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 製品・サービス動向-国内                 

■グローバルに展開する BT カンファレンシング、

WireOne を買収しテレビ会議事業を強化、日本

でも会議サービスのトータルソリューションを

積極的に推進 

グローバルに音声会議、テレビ会議、Web 会議サービスを

提供する BT ジャパン株式会社（東京都港区、社長：長谷川

恵氏）は、英通信事業者ブリテッシュテレコム（BT）の日本法

人。現在カンファレンシング部門は、日本を含めワールドワ

イドで 1100 名以上が従事している。 

 BT が提供する会議サービスの強みについて同社コンファ

レンス営業統括で、日本における責任者の 福田剛士氏は

以下のように語る。「BT カンファレンシングサービスの強み

は、音声会議、テレビ会議、Web 会議といった包括的な会

議サービスをグローバルキャリアとしてワールドワイドに展

開できるところである。電話会議サービスに関して言うと、

必要となる回線のアクセスポイントも世界の主要各国に設

置しているためローカルアクセスが可能であり、海外に設

定されたブリッジポイントに国際電話を掛ける必要がない。

そのため会議サービスの TCO（情報システムの導入・維

持管理の総合コスト）を下げることができる。また顧客サポ

ートも日本語、英語、中国語など多数の言語で対応できる。

これだけのスケールで提供できる会議サービス事業者は

あまりないと思う。しかし、グローバル用途だけでなく日本

国内だけでの利用もメリットを享受していただけると自信を

持っている。」 

 グローバルユーザだけでなく、製造業、金融、製薬、な

ど業種を問わず国内企業へも会議サービスは浸透してき

ているという。「電話

会議など会議サー

ビスは、欧米系企業

の利用が多いという

見方が以前は多か

ったが、国内企業も

着実に増えており、

以前よりは大分多く

なった。」（同 福田

剛士氏） 

 会議サービス市

場は、ワールドワイ

ドにみると、市場競

争の激化とともに企

業合併が進んでお

り、それを受けて、

BT は、米のテレビ
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会議サービス販売会社 WireOne Communications 社の買収

