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 製品・サービス動向-国内                 

■ゼッタテクノロジー、ペーパレス会議システムの

バージョンアップを発表、画面転送速度の向上、

発表用タイマー、インターフェース画面の一新等 

 

NetPresenter Pro(ゼッタテクノロジー資料) 

ゼッタテクノロジー株式会社（東京都文京区）は、同社の

ペーパレス会議システム「NetPresenter Pro(ネットプレゼンタ

ープロ)」のバージョンアップ版を 9 月 15 日より販売開始し

た。 

 バージョンアップで新しく提供される機能は、以下の通り。

（１）発表用タイマー。発表開始と同時に全員のパソコン画

面に経過時間が表示できる。（２）表示資料の半透明化。表

示されている資料を半透明化させ、自身の操作画面と重ね

て表示できる。進行中の資料を見ながら、裏で他資料の確

認ができる。（３）インターフェース画面のデザイン一新。グラ

フィカルなアイコンを採用し、さらに見やすく使いやすくした。

この他、画面転送速度の向上やインターフェース画面のカ

スタマイズなども行った。 

 NetPresenter Proは、会議資料の電子ファイルを会議出席

者の各パソコン画面に表示し、出席者全員が各自のパソコ

ン画面で同じ資料を参照できるペーパレス会議システム。サ

ーバーやハードウェアは不要。NetPresenter Pro のソフト

ウェアをインストールし、ピアツーピアパソコン間で、マイク

ロソフトのオフィスソフトなどで作成された資料を共有させ

ることができる。 

基本機能は、資料共有で、資料の自由閲覧やマウスの

手書き、キーボードによる書き込み、メモの保存などなど

の機能がある。これに加え、運営コントローラー「議長コン

ソール」をオプション導入すると、会議用のパソコンの電源

管理、電子データ配布、アンケート採決、ネームプレート

表示など NetPresenter Pro のクライアント端末を一元管理

するため機能が提供される。 

同社では、NetPresenter Pro が CO2 削減など環境対策

にも有効なツールとしてアピールしている。 

*関連記事・・Vol.7 No.3 2005 年 2 月 15 日号 1p-2p 

 

■ネットスピードテクノロジー、中小企業向けの

1ヶ月限定無料Web会議サービスを発表 

  株式会社ネットスピードテクノロジー（東京都渋谷区）は、

同社の「Web 会議システム ComeSta(コムスタ)」を、中小企

業向けに 1 社 1 会議室 50 社限定、１ヶ月間無料で提供

すると発表。（9 月 10 日） 

 今回の無料提供は、新型インフルエンザパンデミックに

備え、中小企業の BCP(事業継続計画)に役立てていただ

くことを目的に提供するという。 

 サービス利用の条件としては、従業員規模 300 人以下、

または資本金規模 3 億円以下の企業が対象となる。対象

となる場合、Web会議システムComeStaエントリータイプを

1 ヶ月間無料で提供する。5 拠点で会議可能で、月額

29,400 円相当分。初期費用も無料とする。申込締切は、9

月 30 日まで。 

 Web 会議システム ComeSta は、インストール不要でパソ
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コンの OS を選ばない。資料の共有や会議の録画も簡単に

行える。特に中国とのスムーズなコミュニケーションを実現し

ているという。 

 ネットスピードテクノロジーは、2003 年 5 月創業。事業は、

テレビ会議・Web 会議、セミナー配信システム（ComSta）開

発・販売を行っている。 

*関連記事（中国との接続）・・Vol.11 No.15 2009 年 8 月 15 日号 

2p-3p 

 

■ブイキューブ、セミナーパンデミック保険パック

を提供 

  株式会社ブイキューブ（東京都目黒区）は、「セミナーパ

ンデミック保険パック」の提供開始を発表した。（9 月 11 日） 

  セミナーパンデミック保険パックは、新型インフルエンザ

の影響により、会場セミナー開催や来場予定者の会場参加

が難しくなった場合に、Web セミナーによるセミナー開催お

よび受講を可能にするパンデミック保険を適用し、さらに

nice meet youセミナーによる配信を通常の半額にするもの。

2009 年 9 月 18 日～2010 年 4 月 30 日の間に会場でのセミ

ナー開催の予定があり、かつ、「nice to meet you セミナー」

を使った Web での同時配信を新規で契約した契約者が対

象となる。 

 

nice to meet you セミナー（ブイキューブ資料） 

 パンデミック保険が適用されると、契約している nice to 

meet youセミナーの配信拠点の最大3倍の拠点数まで配信

が実施できるようになり、会場と nice to meet you セミナー同

時もしくは nice to meet you セミナーのみでのセミナー開催

が可能。また、運用フォローとして事前および当日の Web セ

ミナー配信マニュアルや「BCP 対策ガイドライン（同社製

作）」の冊子も提供する。 

 

