
CNA Report Japan           

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CNA Report Japan                               1/6       日経ＢＰ社ビジュアル・コミュニケーション 2007, 2007 
 
 

 

テレビ会議/ビデオ会議・Web 会議・電話会議システム専門 定期レポート    2007 年 11 月日経ＢＰ社イベントレポート  

編集:editor@cnar.jp 広告:pr@cnar.jp 読者登録: http://cnar.jp     Copyright 2007 CNA Report Japan. All rights reserved.  

              

 展示会レポート-国内                  

 

 
主催：日経BP社 

2007 年 10 月 24 日-26 日 

東京ビックサイト 

特設サイト http://itpro.nikkeibp.co.jp/ev/vc07/index.html 

 

 日経 BP 社主催「ビジュアル・コミュニケーション 2007」が

10 月 24 日から 26 日までの東京ビックサイトで開催され、3

日間に 13,000 人以上の来場者があった。 

他に、「IP コミュニケーション ＆ モバイル 2007」、

「SecuritySolution 2007」、「e ドキュメント JAPAN 2007」、Biz 

Innovation 2007 も同時開催。 

ビジュアル・コミュニケーション 2007 には 20 社以上が出

展し各社の最新製品やサービスが展示、昨年より多くの来

場者と名刺交換ができたという出展社もあった。また同時に

３日間セミナーも開催。セミナーでは、専門家やユーザ発表、

各出展社による講演などが行われ各セッションは多数の来

場者が熱心に聴講していた。 

 

 

 ビジュアル・コミュニケーション 展示エリア 

専門家による講演では、リアルな会議とオンライン会議

の違いを検証し、より効率的な会議の運営方法を示した

ナレッジサイン代表取締役吉岡 英幸氏の講演や、利用

者の視点からみたビジュアル・コミュニケーションの現状と

将来展望を語った、エフティコム通信コンサルタント 藤島 

信一郎氏の講演などがあり非常に参考になる内容だっ

た。 

他には、ユニチャーム株式会社、株式会社メディセオ・

パルタックホールディングスのユーザ発表もあり、各社で

の会議システム導入の取り組み状況や課題がよくわかり

参考になる発表だった。 

これらの講演は、ビジュアル・コミュニケーション 2007

の特設サイトにて日経 BP 社の記者が記事としてまとめて

いるので参考にすべきかと思う。 

今回の展示を拝見していて思ったのは、ひとつに、専

用端末メーカ販売会社のブースでは、HD やテレプレゼン

スがキーワードとして定着してきているということと、Web 会

議（PC テレビ会議）系では、HD 実装への試みが、パソコ

ンの CPU の向上（ディユアルコアなど）に合わせて、そろ

そろ始まろうとしている感触を得たということだ。それは海

外でも動きが見られている。 
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また、Web 会議系はユーザインターフェイスの簡易化、音

声品質のさらなる向上、専用端末との H.323 あるいは SIP で

の相互接続など取り組んでいる出展企業が見られた。 

  さらに最近ユニファイド・コミュニケーション関係で見ると、

マイクロソフトやシスコシステムズのブースを歩いたが、相当

力が入っているという印象を得た。マイクロソフトでは、最近

発表された RoundTable の展示や各パートナーによる構築ソ

リューションの紹介などが行われ、それに対してシスコシステ

ムズでは、同社のソリューションの紹介やユニファイド・コミュ

ニケーション紹介のブースプレゼンなどが行われていた。 

 これらの感じからすると、やはりこれからは、HD、テレプレ

ゼンス、ユニファイド・コミュニケーションといったキーワードを

中心に業界が進展していくものと思われる。 

今回はＣＮＡレポート・ジャパンの橋本も 2 回講演させて

いただいたこともあり、時間的な制限から、出展企業全てを

取材することはできなかったが、取材ができなかったところに

ついては、今後の定期レポートにてレポートしていければと

思っている。 

 

以下取材した企業のレポート。 

 