を 2008 年 4 月に発表した。テレビ会議サービスで 大の北

米市場でテレビ会議の専門家集団として目され、リーダシッ

プを取る同社を BT カンファレンシング事業へ統合すること

でテレビ会議事業を拡充し、ワールドワイドな市場での BT

の市場ポジションをさらに高めるねらいがある。このWireOne

買収による事業強化は、北米だけでなく、欧州、アジア太平

洋まで水平展開する。「WireOneを合併することで、ワールド

ワイドでの会議サービス市場で BT は、第５位から第３位の

会議サービスプロバイダーになる。」（同 福田剛士氏） 

 同社の会議サービスについてみてみる。まず音声会議で

は、事前の予約なしで電話会議サービスが利用できる「BT 

MeetMe サービス」と、大規模会議やイベント会議など事前

予約で利用する「BT Premium サービス」が提供されている。

BT MeetMe サービスでは、 大 40 人までが参加でき、BT

ジャパンが提供するコールイン番号（電話会議専用の電話

番号）とパスコードですぐに会議が開始できる。初期費用は

なく、利用に応じた課金方式でサービスを利用する形態。カ

スタマーセンターは24 時間体制でオペレータがサポートし、

日本語、北京語、英語による対応が可能だ。もちろん、こち

らの音声を伝えないミュートなど、電話キーパッド機能を使っ

て会議を操作することが可能である。会議の録音も可能な

ので SOX 法（内部統制法）で要求されている会議の記録・レ

ポートとして利用することもでき、時間の節約になる。一方、

BT Premium サービスは、41 人を越える電話会議や、録音・

再生、オペレータサポートなど大規模もしくはイベント的な会

議（たとえば、ＩＲ、社長訓辞、社内セミナー、トレーニング、

投資家向け広報イベントなど）に 適なサービスである。こ

のサービスを利用すると、専任担当者が会議の開始から終

了までサポートし、安心してユーザは電話会議を利用できる

という。 初は発表者のみの音声が流れるようにし、 後は

参加者も含めた Q&A を行うことも可能である。 

 電話会議サービスの利用者がワールドワイドに分散してい

ても、それぞれの国のローカル番号から接続が可能で、しか

も参加者のパスコード（参加者用番号）は一つなので電話

会議へ簡単に参加できる。 

さらに Web 会議サービスを連携させることで、プレゼンテ

ーションの共有やドキュメント、オフィスソフトなどの編集を

電話会議と並行して行うことができる。 

Web 会議サービスでは、BT は、マイクロソフトの「Live 

Meeting （ ラ イ ブ ミ ー テ ィ ン グ ） 」 と Cisco WebEx の

「MeetingCenter(ミーティングセンター)」を提供している。

Live Meeting では、電話会議との統合で利用することを想

定しサービスを提供している。WebEx については、ビデオ

会議機能を使った Web 会議サービスを提供しているとい

う。しかし、顧客の要望で希望の Web 会議を選択できるし、

また電話会議やテレビ会議と連携させても提供している。

「Web 会議は、社内チームでの打合せや、社内トレーニン

グ、オンラインセミナーなどで活用していただければと考

えている。」（同 福田剛士氏） 

また WireOne の買収で強化を図るテレビ会議サービス

では、端末の販売から自社のネットワークも含めた多地点

を結ぶサービスの提供までテレビ会議へのニーズに対応

する。また標準的なテレビ会議システムだけでなく、シスコ

システムズなどの各社が 近発売したハイエンドテレビ会

議サービス、”テレプレゼンス”も提供している。「テレビ会

議については、標準的なテレビ会議システムから大型の

テレプレゼンスシステムまで幅広くサポートしており、世界

どこでもワンストップでコンシェルジェがテレビ会議の導入

から運用保守まで対応する。それはネットワークサービス

の保守監視も含めてだ。これが通信事業者の強みとも言

える。ネットワークの利用状況をみると、やはり、テレビ会

議が ISDN から IP へシフトしているのは BT 内でも実感し

ている。」（同 福田剛士氏）のが 近の傾向である。 

 

 

 

 

 

■沖電気工業、Visual Nexus の事業強化、ソニ
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ー製ビデオ会議システムをラインナップに追加 

 

Visual Nexus とソニー製PCSシリーズの混在運用 

 

遠隔コンサルティングサービス例 

 沖電気工業株式会社（東京都港区）は、現在販売中の PC

ビデオ会議システム「Visual Nexus(ビジュアル・ネクサス)に

加え、ソニー株式会社（東京都港区）製ビデオ会議システム

「PCS シリーズ」をラインナップに加え、販売開始すると発表

（11 月 13 日）。 

 今回によって、沖電気工業では、PC 端末に加えビデオ会

議端末も含めたシステムの提案から構築・保守サービスまで

をワンストップで提供する。 

 同社のプレスリリースによると、導入を検討しているユーザ

の動向として、ビデオ会議端末に対する要求の多様化が進

んでいるという。PC もしくはビデオ会議端末のどちらかを選

択するのではなく、両方を併用して運用したいという要望が

でている。両方を併用することで、各拠点の環境に 適な

端末を選択することが可能となるとともに、幅広い用途にも

対応できるようになる。たとえば、オンライン研修、オンライン

会議、金融機関や小売業店舗で展開する顧客向けコンサ

ルティングサービスなどへの応用の可能性が広がる。 

 同社では、3 年間で 1000 台の販売を計画している。 

 

■ポリコムジャパン、Polycom TPX イマーシ

ブテレプレゼンスソリューションを発表 

 

Polycom TPX 

ポリコムジャパン株式会社（東京都千代田区）は、

「Polycom Telepresence Experience(TPX)」イマーシブ テ

レプレゼンスソリューションをライナップに追加したことを発

表した。 

Polycom TPX イマーシブ テレプレゼンスは、遠隔地の

相手と同じ部屋で会議をしているかのような環境を提供す

るソリューション。 

 60 インチ HD 対応プラズマディスプレイ（3 面）、HDX ビ

デオ会議システム（3 台）、HD 対応カメラ（3 台）、ステレオ

音声を提供するマイク（天井吊り下げタイプ）およびスピー

カ、会議テーブル、操作用タッチパネルなどを備える。

大 6 名までの会議参加者に対応。 

テレプレゼンス会議をおこなっていない時は、テーブル

のディスプレイ側に椅子をおくことで 大12 名までが使用

できる会議テーブルとしても使える。オプションとして椅子、

コンテンツ用ディスプレイ（自立型 50 インチ PDP または机

上用 15 インチモニター）を提供している。 

ちなみに、テレプレゼンスソリューションの 上位モデ

ルである「Polycom RPX」は、4 名から 大 28 名まで対応

したモデルで大型スクリーン（2 面、4 面タイプ）に目線の

高さに設置したカメラ、スタジオ用ライト、無指向性マイク
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など人間工学に基づいたデザインなどを特長としている。 

