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 製品・サービス動向-国内                   

■ヤマハ、独自の音声処理技術を投入し、マイ

クとスピーカーを分離させたマイクスピー

カーを発売、会議以外の用途にも対応 

 

 

YVC-1000（ヤマハ 資料） 

ヤマハ株式会社（静岡県浜松市）は、会議以外の用途に

も活用できる、マイクとスピーカーを独立させた分離型の

Web会議用マイクスピーカー「ユニファイドコミュニケーション

マイクスピーカーシステム YVC-1000」を発表、5 月 15 日よ

り全国で発売する。（取材:4 月 17 日） 

当初はヘッドセットが一般的だった Web 会議システムに

対し、ヤマハは、2006 年より会議用マイクスピーカー

「Projectphone シリーズ」を発売し、これまで“新しい形の会

議システム”を市場に提案してきた。 

現在提供している製品ラインナップは、ハンズフリー通話

が可能なパーソナルモデル「PJP-10UR」、少人数 Web 会議

に対応したポータブルモデル「PJP-20UR」「PJP-25UR」、高

い収音能力を誇る中会議室向け「PJP-50USB」、大会議室

や集会室に対応したエコーキャンセラー装置「PJP-EC200」

などさまざまな用途に対応した製品を揃えている。豊富なラ 

 

インナップや品質・音質、さらには充実したサポートが高く評

価され、国内販売台数は第１位（シェア 57%）となっている。 

「音の品質を求めているユーザが多く、遠隔会議における

音声品質は重要だ。Projectphone シリーズは、企業、大学、

自治体、銀行など幅広く採用されており、多様なシーンで活

用されている。」（執行役員 楽器・音響営業本部 音響営業

統括部長 大沢 博史 氏） 

これまで主に企業の会議用として導入されてきた遠隔会

議（Web 会議・テレビ会議・電話会議）システム。それが昨今、

遠隔授業や講義、セミナー、遠隔相談など会議以外の用途

にも拡大している。ヤマハはそこに着目し、Projectphoneシリ

ーズで培ってきた技術と品質を受け継ぎながら、より自然で

快 適な 遠隔コ ミ ュニ ケーショ ンを実現 し た 新シ リ ー ズ

「Yamaha Voice Communication(YVC)」で会議以外の用途

にも対応していく考えだ。 

「マイクスピーカーなどを含めた ICT 事業は、昨年（2013

年）4 月に当社が発表した新中期経営計画における成長戦

略のひとつ。先日の Revolabs 社買収もその一環だ。今後、

新しいコミュニケーションのありようを提案することで、次のヤ

マハの成長の軸にしたい。」（代表取締役社長 中田 卓也 

氏） 

YVC-1000 の主な特長は、製品構成、音声処理技術、多

様なデバイスとの接続、マイクおよびスピーカーの拡張性、

本体の操作性と各面に及ぶ。 

「従来の Projectphone に比べ一段超えた全く新しい製品

だ。」（上席執行役員 楽器・音響開発本部長 長谷川 豊 

氏） 

マイクとスピーカーが一体型だった Projectphone シリーズ

とは異なり、YVC-1000 ではそれらを独立させた分離型を採

用している。低音から高音までクリアに再生できる高音質ス

創刊：1999 年 12 ⽉ 

発⾏⽇：毎⽉ 15 ⽇・⽉末 

取材・編集・発⾏：橋本啓介 

mailto:cnar@cnar.jp
http://cnar.jp
http://cnar.jp


CNA Report Japan         

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CNA Report Japan                             2/12                       Vol.16 No.8, April 30th, 2014 
 
 

ピーカーをディスプレイなど映像の前に置くことで、映像と音

声の一体感を向上させより自然で快適な遠隔コミュニケーシ

ョンが行えるという。中～大会議用を想定している。 

 

遠隔会議利用イメージ（ヤマハ 資料） 

ヤマハ独自の音声処理技術を多数新しく投入し臨場感あ

ふれる高音質を実現した。「話しやすく」「聞きやすい」「疲れ

ない」がポイントだ。 

（１）マイクエコーを除去し 20kHz までの音声処理に対応

した「適応型エコーキャンセラー」をはじめ、（２）プロジェクタ

ーやエアコンなどのノイズを消して声だけを伝える「ノイズリ

ダクション」、（３）マイクに近い人と遠い人の音量を調節する

「オートゲインコントロール」、（４）声が響きやすい空間でもク

リアに伝える「残響抑圧」、（５）スピーカー再生音を聞き取り

やすく調整する「オートルーム EQ」、（６）位置検出機能によ

り発話者を自動で追尾する「マイクアレイ制御」、（７）ノイズリ

ダクション・オートゲインコントロール・マイクアレイ制御と組

み合わせることで、マイク収音時に人間の声とノイズを高い

精度で判定し音声をクリアにする技術「HVAD（Human 

Voice Activity Detection）。 

ミーティング環境における人の声や音量・位置、部屋の音

響空間、スピーカー出力音などそれぞれを 適化する音声

処理技術を搭載することによって、従来以上の音の品質を

求めているユーザの要望に十分応える形となっている。 

「長年の研究で培われた、業界 高レベルの音声処理技

術を投入している。」（同 長谷川 豊 氏） 

YVC-1000 は、PC・スマートフォン・テレビ会議システムな

ど自在に接続できる点も特長となっている。Web 会議では

Projectphone と同様に USB 接続をする形。また、スマートフ

ォンやタブレットの場合は Bluetooth 接続を行う。NFC に対

応しているため複雑な操作や設定をしなくても YVC-1000

本体にかざすだけで Bluetooth 接続が簡単に行える。加え

て、テレビ会議を接続する場合は AUDIO 接続（RCAオーデ

イオ入出力端子）を使用する。 

 