■ブイキューブ、周辺機器スタートアップサービ 

スの提供開始 

  株式会社ブイキューブ（東京都目黒区）は、「スタータ

ーセットアップサービス」の提供開始を発表した。（9 月 14

日）このサービスを利用するには、nice to meet you ミーテ

ィング、セミナー、セールス＆サポート、CMS の ASP タイプ、

ライセンスタイプの全てを導入するユーザが対象。 

 「周辺機器セットアップサービス」では、「nice to meet 

you」を導入したユーザのパソコンへ、マイク、ヘッドセット、

スピーカー、Web カメラなどの周辺機器のセットアップを行

うサービス。また最新版 Flash、エコーキャンセラー等のド

ライバのインストールおよび調整、動作確認作業も行う。

技術者を全国に派遣する。 

 

 

スターターセットアップサービス（ブイキューブ資料） 

 「会議室パック設置サービス」では、ユーザの会議室
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環境や参加人数に最適な周辺機器をパックにしてより安く

提供する周辺機器パック。会議室パックは、エコーキャンセ

ラーマイクスピーカー、ネットワークカメラ、会議室での利用

に最適な専用ログインアプリケーション、接続用器機などが

一式セットになった、会議室パック向けにカスタマイズ済み

のパソコン。 

 このサービスは、本社と支店の会議室をつなぎたい、複数

や大人数でnice to meet youを使用したいといったユーザに

対して、最適な周辺機器の選定と設置、調整を一括して提

供するもの。 

スターターセットアップサービスでは、「周辺機器セットア

ップサービス」と「会議室パック設置サービス」を提供する。

ブイキューブによると、導入後 nice to meet you は正常に起

動しても、Web カメラやマイクなどの周辺機器のセットアップ

がうまくいかない、周辺機器が原因で nice to meet you が利

用できないといった問題があるという。ユーザに安心してス

ムーズに nice to meet you サービスを導入、利用してもらうの

が今回のサービスの目的。。 

 

■シスコシステムズ、テレプレゼンス ラインナッ

プ強化、ビデオ会議MCUの機能拡張、スマート

フォン対応によりビデオソリューションの強化 

 シスコシステムズ合同会社（東京都港区）は、ビジネスビデ

オソリューションのポートフォリオ拡充を発表した。(9 月 10

日) 

 今回新たに発表した製品あるいはソリューションは以下の

通り。 

 （１）テレプレゼンス ラインナップの強化。今回新たに 6 名

まで参加可能な「Cisco TelePresence System 1300」と、少人

数向けの「Cisco TelePresence System 1100」の 2 ラインナッ

プを追加した。CTS-1100 は、CST-1300 へアップグレードが

可能。これらの追加により、シスコシステムズは、6 ラインナッ

プ（500、1000、1100、1300、3000、3200）のテレプレゼンス

システムで、１対１の個人や少人数のグループ会議から、１

室あたりの参加者最大 18 名の大人数のグループ会議まで

対応することになる。720p および 1080p HD 解像度、

22kHz 音声（AAC-LD）などをサポートし、最大 48 のマル

チポイントにも対応（別装置が必要）する。企業のスケジュ

ラーからの予約や SD や HD のビデオ会議システムとの接

続、「Cisco WebEx 会議アプリケーション」、「Cisco Digital 

Media System」との接続にも対応。 

 

 

CTS-1100(シスコシステムズ資料)  

 

CTS-1300(シスコシステムズ資料) 

 （２）ビデオ会議機能の拡張。ビデオ会議多地点接続装

置「Cisco Videoconferencing 3000 シリーズ、5000 シリー

ズ」において、シスコ製品（Cisco TelePresence、Cisco 

WebEx Meeting Center）と他社ビデオ会議端末との連携

を可能にした。さらに、5000 シリーズでは、12Mbps までの
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フル HD での話者分割や H.264/SVC、テレプレゼンスおよ

び Cisco WebEx Meeting Center との HD 接続に対応する。 

 

Cisco Unified Videoconferencing 5230(シスコシステムズ

資料) 

 

Cisco WebEx Meeting Center(シスコシステムズ資料) 

 （３）スマートフォンに対応した Cisco WebEx Meeting 

Center。iPhone などのスマートフォンが 3G 回線または無線

LAN を利用して遠隔地から Web 会議に参加することが可能

になった。 

  プレスリリース情報によると、シスコシステムズは、ビデオ

コラボレーションソリューションにおいて、相互接続性、簡便

な操作性、モビリティが今後の重要な要件になると見ている。

ユーザの利便性を向上させつつ、そういった要件に対応し

た製品やソリューションを今後も提供し、会議ソリューション

の促進を図っていきたいと考えている。 

 