ま た RPX で 提 供 さ れ て い る VNOC(Video Network 

Operation Center)は、TPX でも提供されており、モニター監

視などの遠隔サポートや会議予約などのコンシェルジェ的

な顧客サポートを行う。たとえば、会議予約では、会議の事

前予約を VNOC に行うと、出席者は、機器の操作を一切せ

ずに会議室に入るだけで遠隔地との会議に参加することが

できる。 

テレプレゼンスソリューションのユーザによる選択は、既存

のビデオ会議端末への不満がある。「既存のビデオ会議端

末だと数時間会議を行っていると疲労を感じるが、テレプレ

ゼンスでは１日使っていてもつかれない。」（ポリコムジャパ

ン） 

テレプレゼンスは、単にハードウエアコストだけで判断で

きない人間への肉体的そして精神的な負荷軽減をトータル

に考えたシステムだと強調する。「システムコストを考えるの

も重要だが、人間自体への負荷軽減を考えることも生産性

や効率化向上には重要だと思う。」（ポリコムジャパン） 

ポリコムによると、同社グローバル全体（台数ベース）で見

ると、20%～30%の伸びでテレプレゼンスの販売は伸びてい

るが、市場としてはまだ黎明期だと考えている。 

しかし、 近の市場は、黎明期であるからか、テレプレゼ

ンスの定義について、各社間で混乱があると指摘する。 

「 近の市場に目を転じると大型モニターであればテレプ

レゼンスという意味づけで製品を販売しているところもあるよ

うだが、それは本当の意味でのテレプレゼンスではないと当

社では考えている。当社では、テレプレゼンスの基本構成

条件は、４つあると考えている。（１）等身大で表示できること。

（２）アイコンタクトが自然に行えること。（３）自局映像が見え

ない（ピクチャーインピクチャー機能などによって自画面上

に自分を映す画面を見せないこと）（４）同室感が実現されて

いること、と考える。これが本当のテレプレゼンスだということ

を今後も潜在的なユーザに伝えていき、業界のリーダとして

テレプレゼンス市場を牽引していきたいと考えている。」（ポリ

コムジャパン） 

 

■ポリコムジャパン、東京カスタマー・ブリーフ

ィング・センター開設 

ポリコムジャパン株式会社（東京都千代田区）は、東京

本社オフィスに、「東京カスタマー・ブリーフィング・センタ

ー（Tokyo Customer Briefing Center）」を開設したと発表。 

東京カスタマー・ブリーフィング・センターは、ポリコム製

品を使ったコラボレーションソリューションを体感できるショ

ールームで、コラボレーションソリューションを理想的な環

境で使用することを想定し設計されたトレーニングルーム

や会議室、そしてコンテンツ配信スタジオが設置されてい

る。 

今回開設された東京カスタマー・ブリーフィング・センタ

ーは、ワールドワイドに同社のデモセンターを設置するプ

ロジェクトの一環だ。 

10 月にサンタクララに開設された「Polycom Executive 

Briefing Center(ポリコム・エグゼキュティブ・ブリーフィン

グ・センター)」を中心とし、今回東京とニューヨークにカス

タマー・ブリーフィング・センターを２ヶ所開設したことにな

る。今後は、中国やその他へ広げていく考えだ。 

東京カスタマー・ブリーフィング・センターには、トレーニ

ングルーム（教室型）１室、会議室が 3 室、Polycom RPX と

Polycom TPX を設置した部屋がそれぞれ１室づつ、コン

テンツ配信スタジオ 1 室からなる。各室では、ユーザの利

用シーンを想定して 適なコラボレーション環境を実体験

できるようになっている。 

トレーニングルームでは、研修などをビデオ会議システ

ムで遠隔地に中継したり、逆に遠隔地からそのトレーニン

グルームへ講師が遠隔講演したり双方向の対話を行った

りといったことが行えるバーチャルな双方向トレーニング環

境が遠隔地ともシームレスに実現できるようになっている。 

そのためのビデオ会議システムや PDP、シーリングマイ

ク、スピーカ、プロジェクタ、スクリーン兼用ホワイトボード、

照明、ブラインドなどが効果的に組み合わされている。そ

してそれらを一元的にコントロールするためのタッチパネ
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ル式リモコン（クレストロン）が提供されている。 