YVC-1000 本体背面（ヤマハ 資料） 

USB、Bluetooth、RCA 端子といった複数のオーディオ入

力ソースを音声ミキシングして異なる回線間での通話も行え

る。たとえば、PC による Web 会議中に、外などからスマート

デバイスにかかってきた電話をBluetooth でYVC-1000 に接

続し、進行中の Web 会議に参加させることも可能だ。 

マイクやスピーカーの拡張性においては、セミナー配信

や遠隔授業などの利用も想定してオプションマイクや外部ス

ピーカーとの接続を強化した。 

YVC-1000 は標準ではマイク 1 台を付属し、オプションの

拡張マイク「YVC-MIC1000EX」（マイク 1 台あたり推奨 3m 以

内/ 大 5m）を 4 台（合計 5 台）まで増設可能となっている。

標準では中規模の会議室でマイクを中央に設置することを

想定しているが、マイクを増設することで部屋のレイアウトや

大きさ、参加人数に合わせた設置が可能になっている。 

また、外部スピーカーを接続することでより広範囲をカバ

ーできる。市販のアンプ内蔵スピーカーを 2 台まで接続する

ことが可能となっている。 

さらに、ハンドマイクとの接続が可能になる「外部マイク接

続機能」も搭載している。ハンドマイクの音声を、自拠点の

YVC-1000 本体スピーカーからも出力することが可能だ。講

師の音声を遠隔拠点側に配信しながら自拠点にも拡声する

ことができるため、セミナー配信や遠隔授業などの用途にも
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活用できる。 

 

ハンドマイク利用イメージ（ヤマハ 資料） 

後に、操作性の面においては、「自動音響調整機能」と、

音声ガイダンスによる「かんたん操作」が特長だ。 

YVC-1000 は使用中に室内の音響環境を学習することに

より音響設定を自動で 適化する仕組みになっている。ある

いは、使用前に「音叉ボタン」を押すことであらかじめ 適化

することもできる。 適化においては、使用する空間の音響

特性、マイクおよびスピーカーの設置位置を自動測定し、適

応型エコーキャンセラーのフィルター係数を調整するなど内

部パラメーターを 適化する。 

 音声ガイダンスは、自動音響調整機能の実行時以外にも

Bluetooth 接続完了時の音声アナウンスなどさまざまな操作

をサポートする。英語、日本語、中国語、韓国語など 7 か国

語で音声ガイダンスが可能だ。 

「いかに使いやすい製品にするかにこだわった。必要な

音響調整を本体が自動で行い、操作についてもマニュアル

なしでできるため、誰でも簡単に使えるのが特長だ。」（同 

長谷川 豊 氏） 

 ヤマハにとっては、YVC-1000 が“新しいコミュニケーション

のありようを提案する”第一弾の製品となる。今後は国内だ

けでなく海外にも展開していく計画だ。 

 

 

 

 

■メディアプラス、ビデオ会議用ソフトウェア

MCU「Pexip Infinity」の販売開始 

株式会社メディアプラス（東京都千代田区）は、ビデオ会

議用ソフトウェアメーカーPexip 社（ペクシップ社、ノルウェー）

のアジア太平洋地域における販売代理店業務を開始する。

（発表：4 月 7 日、取材：4 月 15 日） 

長年のビデオ会議開発経験者が集い、従来のハードウェ

ア型ビデオ会議多地点接続（MCU）やゲートウェイ機能が抱

えていた限界を超えるプラットフォームの開発を目的に 2012

年に設立。エンタープライズやサービスプロバイダー向けに

展開する。 

Pexip 社取締役会会長には、2000 年を挟んで前後 5 年間

タンバーグ社の成長を社長として率いた Bengt Thuresson

氏が取締役会長に就任している。またタンバーグ社、シスコ

システムズ社（タンバーグ買収後）で長年ビデオ会議システ

ム開発を主導してきた CEO の Simen Teigre 氏と、CTO の

Hakon Dahle 氏が Pexip 社のリーダーシップを取る。同社は

主要なビデオ会議メーカでの豊富な経験者が集った技術

集団と言える。 

本社ノルウェーのほか、米国ニューヨーク、英国ハースト

にオフィスを持つ。社員は 60 名。パートナーは世界 40 か国

にある。 

従来のハードウェア型 MCU は、映像処理用 DSP を多数

搭載した専用装置であるため信頼性や安定性が高く高品

質ではあるものの、導入コストが大きく、その上、導入や運用

管理が煩雑だ。 また、システムを拡張したりする際に、コスト

や手間などユーザにとって大きな負担になっていた。場合

によっては買い替えの必要もあった。加えて、多様なコーデ

ックが存在する中、相互接続の限界性も見えてきた観もあ

る。 

そこで、Pexip 社は、同社が開発する「ソフトウェア」に、企

業に普及してきた「仮想化技術」と「汎用サーバ」を組み合

わせるアプローチでそういった課題を解決するスケーラブ

ル・ミーティング・プラットフォーム「Pexip Infinity」を昨年発表

した。Intel CPU を搭載した市販の汎用サーバを用い、多地
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点接続とゲートウェイ機能を仮想環境（VMware とマイクロソ