ウェブエックス・コミュニケーション・ジャパン 

 

WebEx のグローバルの利用ユーザは、３万社を越えたと

いう。「シスコシステムズがWebExを買収したことは、オンライ

ンの Web コラボレーションの認知向上にとって結果的に非

常に良かったと思う。」（ウェブエックス・コミュニケーション・ジ

ャパン） 

今回の展示では、同社が提供する、一般会議用

「Meeting Center(ミーティングセンタ)」、e ラーニング用

「Training Center（トレーニングセンタ）」、オンラインイベン

ト用「Event Center(イベントセンタ)」、サポート用「Support 

Center(サポートセンタ)」、セールス用「Sales Center(セー

ルス・センタ)」のリアルタイムコラボレーションツール以外

にも、グループウエア「WebExOne（ウェブエックス・ワン）」

や、ビジネス用インスタントメッセンジャー「AIM Pro(エイア

イエムプロ)」を紹介。  

WebExOne は、米 WebEx が 2005 年に買収した米

Intranets.com 社のグループウエアサービスをベースにし

ている。また、AIM Pro は、インスタントメッセージのビジネ

ス用途に開発されたもの。現在英語版のみだが提供中。

日本語版は現在開発を行っているという。同社サイトから

ダウンロードできすぐに使用ができるという。 

 

エイネット 

パソコンタイプのテレビ会議システム FreshVoice「テレ

会議」Ver.5 を展示。オートリペアやオートリカバリー機能

などが特徴。バージョン 5 では、Skype などで採用されて

いる音声コーデック GIPS の VoiceEngine 技術を採用。月

額費用は、固定で使い放題となっている。 
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NTT アイティ 

 NTT ア イ テ ィ は 、 同 社 の Web 会 議 シ ス テ ム

「MeetingPlaza(ミーティングプラザ)」を展示。11 月リリースの

Ver.4.1 を紹介。H.323 との相互接続やより簡単に操作がで

きる“かんたん画面”などを搭載。 

 2001 年の発売以来導入実績 1500 社を達成。簡単な申込

ですぐ始められる ASP サービスは、月額従量制プランから

使いたい放題の定額プランまで 10 種類のプランがあるとい

う。 

 

NECエンジニアリング 

NEC エンジニアリングでは、同社のビジュアル・コミュニケ

ーション・システム「VisualLink TC-3100」、エコーキャンセラ

を内蔵した中・大会議室向け高性能マイクロフォンユニット

「VoicePoint EX」、ＵＳＢ接続卓上型エコーキャンセラ付ハン

ズフリーマイクスピーカ「VoicePoint mini」などを展示。 

VisualLink TC-3100 は、映像は 4SIF(704x480)解像度と

14khz 音声、そして H.239 に準拠した PC プレゼンテーショ

ン機能を標準装備。オプションで最大 10 拠点の多地点会

議が行えるが、「テレビ会議だけではなく、電話会議用多地

点接続装置として活用しているユーザ企業もある。」（NEC

エンジニアリング）という。 

 

VoicePoint EX と VoicePoint mini は住友商事九州を国内

総代理店、住友商事マシネックスを総販売元として販売致し

ている。 

 

沖電気工業 

 

沖 電 気 工 業 は 、

H.323 対応した PC ビ

デ オ 会 議 シ ス テ ム

「Visual Nexus」の新

し い バージ ョン 3.2 

SP1 と、参考出展とし

て現在開発中の HD

（ハイデフィニション、

1024x768）対応版を

紹介。(写真左) 