その隣室には、コンテンツ配信スタジオがあり、そこでは、

HDX シリーズで提供されている放送で使われているクロマ

キー技術によるコンテンツ製作と配信が行える。 

 また会議室ではビジネスミーティング向けのコラボレーショ

ン環境が体感できるようになっており、ビデオ会議システム

の他、50 インチの PDP、シーリングマイク、スピーカなどが設

置されている。室内空間も壁の色が白、うぐいす色、水色と

いった基調でデザインされており、ライティングも間接光を採

用することで人間工学も取り入れた環境を構築した。 

近は、誰とでも、いつでも、どこでも、どんな機器とでも

ビジュアルコミュニケーションを実現するというコンセプト

「VC2」を積極的に展開している。東京カスタマー・ブリーフィ

ング・センターなどの開設は VC2 推進の一環と思われる。 

ポリコムワールドワイドは、無借金経営を継続しつつ年間

売上は、9 億 2990 万 USD を記録した。NASDAQ 上場企業

で時価総額 22 億 USD。アバイア、IBM、シスコ、マイクロソフ

ト、ノーテルなどとの提携をおこない、世界22カ国にオフィス

40 ヶ所、技術サポートセンタ 13 拠点を持つ。あらたに中国

に開発拠点を設置し、今後製品毎に開発拠点を分ける考え

があるようだ。特許取得数は 600 を越えるという。 

「他国に比べ、ポリコムジャパンでは今までビデオ会議の

割合が高かった。今後、北米中心だったワイヤレスや VoIP

製品も、来年度以降の事業の柱のひとつにしていく方向で

取り組んでいく考えだ。」（ポリコムジャパン） 

 

■SOBA プロジェクト、テレビ会議、ビデオチャ

ットの部屋をWebページにリンクできる機能を

提供開始 

 株式会社 SOBA プロジェクト（京都市下京区）は、同社が

無料で提供しているテレビ会議・Web 会議システム「SOBA 

CITY(ソーバ・シティ)」が、ブログや SNS など任意の Web ペ

ージにリンクして利用できる機能を 12 月 1 日より提供開始し

た。 

 今回追加した機能は、セッション登録(URL 発行)機能、セ

ッションパスワード（鍵付き部屋）機能。SOBA CITY のセッ

ション（部屋）にどこからでも参加できる URL が作成できる

機能。発行されたセッション URL を Web サイトやブログに

貼り付けておくと、そのリンクから直接 SOBA CITY の Web

サイトを経由することなくセッションに参加できる。 

 

 今回ブログパーツとして「セッション参加」アイコンを用意

した。このセッション参加アイコンを任意の Web ページに

貼り付けて、リアルタイムに映像や音声を使ってコミュニケ

ーションな部屋を Web サイトに設置できる。 

 SOBA CITY は、SOBA プロジェクトが 2006 年 3 月にサ

ービスを開始した完全無料のテレビ会議・Web 会議サー

ビス。多人数で映像と音声、チャット、ホワイトボード、Web

ブラウザ共有機能を使った情報共有が可能。現在 1 万人

を超えるユーザが登録されており、コミュニティや企業内

の会議でのリアルタイムコミュニケーションに利用されてい

る。SOBA CITY を利用するためには、ユーザ登録と専用

ソフトのダウンロード（無料）が必要。 

 

■アールネットコミュニケーションの H.323 対 

応テレビ会議システム ASP サービス、フレッ

ツフォンに対応 

 株式会社アールネットコミュニケーション（東京都新宿

区）は、同社が提供している H.323 対応テレビ会議システ

ム ASP サービス「NETdeMeet(ネット・デ・ミート)」のフレッツ

フォン対応版の販売を開始した。（11 月 5 日） 

 フレッツフォンは、東日本電信電話株式会社（東京都新

宿区）と西日本電信電話株式会社（大阪市中央区）が提
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供する「かんたん・便利な電話機器フレッツフォンシリーズ」。