フト）上で実現するところに従来のハードウェア MCU との違

いがある。 

「Pexip Infinity の特長を一言でいうと、ソフトウェア・オンリ

ー、仮想化技術、分散環境、相互接続、柔軟なユーザライ

センスの5つに集約される。誰もがいつでも、どんなデバイス

からでも、メールや電話と同じくらい使える、シンプルでかつ

スケーラブルなビデオ会議プラットフォームの実現を我々は

目指している。」（CTO Hakon Dahle 氏） 

 

  Pexip Infinity 対応プロトコル（メディアプラス 資料） 

シスコ、ポリコム、ライフサイズ、ソニーなどの H.323/SIP ビ

デオ会議システムはもちろん、マイクロソフト社の「Lync」にも

対応する。加えて、 近、話題になってきている WebRTC や

VP8 といったビデオ会議の新技術にも対応し、これらをひと

つの会議室「Virtual Meeting Room(バーチャルミーティング

ルーム)」に接続できる。しかも、これらの端末の間で資料共

有（Pexip Infinity Version 4 から）が行える。さらには、デバイ

スについても、パソコン、スマートフォン、タブレットからも会

議に参加

することが

可能だ。 

 

iOS 対 応

「 Pexip 

App」使用

イメージ 

 

（メディアプラス 資料） 

たとえば、仮想化を施し Pexip Infinity をインストールした

20 コア Ivy Bridge サーバであれば 40 HD ポート/80 SD ポ

ートのビデオ会議 MCU キャパシティを実現できるという。 

Pexip Infinityを導入する場合、Pexip 社のウェブサイトから

ソフトウェアをダウンロードし、「マネージメントノード（MN）と

「コンファレンスノード（CN）」とを仮想マシン上にインストー

ルし基本的な設定をするだけでセットアップは完了する。 

MN は、Pexip Infinity の CN の作成や CN 間連携、リソー

ス割り当て、帯域管理、ゲートウェイルーティングなど CN の

集中管理を行う役割を持つ。一方、CN の方は、MN とシステ

ム診断データやイベント情報などをやり取りする。MN が中

心になって全ての CN が連動することで一貫性のあるひとつ

のミーティングプラットフォームとして動作する。 

小構成は、MN と CN それぞれ１台ずつのセットになる。

CN は基本的には規模にかかわらずひとつ設定するのみ。

CN は、Pexip Infinity の各機能を稼働させる上でカギとなる

ノードとなる。 

Pexip Infinity を分散環境で利用するケースでは、仮想マ

シンに MN を設定し、他の拠点（データセンターなど）にある

仮想マシン上に CN を必要数設定する。そうすると、ネットワ

ークを超えて複数ノード間でインテリジェントに結合し（カス

ケード技術）ひとつの MCU システムとして動作する仕組み

になっている。 

さらに Pexip Infinity の規模を拡大する場合は、新しい CN

を追加設定するのみでシステムの拡張が行えるようになって

いる。CN の増加に合わせて、汎用サーバの性能向上（CPU、

メモリなど）を行えばさらに大規模な Pexip Infinity の運用も

可能だ。 

「柔軟な拡張性などから Pexip Infinity を採用したアメリカ

の某企業では 7,000 ライセンス導入した。ユーザはエンター

プライズだけでなくサービスプロバイダーでも導入が進んで

いる。」（CTO Hakon Dahle 氏） 

MN と CN の設定を行った後、次に MCU のポートの設定

が必要だ。ポートの設定は Pexip 社からライセンスキーを購

入し、マネージメントノードに設定することだけで MCU はア
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ップグレードする。なお、ポート設定もしくは増加だけのため