 

 

 導入・利用事例                        

■武田薬品、テレプレゼンスシステムの導入、海

外子会社を含めグローバルに活用 

 

テレプレゼンスを使用した武田薬品の経営トップによるグ

ローバルミーティング（武田薬品、日本 IBM、シスコシス

テムズ資料） 

  武田薬品工業株式会社（大阪市中央区）は、シスコシ

ステムズ合同会社（東京都港区）が開発したテレプレゼン

スシステムを、日本アイ・ビィ・エム株式会社（東京都港区）

の協力（設計・導入・保守サービス）のもと、導入したと発

表。（9 月 10 日） 

 武田薬品では、すでに、東京本社と、米国の Takeda 

Pharmaceuticals North America, Inc.(イリノイ州)、および、

Millennium Pharmaceuticals, Inc.(マサチューセッツ州)の 3

拠点でテレプレゼンスの運用を開始しており、今年年内を

目途に、大阪本社や英国 Takeda Pharmaceuticals Europe, 

Inc.(ロンドン)等に順次設置を進め、グローバルにテレプ

レゼンスシステムを活用していく予定。３社はいずれも武

田薬品の 100%出資子会社。 

 武田薬品としては、テレプレゼンスを活用することで、海

外関係会社を中心により緊密なコミュニケーションを実現

し、意思決定の質とスピードのさらなる向上、海外出張に

要する時間とコストの削減を目指す。 

  

武田薬品工業株式会社 

http://www.takeda.co.jp/ 

 

 

http://www.takeda.co.jp
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 業績状況 2009 年第ニ四半期                      

■タンバーグ（ノルウェー、アメリカ） 

 

  タンバーグ社の発表（7 月 16 日）によると、第二四半期の

売上は、2 億 460 万 USD。前年同期の 1 億 9490 万 USD に

比べ 5%増であった。キャッシュフローはプラスで推移してお

り、6 月 30 日現在 2 億 810 万 USD となった。 

 第二四半期の売上のうち、ビデオ会議システムは、60%、

付加価値サービス（プロフェッショナルサービスと思われる）

は、17%、ネットワークプロダクトは、23%であった。同社が開

催した四半期決算発表会（7 月 16 日）によると、ビデオ会議

システム端末の出荷台数は、16,663 台であった。また、オー

ストラリア（ニューサウスウェールズ州）の 2,300 の学校でビデ

オ会議システム導入の大型案件があったという。 

 

■ポリコム（アメリカ） 

 

 米ポリコム社の発表（7 月 15 日）による第二四半期の売

上は、2 億 3070 万 USD。また第一、第二四半期（2009 年

1 月-6 月）までの総売上は、4 億 5610 万 USD。キャッシュ

フローも 46 四半期連続でプラスを継続。 

 第二四半期の売上のうち、56%は、ビデオ会議システム

の売上、また 14%がネットワークシステム（インフラ装置類）、

そして 30%が音声会議システムの結果となった。同社が開

催した四半期決算発表会（7 月 15 日）によると、ビデオ会

議端末（グループタイプ）の出荷台数は、20,522 台。2/3

が HD 対応端末だったという。 

 マイクロソフト、シスコシステムズ、アバイアなどとのパート

ナーシップを今後も継続して強化していく考えのようだ。 

 

 セミナー・展示会情報                     
<国内> 

■アエスラ社 新製品 体感セミナー 

HD対応 業界最多の内蔵MCU9 拠点 Xtreme300 

デビュー！ 
日時：10 月 2 日(金)/10 月 9 日(金) ※完全予約定員制 

①13：30～（受付：13：15～) 

②16：00～（受付：15：45～) 

会場：ae コミュニケーションズ、VTV ジャパン（東京、大阪） 

主催：ae コミュニケーションズ株式会社、VTV ジャパン株式会社 

詳細・申込：

http://www.aethra.co.jp/seminar/200910/index.html 

 

■「Microsoft + OKIがPCで実現するHDビデオ会議」

セミナー 
日時：10月8日（木）14：00～16:30（受付：13:30～） 

10月9日（金）14：00～16:30（受付：13:30～） 

会場：秋葉原UDX 6F UDXカンファレンス D会議室 

主催：マイクロソフト株式会社、沖電気工業株式会社 

詳細・申込：

http://www.oki.com/jp/visualnexus/seminar/index.html 

＊申込はキーマンズネットで受付。キーマンズネットの会員でな

い場合は最初に会員登録を行う必要がある。 

 