機 種 は 、 「 フ レ ッ ツ フ ォ ン VP1000 」 、 「 フ レ ッ ツ フ ォ ン

VP1500」。 

 今回フレッツフォン対応版は、フレッツフォンシリーズ向け

プラン。初期費用は、5 ユーザまでが 10 万円（税別、以下

同）、10 ユーザまでが 15 万円、20 ユーザまでが 20 万円。20

ユーザを超える場合は、別途問い合わせ。 

 月額利用料金は、3 ユーザ 4 万円から。20 ユーザは、15

万 5000 円。契約ユーザ数単位に設定された月額利用料金

となっている。 

 同社によると、フレッツフォンに対応することで、PC に不慣

れなユーザでも電話に近い感覚でテレビ会議システムを使

うことができるため、より身近でより便利、そして低コストのコミ

ュニケーションツールとして多くの方に利用していただきた

いと考えている。 

 

 利用事例                            

■キヤノンマーケティングジャパンが、ポリコムの

ビデオ会議システムを全国 50 拠点に 82 台導入 

  ポリコムジャパン株式会社（東京都千代田区）は、キヤノ

ンマーケティングジャパン株式会社（東京都港区）が全国 50

拠点に、82 台のポリコムビデオ会議システムを導入し、2008

年 10 月から本格稼働を開始したことを発表した。 

  全国にある 50 ヶ所の拠点に、「Polycom HDX 7000」を 22

台、「Polycom HDX 8000」を 2 台、「Polycom VSX 6000」を

58 台、合計 82 台のビデオ会議システムを新たに導入したと

ともに、他のシステムのトラフィックに影響をあたえないため

に、ビデオ会議専用のネットワークを構築。「高速・広帯域の

ネットワークで高品質な映像と音声でのビデオ会議を行える

環境を整備した。」（ポリコムジャパン） 

   同社が販売するネットワーク対応複合機などの製品の高

機能化に伴い、顧客に接する営業所の担当者に高度な知

識が要求されるようになったため、営業エリアを統括する支

店に営業所の担当者が集まり、支店のスペシャリストが専門

知識の指導や新製品のプレゼンテーションを行う会議を頻

繁に開催していたという。しかし、遠隔地の営業所では、

会議のためだけに 1 日を費やさなければならない状況や

移動時間の制約から会議を開催できない状況が発生する

など、会議のための移動時間が大きな問題となっていた。 

「各拠点にビデオ会議システムを導入したことで、手軽に

ビデオ会議を活用できるようになり、移動の時間が大幅に

削減できた。また会議終了後に各担当者がすぐに他の業

務に着手できるなど、時間を有効活用することが可能にな

った。」(ポリコムジャパン) 

 

 展示会レポート                      

 

ITpro EXPO 2008 Autumn 

10 月 15 日(水)～ 10 月 17 日(金) 

東京ビッグサイト 

日経 BP社 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html 

 
日経BP 社が 2004 年からテレビ会議専門の展示会を始

めて以来、今年で 4 年が経ち、会議システム業界の主要

な展示会として認知されている。日経 BP 社の業界発展へ

の寄与は今まで大きかったし、これらも大いに期待されて

いる。今年も会議システム関連の企業は、ビジュアルコミ

ュニケーションパビリオン/シアターを中心に 20 社以上出

展している。 

今年のビジュアルコミュニケーションパビリオン/シアタ

ーの出展社は、アイ・ティー・テレコム、ウェブエックス・コミ

ュニケーションズ・ジャパン、エイネット、NEC エンジニアリ

ング、NTT アイティ、オーライソフトウェア、キヤノンソフト情

報システム、ジャパンメディアシステム 、情報工房、住友

商事マシネックス、ソニーマーケティング、東通産業、パナ

ソニック コミュニケーションズ、パナソニックＣＣソリューショ

ンズ、パナソニック ソリューションテクノロジー、日立ソフト

ウェアエンジニアリング、日立ハイテクノロジーズ、ブイキュ

ーブ、プリンストンテクノロジー、ポリコムジャパン、三菱電

機システムサービス、メディアプラス。その他、このレポート

では、沖電気工業やサイバネットテクノロジも取材した。 

今年は、基調講演では、シード・プランニング IT・エレ

クトロニクスグループ 執行役員 原 健二 氏が、「テレビ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html
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会議/Web 会議の活用実態と今後の製品動向」と題して講