に CN を新たに追加する必要はない。 

設定されたポートはリソース（資源）として MN が一括管理

（プール）する。仮に 100 ポート設定した場合、それをひとつ

のリソースとして認識する。リソースとして一括管理することで

所有するポートを無駄なく効率的に使用することが可能だ。 

ユーザが多地点会議を行う際には、MN が必要なポート

数をプールしているリソースから割り当てる。サーバ A で全

てまかなえればそれはそれで問題はないが、必要とあれば、

ほかのサーバ B から足りない分のリソースを補い、サーバ A

のリソースとサーバ B のリソースを足し合わせてユーザの需

要するポート数を満たす仕組みだ。 

これらの連動はバックエンドとして動的に行われるため、

ユーザは会議開催に集中するだけでよい。すなわち多地点

用のポートが空いているかどうか気にする必要はない。ポー

トの有効利用とコスト削減のほかユーザエクスペリエンスの

向上にも役に立つ。 

さらに Pexip Infinity は、グローバル規模でビデオ会議シ

ステムを運用する際に、帯域の節約やコスト削減にも有効

だ。 

ひとつのシナリオを考えてみよう。ノルウェー、米国、日本

と 3 か国の間で多地点 HD ビデオ会議を行ったとする。その

際のハードウェア MCU はノルウェーにあり、ビデオ会議端

末はそれぞれの国に複数か所あるとする。 

 この場合一番問題になるのは、コスト的には日本―ノルウ

ェー間と米国―ノルウェー間の国際 WAN 回線と、MCU 回

線のボトルネックだ。上記 3 か国にある複数台のビデオ会議

端末から個別に発信されたコール全てがノルウェーの MCU

に接続して会議につながるためだ。それぞれの回線に相当

の帯域確保が必要となる。 

その際、とりわけ国際 WAN 回線についてはコストも帯域見

合いで高くなりえる。さらに、日本国内もしくは米国国内のみ

の端末間の多地点であっても、ノルウェーの MCU を経由し

なければならない。帯域やコストの面だけでなく、国際回線

のため遅延が生じ映像音声の品質にも影響する可能性が

ある。ユーザエクスペリエンスの問題にもなりえる。 

 

Pexip Infinity による多地点会議（メディアプラス 資料） 

 そこで、Pexip Infinity を置き換えてみた場合のメリットを考

えてみる。 

MN を設定した上でさきほどの 3 か国にそれぞれ CN を設

置する。それぞれの国にある CN はさきほどの複数端末をひ

とつに束ねて、ほかの CN と接続・連動することでひとつの

Virtual Meeting Room を開始する形となっている。それぞれ

の CN が複数端末をひとつに束ねることと、複数端末からの

映像ストリームを Pexip 独自の技術で効率化することで全体

的に使用帯域を節約することが可能となっている。 

さらに、国内のみの多地点接続の場合は、それぞれの国

内にある CN 内で完結する形で多地点接続を行うため、先

ほどのハードウェア MCU のケースと違い国際回線を使用す

る必要はない。 

Pexip Infinity のライセンスについては、月額もしくは年間

のサブスクリプションライセンス購入の形となる。ソフトウェア

自体は Pexip 社からダウンロードしユーザの環境下にインス

トールされる形ではあるが、売り切りはしないという。また、１

ライセンス単位で必要な分を必要な時に必要な場所へ増や

すことが可能になっている。なお、導入前に無料トライアルも

可能だ。 

日本を含めたアジア太平洋地域の Pexip Infinity 導入から

運用に際してのサポートはメディアプラスが対応する。マイク

ロソフト Lync やシスコ ユニファイド コミュニケーションなど

既存のビデオ会議システムとのインテグレーション、導入後
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のユーザサポート、Pexip Infinity のカスタマイズ（会議予約

機能追加、ロゴ、ボイスメッセージなど）などが含まれる。販

売代理店も募集する。 

「昨今、ビデオ会議業界ではソフト化の波が押し寄せてい

る。インフラ製品は MCU をはじめ、各種の製品はもはやハ

ードウェアータイプのオンプレミス製品は少数になりつつあ

る。一方、エンドポイント（端末）は多種の Web 会議アプリケ

ーションや高機能なハードウェア端末まで様々な製品が混

在している。たとえば、Microsoft の Lync は会議システムの

導入という側面よりデータ共有システムからビデオ（Web）会

議の機能を持った製品といえるだろう。このように目的やスタ

ートのスタンスが異なる製品群にたいして、ユーザは簡単な

操作で相互接続ができ、運用管理もシプルかつ安価に統

合また展開できるインフラ製品の登場が求められていると考

えている。Pexip Infinity はこれらのニーズに も即した製品

と断言できる。」（メディアプラス 代表取締役 尾崎 修司 

氏） 

 

■NTT コミュニケーションズ、チャットサービ

ス「WebRTC Chat on SkyWay」の無償トライ

アル提供開始 

 NTT コミュニケーションズ株式会社（東京都千代田区）は、

チャットサービス「WebRTC Chat on SkyWay」の無償トライ

アルと、HTML5 技術を活用した先端的な事例を紹介する

Web サイト「HTML5 Experts Works」を 4 月 21 日に開設する。

（4 月 21 日） 

 WebRTC Chat on SkyWay は、WebRTC 技術を使ったチャ

ットサービス。無償トライアルとして提供する。 

発言内容をサーバに履歴として残さず、通信自体も暗号

化されているため、プライバシー性の高い通信サービスを実

現している。また、事前の会員登録が不要であり、サービス

サイトにアクセスするだけで、気軽に利用できるとともに、手

軽なリアルタイムサービス性を高めるために、画像や効果音

などを用いた直感的なユーザ体験を提供している。 

 NTT コミュニケーションズとしては、WebRTC サービスを提

供していく際に今後必要となる、サーバシステムの冗長化や

柔軟な拡張方法など信頼性の高いシステムの実現方式を

明らかにしていく考えで、本トライアル提供を通して得られた

知見を「SkyWay」へ反映し、可用性の高い WebRTC プラット

フォーム機能を順次追加していく予定だ。 

なお、SkyWay は、NTT コミュニケーションズが無償提供

する、WebRTC 技術を活用するために開発したプラットフォ

ーム。 

一方、HTML5 技術専門サイト「HTML5 Experts.jp」の関

連サイトとして HTML5 Experts Works を 4 月 21 日開設。本

サイトでは、HTML5 技術の 先端の活用事例を、使用され

ている要素技術で絞り込んで検索できるため、 新技術の

採用状況を簡単に調べることができる。 

並行して、HTML5 Experts.jp では、引き続き HTML5 技

術に関するニュース記事や初心者向けの入門記事の充実

など内容の強化を続けていく。 

 

