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 プロダクトレポート                     

 

WebDialogs, Inc.プロダクトレポート 

（ウェブダイヤログス） 

 

WebDialogs 社について 

WebDialogs 社の本社は、ボストン。1997 年設立。ウェブ

会議システムと Skype 向けのウェブ会議機能プラグインソフ

トを開発している。市場参入は、2002 年。現在は、未公開

企業だが、事業は順調に拡大している。事業は、チャネル

パートナーとの協業により展開。現在は、70 のホールセー

ルブランドとともに、会議サービスプロバイダー(CSP)は 40

社、OEM パートナーは 4 社と、常にパートナーの事業の成

功にフォーカスした考えを元に、それぞれ協業している。 

 

製品開発フィロソフィー 

製品開発にあたっては、単にウェブ会議システムのソフト

ウエアを開発するという考えではなく、企業の“コミュニケー

ション・インフラストラクチャ”を開発し提供していくことを基

本フィロソフィーとして持っている。 

そのままユーザーに提供するのではなく、ユーザーのニ

ーズにあった機能の適切な組み合わせを行うとともに、操

作が簡単であるということを重視しながら、見た目の機能や

操作性だけでなく、その背後で動作するシステムのコアの

部分において、つまり、他の技術とのインテグレーションや、

サービスカスタマイズ、そしてエクステンシブ・ブランディン

グに注力して開発を行っている。 

製品提供方法については、ソフトウエアライセンシング方

式とＡＳＰホスティングサービス方式、そして、パートナーやユ

ーザーのニーズに柔軟に対応した価格体系をベースに製品

を提供している。 

 

提供している製品 

 現在、WebDialogs 社で提供している製品は３種類。 

（１）「Unyte（ユナイ

ト）」。Unyte は、インスタ

ントメッセージング、チャ

ット、プレゼンス向けの

アプリケーションおよびデスクトップ共有機能を提供するソフト

ウエア。Skype 用プラグイン（Skype Certified 済み）と同時に、

スタンドアロンソフトとしても機能する。「Unyte」と「Unyte Plus」

がある。Unyte Plus は有料サービス。インテグレーション用の

SDK も提供している。 

（ ２ ） 「 Meeting 

Central(ミーティングセ

ントラル)」。企業向けの

音声及びウェブ会議システム。「Executive（エグゼキュティ

ブ）」、「Enterprise（エンタープライズ）」、「Express（エクスプレ

ス）」の３種類がある。 

 （３）「WebInterpoint(ウェブインターポイント)」。CSP 及び

OEM パ ー ト ナ ー 向 け の ウ ェ ブ 会 議 シ ス テ ム 。

WIPOne(WebInterpoint One)と WIPPro を提供。インテグレー

ション用の API(アプリケーション・プログラム・インターフェイス)

と SDK を提供している。 

 これらの製品の特徴は、簡単にウェブ会議機能を開始でき

る、インスタントメッセージングからウェブ会議セッションへの

シームレスな移行が可能などある。 
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Unyte について 

 Unyte は、インスタントメッセージング、VoIP（ＩＰ電話）、チ

ャットなどのツールとシームレスにインテグレートでき、PCに

あるドキュメント、プレゼンテーション、アプリケーション共有

と、デクストップのリモートコントロールの機能をウェブブラウ

ザーと連動して提供している。インスタントメッセージング、

ＶｏＩＰ（ＩＰ電話）、チャットから共有セッションへの移行をシ

ームレスに行うことが可能。Skype ユーザーだけでなく、

Skype ユーザーでなくてもこの Unyte は利用できるソフトウ

エア。 

この Unyte は、1 対 1 でのドキュメントなどの共有は無料で

使えるが、それ以上の機能は有料サービスの「Unyte Plus

（ユナイトプラス）」として提供している。Unyte Plusは、1対4

までの共有、アノテーション、セッションレコーディング、リモ

ートアクセスなどの機能も使えるようになる。SDK やカスタマ

イズも可能で、アフィリエートプログラムも提供している。 

 想定している Unyte の利用方法は、共有したドキュメント

に対して協同作業、セールスプレゼン、プロジェクトミーティ

ングなどのビジネス的な使用方法、子供の宿題を一緒に行

ったり、次の休みの計画を立てたりといったパーソナルな使

用方法もできる。また、リモートコントロールでは、他の国に

いる開発担当者のデバッグをリモートで協力する、同僚や

クライアントなどの PC の問題を解決する、リモートからノート

PC で自分のデスクトップ PC にアクセスするなどの使い方も

ある。 

 システムの要件は、ホスト側は、Windows 2000/XP。ビュ

ーアー側（共有資料を見る側）は、Windows や MacOS など

の Internet Explorer、Firefox、Safari のブラウザーから

Unyte の共有資料を見ることが可能。 

 

 
チャットから Unyte を開始。チャットに Unyte 用の URL が表

示されるため、それをクリックすると Unyte のセッションが始ま

る。 

 