演。講演レポートは、日経 BP 社でレポートしている。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081016/317101/ 

またビジュアルコミュニケーションパビリオンシアターでは、

日経 BP 社記者３名が日替わりで 新のトレンドについて説

明したセッションや、出展各社のプレゼンテーションが行わ

れた。 

一方、今年の IT pro Expo AWARD は、ネットワーク部門

でタンバーグ社のテレプレゼンスエンジン「C90」が受賞し、

タンバーグの国内販売代理店である、オーライソフトウェア、

情報工房、三菱電機システムサービス、メディアプラスが共

同で賞を受けた。 

今回時間の関係などの都合で全ては取材できなかったが、

今後の定期レポートで機会があればレポートしたい。 

 

エイネット 

 
  エイネット株式会社（東京都千代田区）は、同社の Web

会議システム「Fresh Voice(フレッシュボイス)」のバージョン 6

を発表した。来年 4 月より販売を開始する予定。 

バージョン 5（2006 年 10 月）発表時には、Global IP Sound

社と提携し、音声品質の向上やシンプルでわかりやすい新

しいユーザインターフェイスを採用（写真）。 

今回発表したバージョン 6 では、映像の HD（1920x1080）

化や、IP テレフォニー連携を視野に入れた H.323/SIP にも

対応した。 

Fresh Voice は、2008 年 4 月現在（同社ウェブサイト情報）

1000 社以上に採用されている。 

Fresh Voice は、基本パッケージとサーバパソコンの導入

の他、要望に応じてマイクスピーカ、プロジェクタ、パー

ン・チルト型カメラなどもあわせて提供している。 

 

NEC エンジニアリング 

 NEC エンジニアリング株式会社（東京都品川区）は、10

月14日発表した音声会議装置「Voicepoint IP」シリーズの

新製品 3 機種などを展示。 

 

14khz スーパーワイドバンド音声（G.722.1 C、ポリコムの

Siren 14 が音声符号化方式として標準化されたもの）、

大 6 地点の多地点接続機能、「IP 電話とアナログ電話」

「アナログ電話とオーディオ接続」「オーディオ接続と IP 電

話」の 3 つ異なる回線種別間の接続、PC 画面からメニュ

ーや電話帳の設定が可能（Web画面機能）、無線LAN(オ

プション)に対応。PoE（Power Over Ethernet）モデルもあ

る。 

 

NTT アイティ 

NTT アイティ株式会社（神奈川県横浜市）は、同社の

Web 会議システム「MeetingPlaza バージョン 5」を参考展

示。 

MeetingPlaza バージョン 5 の特長は、以下の通り。（１）

エコーやハウリング、空調音などのノイズを抑えクリアな音

声通話を可能にするエコーノイズ・サプレッサー技術

「NOER(ノエル)」を実装。NTT 研究所で開発した技術。

（２）フレーム単位の描画方式を採用し、動きのある画面で

もより見やすくした。（３）AES 256bit を採用し、暗号強度を

向上。（４）ユーザインターフェイスを改良、さらに使い易く。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081016/317101
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ASP サービス版は 12 月、パッケージ版は来年 2 月のリリース

を予定している。 

 

 
MeetingPlaza は、2001 年販売開始以来、国内 2000 社を

越える企業から導入されている。 

 

沖電気工業 

 

 沖電気工業株式会社（東京都港区）は、今回の IT PRO 

EXPO 2008 Autumn に合わせて H.323 対応 PC ビデオ会議

システム「Visual Nexus」の新バージョンを発表。新しいバ

ージョンでは、4CIF 解像度、 大 16 画面合成、拠点表示

などに新たに対応した。 

 

キヤノンソフト情報システム 

キヤノンソフト情報システム（大阪市北区）の Web 会議

システム「IC3(アイシーキューブ)」を展示。 

今回の IT pro Expo では、今年 4 月に発売したフル HD

表示(1920x1080)の展示と、ポリコム社ビデオ会議システ

ムなどの H.323 連携システムを参考展示（写真）。H.323

連携システムは、11 月中旬発売。 

 

 
フル HD は、会議室同士を接続した大規模会議や社内

集合研修、検品作業など、映像を重視した用途により適

用しやすいと同社では考える。 

IC3 は、リアルタイムに利用帯域を変更（映像、音声、デ

ータ共有を個別に制御）し利用環境へ柔軟な対応が可能

で、アプリケーション共有機能に特長がある。 
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サイバネットテクノロジ 