■シアンス・アール、ペーパレス会議「MEET 

MEETING」に「音声会議オプション」を追加 

 株式会社シアンス・アール（東京都中央区）は、ペーパレ

ス会議システム「Meet Meeting(ミートミーティング)」に音声会

議機能を追加した。（4 月 23 日） 

 Meet Meeting は 、 マ ル チ デ バ イ ス （ Android 、 iPad 、

Windows PC）、マルチドキュメント（Office、PDF、動画など）

対応したペーパレス会議システム。同時接続数や同時開催

数に制限はなく、資料は軽量な画像データに変換してストリ

ーミング配信を行う方法のため、会議終了後は端末にデー

タは残らない。加えて、Active DirectoryなどのLDAPサービ

スと連携することもできる。 

 今回発表された音声会議オプション（VoIP 使用）によって、

資料を共有するだけでなく、使用するデバイスのマイク/スピ

ーカを利用して音声でのコミュニケーションを行うことできる

ようになる。 

テレビ会議や Web 会議では映像と音声を共有するが、特

に社内の従業員同士での会議では、顔を見ながら会議を行
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う必要がないため、映像配信そのものが活用されないケー

スが多くなり、結果、「設備投資の効果を得られない」あるい

は「帯域を無駄に消費する」などの問題を抱えているユーザ

があるという。また、電話会議サービスでは、「会議資料のポ

イントが伝わらない」など効率的な会議を行うには機能が不

足していたという。 

資料は共有したいが相手の顔を見る必要がないユーザ

の要望に応えることができるほか、新たに音声会議用にシス

テムを構築する必要はなく、音声会議サービスと併用するよ

りも、導入、運用コストを抑えることができるとしている。 

 

■フルーク・ネットワークス、クラウド・サー

ビスを使い、スマホ/タブレットで遠隔トラ

ブルチェック・トラブルシューティングがで

きるネットワーク・テスターの新製品を発表 

株式会社TFFフルーク社（東京都港区）は、クラウド・サー

ビスによる解析を可能にしたトラブルシューティング用ネット

ワーク・テスター「OneTouch AT3（ワンタッチ・エーティースリ

ー）ネットワーク・アシスタント」を 4 月 22 日から提供開始する。

（4 月 22 日） 

 OneTouch AT シリーズは、オールインワンタイプのトラブル

シューティングツール。有線から無線 Wi-Fi ネットワークの

SLA 適合性の検証や、

BYOD 管理、VoIP 解析機

能まで、ネットワーク技術

者や企業の IT 部門さらに

はデータセンターで要望

されるニーズにこれまで応

えてきた。 

 今回発表された新製品

「OneTouch AT3」（写真左、

TFF フルーク社資料）で

は、特に、クラウド・サービ

スとして提供されている「OneTouch AT クラウド・サービス」に

より、ワンタッチで起動するだけで自動的にリモート試験が

できる「自動テスト機能」に加え、OneTouchAT3 からクラウ

ド・サービスにアップロードされた測定データ（ 大 1 週間分）

の解析結果（「トレンド解析機能」を使用）を、いつでもどこで

もスマートフォンやタブレットによる閲覧が可能になった。 

これにより、現場に専門のネットワーク技術者が不在であ

っても、スマートフォンやタブレットによって遠隔トラブルチェ

ックやトラブルシューティングが行えるようになったとともに、

ネットワーク・サポート専門担当者にとって も解決困難で

かつ時間のかかる間欠問題のトラブルシューティングにも速

やかな対応が可能となった。 

OneTouch AT3 ネットワーク・アシスタント価格は 78 万円

～（税別）。初年度の売上目標台数は 600 台を目指す。 

 

データ表示画面例（TFF フルーク社資料） 

TFF フルーク社は、米フルーク・ネットワークスの日本法

人。米国の精密電子計測器メーカ「フルーク・コーポレーシ

ョン」のネットワークス部門が 2000 年に分社化して生まれた

ネットワーク関連ツールメーカー。IT インフラであるネットワ

ークを常に 適な状態に保つための監視・解析、トラブルシ

ューティングをサポートしている。現在、日本を含む世界 50

か国以上で事業を展開。世界 20,000 以上のネットワーク設

計・構築の専門企業などで活用されているという。 
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 ビジネス動向-国内                   