まず、新バージョン 3.2 SP1 では、Windows Vista に対

応するとともに従来のアプリケーション共有機能を強化し

た。 

「Visual Nexus は、前のバージョンにおいても CAD アプ

リケーションなどを中国などの遠隔拠点との間で共有する

ユーザがあったが、画面の描画速度や操作の反応速度

などの面での性能向上を求める声に対応し、Vista対応版

のリリースとともに描画速度、反応速度の両面で動作がよ

りスムーズになるような機能強化を図った。」（沖電気工

業） 

また、Visual Nexus の HD（ハイビジョン）対応版を参考

出展。会場ではそのＨＤのデモンストレーションとして、公

衆インターネットを経由して、同社の品川オフィスと会場と

を2Mbpsで接続、高解像度の映像を来場者に披露してい

た。 

HD 対応版のリリースは来年夏頃を予定しているという。

ただ、HD 映像は特に PC への負荷が高いため、Core 2 

Duo など CPU の処理速度が従来の PC より高速なものが

必要となるようだ。 

Visual Nexus の担当部署は、情報通信グループ ISC 

ビジュアルネクサス カンパニー。今回の展示会では、そ

の他、IP テレフォニー、コンタクトセンタ、セキュリティのソリ

ューションも展示されていた。 
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情報工房 

 

 Web 会議システム「IVI-COMPO(アイビーコンポ)」やネット

ワーク監視・障害監視ソフト「netcrunch（ネットクランチ）」、ま

た TANDBERG 製品の紹介も行った。IVI-COMPO は、９月

に最新バージョンをリリースした。 

 

ソニーマーケティング 

ソニーマーケティング ブースでは、ソニーのネットワーク

カメラとの連携が可能になった PCS G シリーズ(「PCS-G50」、

「PCS-G70S」)のビデオ会議システム、新機能キオスクモード

を搭載したオールインワンモデル「PCS-TL33」などが紹介さ

れていた。 

ネットワークカメラは IP ネットワークを介したビデオモニタリ

ングシステムとして提供されているものだが、今回、ミーティ

ング用途を想定したビデオ会議システムの接続先として、ネ

ットワークカメラを選ぶことができるようにした。 

 

モニタリングシステムというと監視というイメージが強いが、

監視だけではなく、店舗内の様子などをリアルタイムで見

るためのマーケティングツールとしても利用されているとい

う。つまり、所有ユーザにとってＧシリーズの有効活用に繋

がるということ。既に G シリーズユーザーはファームウエア

のアップグレードで IP カメラを接続できるようになる。 

 PCS-TL33 は、PCS-TL30 の後継機種にあたる。見た目

のデザインなどの大きな変更はないが、キオスク（対面サ

ービス用途）アプリケーションで利用しやすくしたことと、カ

メラの明るさを改良した。最近はこのオールインワンタイプ

を使った対面サービスでの導入も結構多く、100 拠点以上

の設置が決まっているユーザがあるという。 

また、カメラの明るさについては、若干暗い部屋でもビ

デオ会議に必要な明るさを保てるように改良した。２０ルク

ス程度の室内の明るさでも基本的に対応できる設計にな

っている。 

 

DTC 

今回の展示では、TANDBERG 社のビデオ会議端末か

らインフラ製品までの製品ラインナップと、ビデオ会議ヘ

ルプデスクサポートなどのビジュアル・コミュニケーションを

使ったソリューションを紹介。 

ビデオ会議システムの販売を行うのは、同社のデジタ

ルテクノロジー・ビジュアルコミュニケーション事業部。ビデ

オ会議専業ベンチャである「ブイテック」が前身。 

 

「ブイテックでの従来の提案力に加えて、さらに多角的
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なアプローチのシステム提案も可能になった。豊富な導入

経験や全国をカバーする保守体制、大小問わずマルチベ

ンダの強みを活かした提案力を持つと自負している。」

（DTC） 

 

プリンストンテクノロジー／ポリコムジャパン 

 

プリンストンテクノロジーとポリコムジャパン共同出展ブー

スでは、ポリコムが最近発表したイマーシブ・テレプレゼン

ス ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン 「 Polycom RealPresence Experience 