  Unyte は、Skype のプラグインとして使うと、Skype のメニュ

ー画面に Share のアイコンが表示されるとともに、Windows の

システムトレーメニューに常駐で表示される。 

  また、Skype とは別に Unyte を

単独で使う場合は、Unyte にログ

オンし、左側の画面が表示される。

そして、Unyte 共有用の画面のた

めの URL を電子メールで参加者

に通知、その URL をワンクリックし

ログオンすれば、その Unyte の共

有画面が表示され、協同作業の

セッションが始まる。 
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左の画面では、セッションで

共有するアプリケーションを選

択する。PC にあるアプリケーシ

ョンあるいは、デスクトップ画面

を共有する、リモートコントロー

ル操作の選択はこの画面で行

う。 

インターネットアクセス、PC、そ

し て ブ ラ ウ ザ ー が あ れ ば 、

Skype がなくても Unyte の共有

セッションは可能。 

 

Meeting Central について 

  Meeting Central は、ユーザー向けのブラウザーベース

のウェブ会議 ASP サービス。ミーティングセッションの予約

が不要。北米での提供は、音声部分については、フリーダ

イヤルの音声会議システムとセットで提供されている。コン

ファレンスＩＤを使いサービスを利用する。 

  Meeting Central は、WebInterpoint ウェブ会議システム

をサービスプラットフォームとして提供されている。 

  会議セッションの参加は、PC、ブラウザー、インターネッ

ト接続があれば可能で、ホスト（会議主催者）や会議参加

者としてウェブ会議を主催したり、会議に参加したりというこ

とが可能。 

ブラウザーベースのウェブ会議のため、使用の仕方を覚

えるためのトレーニングはほとんどない。誰でも簡単に使い

こなせるユーザーインターフェイスを持つ。 

機能は、Microsoft PowerPoint などのドキュメント共有、

アプリケーション共有（一つのアプリケーションあるいは複

数のアプリケーション）、ミーティングマネージメントツール、

音声とデータ共有部分のレコーディング機能などが提供さ

れている。 

ミーティングマネージメントツールは、会議セッション中の

ポインタ、挙手、投票、レコーディング、ナビゲーション、オ

ーディオキャスティングなどのための機能。 

 Meeting Central は、利用形態によって、３種類のサービス 

を提供している。 

(1)「WebDialogs Executive」。オペレータ事前予約の不要な 

サービス。競合他社の 1/3 の価格でサービスが北米では提

供されている。 

 （２）「WebDialogs Enterprise」。従量課金、定額制などニー

ズに合わせた課金方式を選択可能。 

 （３）「WebDialogs Express」。音声部分は、フリーダイヤルで

利用できるセルフサービスのウェブ会議サービス。 

また、サービス利用にあたってのテクニカルサポート窓口

は、フリーダイヤルで提供され安心してユーザーがウェブ会

議セッションを行えるサービス体制を整えている。 

 次に、Meeting Central のログイン画面やセッション画面など

について説明する。 

 まずは、Meeting Central は、ウェブブラウザーベースのイン

ターフェイスであるため、下図のページからまず会議セッショ

ンにログインする。 

 

  まずは、ウェブ会議セッションへのログイン画面から、コンフ

ァレンス ID 番号、名前、会社名、メールアドレスなどを入力し

て会議セッションに入室する。その際には、会議のホスト（モ

デレータ）も、ＰＩＮ番号（暗証番号）を入力してセキュリティを

保つ。そして、「Log-in」のボタンを押して、会議セッションに

入室できる。 
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   上図がセッション画面（ホスト側）で、プルダウンがナビ

ゲーション（共有ファイルのページめくりなどを行える）、

Roaster（上図右上）のところに見えるのが参加者を表示、

右下は、アノテーション（蛍光ペンの色選択）、画面内の黄

色の矢印はポインタを示す。 

  Roaster の画面内に表示される参加者個別あるいは全

員を選択して、サブメニューを表示させ、チャット、ファイル

送信、プレゼンター交代、リモートコントロール、切断などの

機能が使える。 

 投票については、参加者に対して質問をして、それに対

してリアルタイムに結果を表示、会議のホストは同時にメー

ルでも集計結果を得る。 

 会議セッションが終わると、会議セッション内容について

簡単にまとめたサマリーをメールで配信も可能。 

 共有するドキュメントファイルなどは、「Publish To Share」

の画面で、会議セッションの前、あるいは会議セッション中

にファイルをアップロードする。アップロードができるファイ

ル数は、１０ファイルまで。PowerPoint、Word、Excel 各種の

ファイルをアップロードできる。 

 共有セッションのレコーディングは、下図のレコーディン

グの画面で操作する。ホスト画面の上部にあるホストツール

バーにある、レコーディングのアイコンをクリックするとレコ

ーディングが開始する。 

 

  音声部分は電話会議で行うため、上図画面にて、まず音

声会議サービスへダイヤリングして電話会議に接続する。そ

うすると、レコーディングは、共有画面だけでなく、電話会議

の音声についても、同期してレコーディングできる。 

   