■Vidyo 社日本法人、会議という枠組みから脱

皮し業務の効率化に特化したソリューショ

ンにも今後力を入れる 

 「Vidyo 社は今後、ユーザビリティにフォーカスした、流通

やコールセンター、工場など業務効率化向けに特化したビ

ジュアルコミュニケーションのソリューションの提供へも事業

を拡大させていきたいと考えている。」（Vidyo Japan） 

  Vidyo社は、2005年創業以来、H.264SVCやVidyoRouter

をコア技術としたビデオ会議ソリューションで、世界 2,000 社

以上の顧客を獲得し、またサービスプロバイダーでは 25 社

以上、リセラーでは 300 社以上、OEM パートナーでは 7 社と

協業している。従来のビデオ会議パートナーを超え、Google

社とのパートナーシップ（Hangouts +など）や、任天堂 Wii の

ビデオ機能を Vidyo 社が供給している。一方、その中で、日

本企業とのパートナーシップは増えてきており、再販のほか

OEM からビデオ会議サービス向けのプラットフォームとして

も幅広く採用されている。（取材：3 月 28 日） 

 Vidyo は、インターネット回線を使用し、ネットワークコストを

大幅に低減できる、VidyoRouter を核としたインフラからエン

ドポイントまで提供している。オンプレミスからクラウドまで対

応し、ネットワークへの負荷を 小限に抑えた高精細な映像

と音声で定評がある。 

 

 VidyoWorks 概念図（Vidyo Japan 資料） 

また、 近では、マイクロソフト「Lync」との UC インテグレ

ーションや、多様な業種システムに対応したビデオアプリケ

ーションの開発を促進にする「VidyoWorks（ヴィディオワーク

ス）」など包括的なビジュアルコミュニケーションソリューショ

ンを提供している。 

 今年 2 月には日本市場向けに、日本での販売代理店であ

るプリンストンテクノロジーとの関係強化による Vidyo ソリュー

ションの販売加速と、「VidyoConferencing 3.0」の発表があっ

た。 

 Vidyo は創業当初の SVC や VideoRouter をコアとしたソリ

ューション（第一フェーズ：VidyoConferencing 1.0）から始ま

り、第二フェーズでは、低遅延やカスケーディング、ユニバ

ーサルダイヤリング、仮想化などを特長としたインフラソリュ

ーションの強化をこれまで行ってきた。そして第三フェーズ

VidyoConferencing 3.0 では、1080p60fpsに対応し、エンドポ

イントのラインナップを広範囲に強化した内容となっている。 

それらは以下のとおり。（１）6 スクリーン設置可能な

「VidyoPanorama 600」。（２）タブレットでシステムコントロール

ができる「VidyoRemote」。（３）Intel NUC をベースとしたソフ

トウェア型コーデック「VidyoRoom HD-40」。（４）タブレットで

共 有資料の書 き 込みなどの 操作ができる「 VidyoSlate 

Content Collaboration App」。（５） 大 6 倍の高解像度を実

現 し た な ど PC 向 け ソ リ ュ ー シ ョ ン の 新 バ ー ジ ョ ン

「VidyoDesktop 3.0」。（６）タブレット/スマートフォン向け

「VidyoMobile」。遠隔カメラ操作など可能になった。（７）ブラ

ウザーでのビデオ会議を可能にする「VidyoWeb」。（８）

Vidyo の SVC ビデオ会議機能をマイクロソフト Lync 環境で

実現する。 

 VidyoConferencing 3.0 によって、ブラウザーから、タブレッ

ト、パソコン、ハードウェア端末、テレプレゼンスまでローエン

ドからハイエンドまで一貫したユーザインターフェイスで幅広

い充実したラインナップを揃えたことになる。なお、Vidyo の

画像解像度 1440p/60fps と国内外メーカから販売されてい

る 4K ディスプレイを組み合わせるとさらに高精細な資料共

有が行えるという。また、市販の高性能 Web カメラとの互換

性を確保したグループ会議向けソリューションを開発中との
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ことだ。 