 サイバネットテクノロジ株式会社（東京都江東区）は、PC 向

けCyber会議システム「AVCON(エーブイコン)」や、Cyberス

クリーンシステムなどを展示。AVCON は、1080i HD（ハイビ

ジョン）に対応、プレゼンス（在籍確認）、アプリケーション共

有、デスクトップ共有、多言語、会議録画などに対応してい

る。SD、HD 混在の会議も可能。 

 

 

 また Cyber スクリーンシステムと AVCON を組み合わせるシ

ステムも提供している。Cyber スクリーンシステムは、プロジェ

クタを複数台組み合わせることで、あたかも１台の投影機とし

て動作するシステム。 

 

情報工房 

株式会社情報工房（東京都中央区）は、タンバーグのビ

デオ会議システムを展示。タンバーグから 近発表された

「TANDBERG Codec C90」を使用したデュアルストリーミング

（HD 品質の映像とデータを表示、写真上）やシスコ IP フォン

とタンバーグのビデオ会議システムを連携（写真下）させ

たソリューションなどを展示。 

 

 
情報工房は、ビデオ会議システムなど企業のネットワー

ク監視や障害監視などを行うシステム「netcrunch(ネットク

ランチ)」や eHealth（イーヘルス）、Web 会議システム

「IVI-COMPO(アイブイアイ・コンポ)」、また、Web アプリケ

ーションのレスポンスタイムなどのアプリケーショ ン・パフ

ォーマンスを統合監視するアプライアンス製品「OPNET 

ACE Live(オプネットエイスライブ)」も提供している。 

 

ソニーマーケティング 

 ソニーマーケティングは、11 月発売のビデオ会議システ

ムの新製品「PCS-XG80」を展示。ソニーマーケティング本

社と会場を結んだデモンストレーションなども行われた。 

720p（有効画素数 1280x720）と 1080i（有効画素数

1920x1080）に対応した HD 対応。1080i 対応製品は今回

初めて。フレーム数は、720p も 1080i も 大 60 フレーム/
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秒を実現している。 

 

またデータ共有機能の強化を行った。720/30p の HD 映

像と H.239（ディユアルストリーム）による XGA/30fps の PC 

画面を同時に送受信することが可能。動きのある資料などな

めらかに再現できるという。その他パケットロス対応を強化し

たインテリジェント QoS 機能も実装している。 

PCS-XG80 は、さらにユーザの使い勝手向上のための機

能強化も行っている。半透過型の新しいメニュー画面、リモ

コン RF（赤外線）、ペンタブレットの採用の他、ビデオアノテ

ーション、ブライトフェイス機能、ストリーミング機能、メモリー

ステック Duo などに対応した。 

 価格は、115 万 5000 円（税込）。 

 

日立コミュニケーションテクノロジー 

 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー（東京都品川

区）は、従来から販売されている NetCS シリーズに加え 10

月から販売開始された「NetCS-HD」を展示。NetCS-HD は、

HD に対応するとともに、2007 年 ITU-T にて勧告された

H.264/SVC を映像コーデックとして採用した。H.264/SVC

は、パケットロスによる映像品質の低下に強い仕組みを実装

している点が特長。  

 

 

 

 
会場ではパケットロスに対して H.264/SVC の効果を示

すデモが行われていた。20%程度のパケットロスでも映像

や音声の品質の低下は見られなかった。 

 NetCS-HDは、サーバに加え、ハードウエア端末のセット

トップとクライアントソフトウエアの２タイプの製品を提供。ま

た IP テレフォニー連携や H.323 連携をサポート。 大200

端末での会議が可能。 

 

日立ハイテクノロジーズ 

 株式会社日立ハイテクノロジーズ（東京都港区）は、「ハ

イテクビジョン」として映像コミュニケーションの利用促進と

普及に力を入れている。 近同社では、ハイテクビジョン

テクノセンターも開設。今回の展示会では、映像・情報シ

ステムとネットワーク技術を融合したコミュニケーション環

境を紹介。 
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同社が国内販売しているライフサイズ・コミュニケーション