WebInterpoint について 

 WebInterpoint は、事前の予約が不要なタイプで、アドホック

的にその場で会議セッションを行えることを想定して開発した

ウェブ会議システム。 

誰でもが使えるシンプルで使いやすいユーザーインターフ

ェイスに、導入費用はリーズナブルな価格帯で提供している。

１対１のウェブ会議セッションから、1 対 100 強までの大規模

人数のウェブ会議セッションにフィット。プロビジョニング、パス

コード機能、ブランディング、課金機能などを統合している。 

Meeting Central のベース機能を提供している。 

 

 【主な機能一覧】 

－ウェブベースのアプリケーションデスクトップショートカット 

－多人数発表者/ バトンパス機能 

－アプリケーション／デスクトップ 

－共有機能  

－Q&A モデレーター 

－ローカライズサポート（日本語対応済み） 

－チャット（参加者＆ホスト） 

－自動レコーディング 

－ウェブベース・アドミニストレーション & API 

－Email サマリーレポート＆ビリングメモフィールド 
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－参加者ダウンロードﾞ禁止機能 

－音声コールコントロール機能  

－インテグレーション 

－会議室ロック機能 

－スマートスクローリング 

－リモートコントロール 

－Outlook インテグレーション 

－挙手機能、マーカーツール及び 

－ポインタ機能 

－ファイル転送機能 

－SSL 暗号化 

－投票機能 

－カスタムツールバー 

－音声キャスティング 

 WebInterpoint は、「WIPOne」と「WIPPro」の２種類を提供

するとこにより、パートナー企業が WebInterpoint を使った

ウェブ会議システムを構築する場合のさまざまなニーズに

対応することが可能。 

  WIPOne は、使用するための事前のトレーニングはほと

んど不要な基本機能を搭載したシステム。プレゼンテーシ

ョン表示やナビゲーションの基本機能にしぼった。低コスト

導入が可能なバージョン。 

  WIPPro は、基本機能と投票機能に加え、より高機能化

したバージョンのシステム。アノテーション、チャット、アプリ

ケーション／デスクトップ共有、アウトルックプラグイン、リモ

ートコントロール、自動レコーディングの機能を搭載。 

 

 参加者側の画面。ホスト側は、前ページのホスト画面と同じ。 

 

 Roaster ｒ （右側参加者表

示）は、参加者が会議室セッ

ションに入ってくると表示され、

退室すると Roaster 画面から

消える。参加者情報は、名

前、メールアドレス、会社名

などを表示可能。参加者情

報は、参加者データベース

に格納し、使用に応じて課

金システムにて課金処理が

行える。 

   

  上図は、マイクロソフト Outlook での会議参加者への会議

セッション開催通知メール。メール本文に会議セッションの番
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号とリンクが表示され、そのリンクをクリックすると、右側の画

面が表示される。その画面には、コンファレンスＩＤ番号と電

話会議用の電話番号が表示されており、「ＯＫ」ボタンで会

議セッションに入れる。 

  

WebInterpoint をベースに、WebDialogs 社のパートナー

企業がそれぞれカスタマイズしてウェブ会議を提供する場

合の「Brand manager module」(上図)がある。 

この機能を使用すれば、機能毎に必要な機能、不必要 

な機能とスイッチのごとくＯｎとＯｆｆができる。また、ウェブ会

議のユーザーインターフェイスのルックアンドフィールの部

分についても、パートナー独自のインターフェイスや、カス

タマイズが可能。プロビジョニングと課金システムとのシステ

ム連結の部分でもシームレスな統合が可能。 

 さらに、WebInterpoint は、ＡＰＩ（アプリケーション・プログ

ラミング・インターフェイス）を提供、システムの設計やサー

バーの設置まで実施。 

 設置後のサポートとしては、トレーニング、オンライン・テク

ニカル/マーケティング・ドキュメンテーション、テクニカル・

サポート・トレーニング、メンテナンスシステムアップグレード、

リモートでパートナー企業がネットワークをモニタリング、

WebDialogs 社が、同じくリモートでウェブ会議システムのソ

フトウエアをモニタリングするなどのサポート、ファイアーウ

ォールの対処、アドミニストレーター機能で、24 時間 365 日

のシステム監視など設置後のシステムが万全に運用されてい

くためのバックアップを十分な形でサポートする。 

（終わり） 

 

連絡先 

WebDialogs, Inc. （米マサチューセッツ州） 
Bala Sridhar  
Executive Vice President of Business Development, 
Founder 
(創業者兼事業開発担当エグゼキュティブ・バイス・プレジデント) 

Email: sri@webdialogs.com 

北米 TEL. 1.877.932.3547 

WWW. http://www.webdialogs.com 
WebDialogs 企業説明資料 
http://cnar.jp/WebDialogs-j.pdf 
Unyte 説明資料 
http://cnar.jp/unyte.pdf 
 

  

 
 

 

 

作成・編集：編集長 橋本啓介 
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