 これから Vidyo 社が目指す方向は、会議の効率化を目指

したビデオ会議という枠組みから飛び出し、さまざまな業種

の業務を効率化するソリューションに力を入れていきたいと

いうこと。 

 昨今、ホームページを使ったオンラインサービスなどが一

般的になってきている。一例として、Vidyo Japan 社が紹介し

たのは、インターネットのホームページを使ったオンラインバ

ンキング/コールセンター。顧客は、ホームページを通して

ユーザログインすることでさまざまな銀行サービスを享受で

きるが、あらかじめホームページに組み込まれた Vidyo 機能

をクリックすることで、担当者とお互いの顔を見ながらの会話

ができる仕組みだ。音声だけでは説明不足になりがちだっ

た、顧客と担当者とのコミュニケーションが相手の顔や資料

を共有することでさらに円滑に行えるようになる。 

オペレータ側では、コールしてきた相手情報が顧客管理

（CRM）機能を通して瞬時に表示され、適切な対応が行える

ようになっている。着信に際して 適な担当者に割り振った

り、顧客との会話に管理者が途中から入ったり、あるいは他

のオペレータに転送したり、コールセンターとして必要な機

能を提供できる。映像を活用することで的確な顧客対応が

行えるとともに、リードジェネレーションなど新規開拓などに

も有効という。 

 一方、企業の現場にもビジュアルコミュニケーションが活用

できる可能性がたくさんあると Vidyo Japan は見込んでいる。

先述のコールセンターのほか、店舗・売り場や工場などいく

つかの例を挙げる。 

店舗や売り場では、エリア担当者などが各店舗を巡回す

るなど販売店との打ち合わせや販売指導などが行われてい

るが、こういった現場に映像を活用することで、エリア担当者

の巡回を効率化できるし、また、顧客の入店状況や商品の

陳列状況、買い物客の導線、あるいは販売員管理など遠隔

から管理したりすることが容易になる。 

さらに、工場や倉庫などでは、現場の状況把握をリアルタ

イムで行えるほか、生産ラインなどで問題が発生すればライ

ンが停止するため、担当者が来るまで時間タイムラグが生じ

る。そのタイムラグを埋めるのが映像で、その場で即座に現

場担当者とコミュニケーションが行え、迅速に対応が行える

メリットがある。 

 これらのソリューションのカギになるのは、VidyoWorks だ。

VidyoWorks は、これまで提供してきた企業向けビデオ会議

や UC インテグレーション、組み込み端末、クラウドサービス、

コンシューマー向けに加え、業務システムとの Vidyo ソリュー

ションとの連携を可能にするプラットフォーム。 

 「Vidyo 社としてのソリューションは充実してきた。今後は、

会議にとどまらず幅広い活用用途を開拓していく考えだ。

Vidyo Japan としても新たなパートナーの開拓に力を入れて

いく。」（Vidyo Japan） 

 

■シネックスインフォテックと VTV ジャパン、

ライフサイズ社製テレビ会議製品の日本国

内販売で業務提携 

シネックスインフォテック株式会社（東京都江東区）と VTV

ジャパン株式会社（東京都千代田区）は、ライフサイズ社製

テレビ会議製品の日本国内での販売で業務提携を行い、4

月 22 日より販売を開始した。（4 月 22 日） 

シネックスインフォテックは、米国におけるライフサイズ社

製品の 大手販売代理店である米シネックス社の日本法人

であり、モバイルやクラウドの導入を検討している法人企業

に対して積極的な展開を行っている。国内 初の外資系 IT

ディストリビュータ。 

VTVジャパンは、1995年設立時よりテレビ会議システムを

扱う専門会社として、テレビ会議システムの機器販売および

レンタル、保守サービス、貸しテレビ会議室の運営を行って

きた。国内だけでなく、中国・アジア圏に拠点をもつ日本企

業への導入事例多数ある。 

シネックスインフォテックの製品調達と VTV ジャパンのテ

レビ会議インテグレータとして培った実績と知識をもとに、ラ

イフサイズ社製品を国内に展開していく。併せて、今回の業

務提携に際し、VTV ジャパンはライフサイズ社の国内販売
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代理店として認定資格「エキスパートパートナー」を取得。ラ

イフサイズ社とも連携して、ユーザに対し質の高いサポート

を提供できる体制を整える。 

今回の提携の中で両社が特に注力販売するのが、テレビ

会議ネットワーク製品群「ライフサイズ UVC プラットフォーム」。

多地点同時接続、PC やタブレットを使ったテレビ会議の統

合、録画配信、テレビ会議端末の予約管理機能を仮想化環

境で実現する。専用のハードウェアを必要とせず、ソフトウェ

アライセンスを必要数購入するだけでテレビ会議ネットワー

クを構築できる。 

ライフサイズ社は 2005 年 12 月に HD ビデオ会議を発売

以来、世界 70 か国以上で 40,000 台以上の販売実績があ

る。 

今後、シネックスインフォテックと VTV ジャパンは、中小規

模の企業をターゲットにライフサイズ社製品のプロモーショ

ンや提案活動を共同で行っていく。 

 

 市場動向-国内                      

■シード・プランニング、ビデオ会議/Web 会

議/音声会議の最新市場動向調査を実施 

  株式会社シード・プランニング（東京都文京区）は、ビデ

オ会議/Web 会議/音声会議の 新市場動向調査を実施し、

このほどその結果をまとめた。2004 年から調査を始めて、こ

れが第 11 回目の調査となる。（4 月 3 日） 

  本調査は、ビデオコミュニケーションのメーカー・ベンダ

ーなどにヒアリングを実施、また、関連するタブレット、スマー

トフォン、クラウド、SNS などの動向を踏まえて、製品動向、

市場動向、サービスの実態等を明確にした。 

国内のビデオ会議/Web 会議/音声会議市場については、

2012 年の 420 億円（推定）が、2014 年には 450 億円に拡大

すると予想している。 

2013 年は大手企業によるキャンペーンがあり、販売台数

は伸びたが、金額ベースでは約 423 億円（推定）で前年に

比べ横ばいだったという。 

その中で、ビデオ会議メーカーシェアについては、台数

ベースそして金額ベースともに（見込み）、1 位がシスコシス

テムズ、2 位がポリコム。 

 

  

 

（シード・プランニング 資料） 

 一方、Web 会議市場の販売金額については、2013 年は

108 億円。前年から 107%増。内訳は ASP タイプが 69%、SI
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が 31％だった。 