HD(RPX HD)」や多地点会議プラットフォーム「Polycom 

RMX 2000」また、プリンストンテクノロジーが独自で開発して

いる Polycom RMX 2000 用の運用管理システムどを紹介。

RPX HD を模した会場展示コーナーでは、プリンストンテクノ

ロジー社内に設置した RPX HD と接続しデモを実施。今後

希望者には実際に RPX のデモがプリンストンテクノロジーか

ポリコムジャパンで体験できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三菱電機システムサービス 

 

TANDBERG ビデオ会議システムを使った、大会議室か

ら机上、1 対 1 から複数拠点まで、更に PC や 3G 携帯な

どとも連携した“いつでもどこでも誰とでも”をコンセプトに

製品のデモンストレーション展示。 

「当社は、北は北海道、南は九州まで全国にあるサー

ビス拠点を活かしたきめ細かな対応を通して、ビジュアル

コミュニケーション・システムに関する提案・設計・施工をワ

ンストップにて提供している。お客様機器をお預かりして

監視運用するサービスなども提供している。」（三菱電機） 

  

メディアプラス 

 

 Codian MCU（多地点接続装置）4500/4200 シリーズを中

心に展示。また、最近 Codian から発売になった CIF を

4CIF に変換する技術「ClearVision」のデモンストレーショ

ンも行った。 

「各メーカから HD テレビ会議端末が続々と登場し人気
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を博しているが、異メーカ間での互換性は乏しいのが現状。

しかし Codian MCU(多地点接続装置)4500/4200 シリーズを

使用すると、異メーカ端末の混在する環境や、SD(従来の解

像度)と HD 端末の混在する環境でも完全互換が可能だ。」

（メディアプラス） 

 

ヤマハ 

 

  2006 年 3 月に IP 電話会議システム/会議用マイクスピー

カ「プロジェクトフォン PJP-100H/PJP-100UH」で会議システ

ム製品市場に参入し、その後、IP 電話会議システム

「PJP-50R」、テレビ会議システム「PJP-300V/ PJP-VC1」、

プロジェクトフォンフィッシュアイカメラ「PJP-CAM1」、を販売

してきた。今回の展示会では、新たに、小型の会議用マイク

スピーカ「PJP-25R」も発表し会議システム製品のラインナッ

プを充実化している。 

 今回はこれらの全ての製品とともに、トレーニング用途向け

の「ヤマハ遠隔プレゼンテーションシステム ProjectCast(プ

ロジェクトキャスト)」も紹介していた。 

 ProjectCast は、ＣＮＡレポート・ジャパンの 6 月 30 日号で

もレポートしたが、インターネットや企業 LAN を利用してオン

ラインセミナーやプレゼンテーションを実現する配信システ

ム。社内の新商品説明会や勉強会、本社から支店や営業

所などに向けた社長訓示、営業会議など１対 N 的な使い方、

情報配信の仕方において有効活用が行えるシステム。配信

とはいえ、必要に応じて参加者からの発言なども行える。 

 システムは、10 拠点で 373 万円程度。電話帳サーバ

「RTV01」、コントロールユニット「PJP-TR1」、IP 音声会議

システム「PJP-50R」、フレッシュアイカメラ「PJP-CAM1」、

PC アプリケーション「PJC-10(無償)」を組み合わせてシス

テムを構築する。電話帳サーバは、１台その他は 10 台と

なる。 

 今回の展示でのポイントについてヤマハの社員の方が

説 明 を し て い た だ い た 。 （ １ ） テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム

PJP-VC1(テレビ会議システムのコーデック部)が４地点の

多地点接続機能を装備した。（２）PJP-100H と PJP-50R が

NEC UNIVERGE CERTIFIED 製品になった。（３）電話帳

サーバ「RTV01」が会議予約と招集を行い、10 拠点会議

を 8 個まで管理できるようになった。（４）「MC-1」(参考出

品)。VoIP 用多地点装置。24 拠点まで対応。４台組み合

わせると 96 拠点までサポート。 

 （レポート終わり） 
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