■『出張費削減！ConforMeeting 無料体験セミナー』 

定期開催 
日時：10 月 7 日（水)、14 日（水)、21 日（水) 、28 日（水) 

14:00-15:00、 16:00-17:00 

会場：NEC 情報システムズ 本社 20 階会議室（東京都港区） 

主催：株式会社 NEC 情報システムズ 

詳細・申込：
http://www.nec-nis.co.jp/topics/event/conformeeting/seminar.html 

 

http://www.aethra.co.jp/seminar/200910/index.html
http://www.oki.com/jp/visualnexus/seminar/index.html
http://www.nec-nis.co.jp/topics/event/conformeeting/seminar.html
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■自宅待機・出張制限を乗り切れ！「パンデミック対策

ソリューション セミナー」～自宅待機でも出張できな

くても、いつものように仕事が出来ます～ 
日時：10 月 8 日（木）15:30-17:25（受付開始 15:00）  

会場：パナソニック電工インフォメーションシステムズ 

八重洲オフィスセミナールーム 

主催：パナソニック電工インフォメーションシステムズ株式会社 

共催：日本タンバーグ株式会社 

協賛：日商エレクトロニクス株式会社、 

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 

詳細・申込：

https://event.panasonic-denkois.co.jp/public/seminar/view/69 

 

■CEATEC JAPAN 2009 コンファレンス 

通信ネットワークセッション（NT） 

NT-10 映像コミュニケーションによる知識創造 
日時：10 月 8 日（木）12:30～13:30   

会場：幕張メッセ 国際会議場 3F 302 会議室 

講演者：情報通信ネットワーク産業協会 

次世代映像コミュニケーション有望用途 WG  

オブザーバ/日本大学 教授 児玉 充 氏 

詳細・申込：http://www.ceatec.com/2009/ja/visitor/1008.html 

CEATEC JAPAN 2009 http://www.ceatec.com/ 

情報通信ネットワーク産業協会: http://www.ciaj.or.jp/top.html 

 
■ComeSta 無料説明会 

日時：10月6日（火）、10月13日（火） 14:00-15:00 

会場：オンライン説明会 

主催：株式会社ネットスピードテクノロジー 

詳細・申込：http://www.comesta.co.jp/session/ 

*ComeSta（コメスタ）SaaS型のテレビ会議・WEB会議システムの紹

介。 

 

■【第１６回】意思決定の迅速化とコスト削減を実現す

るビデオ会議ソリューション 
日時：10 月 15 日(木) 15:00～17:30（受付 14:30～）  

会場：NTT コミュニケーションズ 汐留ビルディング 11Ｆ プレゼン

テーションルーム   

主催：ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 

https://nttcom.smartseminar.jp/public/seminar/view/16 

*ポリコム製品の紹介。 

 
■No Web会議！WebExで会議はしません？！ 

～ 目からウロコのWebEx活用法 ～ 

日時：10月15日（木）14:00-15:00 

会場：Webセミナー 

主催：シスコシステムズ合同会社 

Cisco WebEx テクノロジグループ 

詳細・申込： 

http://www.webex.co.jp/jp/web-seminars/webseminar_101509.ht

ml?SourceId=hpg 

 

 

■IT pro Expo 2009 
日時：10 月 28 日（水）～10 月 30 日（金） 10:00～17:30 

会場：東京ビッグサイト 東 4-5 展示ホール 

主催：日経 BP 社 

詳細・申込：http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html 

*会議システム系の出展企業あり。またテーマセッション ビジュ

アル・コミュニケーションでは、ポリコムジャパン（提供：プリンスト

ンテクノロジー）、タンバーグ（提供：メディアプラス）が講演。 

 
<海外> 

■The PUG 2009 Annual Conference(Polycom 
User Group) Map the future 
日時：10 月 11 日－14 日 

会場： アメリカ カリフォルニア州アナハイム 

主催：ポリコム・ユーザー・グループ 

詳細：http://www.pug.com/ 

＊ ポリコムのユーザーカンファレンス＆展示 

 

 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。 

   

また次回も宜しくお願い致します。 

 

CNA レポート・ジャパン 代表 橋本 啓介 

https://event.panasonic-denkois.co.jp/public/seminar/view/69
http://www.ceatec.com/2009/ja/visitor/1008.html
http://www.ceatec.com
http://www.ciaj.or.jp/top.html
http://www.comesta.co.jp/session
https://nttcom.smartseminar.jp/public/seminar/view/16
http://www.webex.co.jp/jp/web-seminars/webseminar_101509.html?SourceId=hpg
http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html
http://www.pug.com
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