シェアについては、SI タイプの上位企業は、沖電気工業、

NTT アイティ、パイオニアソリューションズ。ASP タイプの上

位企業は、ブイキューブとシスコシステムズ。上位 2 位は変

わらないがこの 2 社で 5 割以上を占める。 

SI タイプと ASP タイプの金額合計では、ブイキューブが引

き続きトップで、シスコシステムズ、NTT アイティ、ジャパンメ

ディアシステムと続く。 

 そのほか、ビデオ会議 MCU 市場においては、2013 年 620

台販売し、金額ベースでは 41 億円であった。単価は 2000

年代はじめの900万円から下がってきているという。１位はポ

リコム、２位はシスコシステムズ、3 位はラドビジョンの順。 

 

 

（シード・プランニング 資料） 

 

今後は、ビデオコミュニケーションからユニファイドコミュニ

ケーションへシフトしていき、クラウドやビデオチャット市場を

含めると 2020 年は 2010 年 4 倍になると予想する。 

なお、本調査の詳細は、市場レポート「2014 ビデオ会議

/Web 会議/音声会議の市場動向 ～ビデオ＆オーディオコ

ミュニケーションのクラウド・モバイル・サービス UC の新しい

動き～」。3 月 13 日発刊。価格は 151,200 円（税込）。 

 

 

（シード・プランニング 資料） 

  

 

 

 セミナー・展示会情報                     
＜国内＞ 

 

■Polycom Day 名古屋・大阪・福岡 

日時：名古屋 5 月 16 日(金)13:30～16:30 (受付:13:00） 

大阪 5 月 20 日(火)13:30～16:30 (受付:13:00）  

福岡 5 月 22 日(木)13:30～16:30 (受付:13:00）  

会場：名古屋（名古屋ルーセントタワー16 階）  

大阪（グランフロント大阪） 

     福岡（TKP カンファレンスシティ博多） 

主催：ポリコムジャパン株式会社  

詳細・申込：http://www.polycom.co.jp/company/events.html 

 

■ZDNet Japan 情報共有セミナー 

日時：5 月 27 日（火）  12:30 開場  13:00 開演  

会場：ベルサール神保町 アネックス  

主催：朝日インタラクティブ株式会社 ZDNet Japan 

詳細・申込：http://japan.zdnet.com/info/event/info-sharing/201405/ 

*ライフサイズ・コミュニケーションズ（日本）の講演もあり。  

（提供：VTV ジャパン株式会社） 

 

 

http://www.polycom.co.jp/company/events.html
http://japan.zdnet.com/info/event/info-sharing/201405/
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■BIG PAD を活用したクラウド型 Web 会議サービス  

「TeleOffice」体感セミナー 

日時：5 月 14 日（水）・28 日（水） 14：00～16：00 

*4 月以降 9 月まで毎月 2 回開催  

会場：シャープ株式会社 東京支社  

主催：シャープビジネスソリューション株式会社  

詳細・申込：http://www.sharp-sbs.co.jp/event/regular/teleoffice-a.html 

 

■アバイア・モバイル・コラボレーション・セミナー  

日時 ：大阪 6 月 3 日、  

福岡 6 月 5 日、東京 6 月 24 日、札幌 6 月 27 日 

会場 ：大阪（グランキューブ）、福岡（TKP ガーデンシティ博多）  

東京(ベルサール八重洲）、札幌(アスティ 45 内 ACU 会議室）  

主催：日本アバイア株式会社  

詳細・申込：http://www.ibma.jp/avaya_event/ 

 

国内その他：http://cnar.jp/cna/event-j.html 

海外その他：http://cnar.jp/cna/event-r.html 

＊イベント情報は随時情報が入り次第掲載しております。 

 

 CNA Report Japan アーカイブ電子ブック版       

 

>2003 年-2013 年 http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/ 

>2014 年 http://www.catalog-square.co.jp/cna_ebook/ 

 

電子ブック制作：カタログスクウェア株式会社 

            http://www.catalog-square.co.jp 

 

 CNA Report Japan 情報発信について                

CNA レポート・ジャパン（橋本啓介）が行っている情報発信は、以

下から行っています。 

 

定期レポート（15 日・月末発行）：各社からのプレスリリース、CNA

レポート・ジャパン直接取材による記事 

Dtc-forum メーリングリスト、フェイスブック＆Twitter（それぞれほ

ぼ毎日配信）：遠隔会議関連の国内外の情報。橋本がインターネ

ットを通して収集したさまざまな情報（収集は毎日。方法は、検索、

RSS、ポータルサイト、ブログ、メディア、youtube、プレスリリース、メ

ルマガなど）。 

 

遠隔会議について、プレスリリース以外のさまざまな情報を得たい

場合は、dtc-forumやフェイスブック、Twitter をおすすめします。詳

細は、http://cnar.jp をご覧ください。 

 

配信している情報は、遠隔会議のトレンドを知る上で国内外を問わ

ず大事な動きであろうと思われるものを配信しております。ご自身

の情報収集と合わせてご利用いただければと存じます。 

 

 

 

 

 編集後記                            

 

今号もお読みいただきありがとうございました。 

 

次号もよろしくお願い致します。 

 

                   CNAレポート・ジャパン 橋本啓介 

 

http://www.sharp-sbs.co.jp/event/regular/teleoffice-a.html
http://www.ibma.jp/avaya_event/
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/
http://www.catalog-square.co.jp/cna_ebook/
http://www.catalog-square.co.jp
http://cnar.jp