ズ社の HD ビデオ会議システムの他、各社の多地点接続装

置を展示、デモンストレーションした。 

またテレプレゼンスシステム「RIPPLE(リップル)」、可動式

のディスプレイ搭載型の「Solo(ソロ、ディスプレイ１画面)」、

「Duo(ディユオ、ディスプレイ 2 画面)」も展示され、これらは

日立ハイテクノロジーズが開発。 

 

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株式会社(東京都千代田区)は、 

ポリコムジャパン株式会社（東京都千代田区）と共同で出

展。 

「Polycom HDX シリーズ」「Polycom RMX シリーズ」

「Meeting Organizer（ミーティング オーガナイザー）」、

「Polycom RSS 2000」、「Polycom Converged Management 

Application(ポリコム・コンバージド・マネージメント・アプリケ

ーション)」などを展示。 

 Meeting Organizer は、Polycom RMX 2000 向けにプリン

ストンテクノロジーが開発した会議マネージメント＆スケジ

ューリング ソフトウェア。将来的に Polycom RMX 1000 に

も対応する予定のようだ（同社ホームページ情報）。日英

言語に対応し、Polycom ARENA Partner Program 認定製

品。 

 

三菱電機システムサービス 

 三菱電機システ

ムサービス株式

会社（東京都世

田谷区）は、ビデ

オ IP フ ォ ン

「 TANDBERG 

E20」、「Movi」を

展示。 

  TANDBERG 

E20 は、2008 年 6

月 に 発 表 さ れ

2009 年 1 月以降

販売開始予定。

10.6 インチ液晶ディスプレイ搭載（WXGA 対応）、DVD 品

質の w448p(768×448) 解像度、広帯域 20kHz などをサ

ポートし従来よりも低コストで導入ができるという。 

 TANDBERG Movi は、2007 年 5 月に発表された SIP 対

応のPCビデオ会議システム。日本タンバーグによると、来

年には HD 解像度に対応する予定。 

 

メディアプラス 

 メディアプラス株式会社（東京都千代田区）は、タンバー

グの HD 対応新製品「 Codec C90」と「Codian MCU4500」

を使用した 1080p のフル HD 対応テレビ会議のデモンスト

レーションを行った。国内で初めての 1080p 多地点テレビ

会議接続。 

C90 は、 大 4 拠点までの多地点接続機能を内臓。そ
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れ以上の場合は、テレプレゼンスサーバー「TS 8710」が対

応する。単体で 1080p 30 フレーム/秒の画像の送受信が可

能。また H.239 のデュアルストリームも 1080p 30 フレーム/

秒をサポート。 

カメラについては、 大 12 倍ズームの TANDBERG 

Precision HD カメラも提供している。カメラは天井つりも可能

で傾きを自動認識し、フリップ機能で上下調整が行える。 

 

 

また 大 12 個の 1080p HD 入力インターフェイス、 大 8

個のマイク入力、 大5個の同時ビデオ入力などに対応し、

タンバーグから発表されているテレプレゼンスシステムであ

る「TANDBERG T1」や「TANDBERG T3」のエンジンとして、

またサードベンダー構築のフル HD システムとしても活用で

きる。 

 同社では、タンバーグ製品以外にも、同社で扱っている米

Avistar Communications 社開発の H.323 対応 Web 会議シ

ステム「Avistar(アビスター)」もブースにて紹介した。 

 
(IT pro Expo 2008 レポート終わり) 

 セミナー・展示会情報                     
<国内> 

 
■テレプレゼンスがわかる勉強会 

～主要メーカのテレプレゼンスを理解・体験する 

２日間～ 
日時：1 月 22 日（木）-23 日（金）  

会場：下記協力会社オフィス（東京都内） 

協力会社：シスコシステムズ合同会社 

日本タンバーグ株式会社 

日本ヒューレット・パッカード株式会社 

株式会社日立ハイテクソリューションズ 

ポリコムジャパン株式会社 

主催：テレプレゼンスがわかる勉強会事務局 

詳細・申込：http://cnar.jp/telep 

 

 編集後記                            
今回もお読み頂きまして有り難うございました。  

12 月末号は例年通りお休みをいたします。来年は、1

月 15 日からスタートする予定です。 

少し早いですが、良いお年をお迎えください。 

 

CNA レポート・ジャパン 代表 橋本 啓介 

http://cnar.jp/telep

