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テレビ会議・ウェブ会議・電話会議システム市場専門トレンドワッチ    Vol. 17 No.20 2015年 10月 31日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■凸版印刷：タブレット端末のテレビ電話機

能を活用したリアルタイム通訳サービスの

提供を開始 
（10月 15日） 

凸版印刷株式会社（http://www.toppan.co.jp/）（東京

都千代田区）は、タブレット端末のテレビ電話機能を

活用した、リアルタイム通訳サービス「Face touch me!

（フェイス・タッチ・ミー）」を 10月中旬より本格的

に開始する。 

 
Face touch me!リアルタイム通訳サービス（凸版印刷） 

Face touch me!は、iPhone/iPhad/iPad mini に搭載

されたテレビ電話機能を用い、日本語を英語・中国語・

韓国語へリアルタイムに通訳するサービス。専用のア

プリで言語を選択すると、すぐにネイティブな通訳ス

タッフとのテレビ電話画面が起動し、通訳サービスが

提供される。 

凸版印刷は、本サービスの開始にあたり、株式会社

プログレスト（http://www.progresst.jp/）（大阪府大阪

市）が開発したリアルタイム通訳サービス Face touch 

me!の販売に関する代理店契約を締結した。 

 凸版印刷としては、流通や商業・観光施設、金融、

公共機関などに対して、多言語化に即時対応できるソ

リューションとして Face touch me!を用いた店頭コ

ミュニケーションサービスを拡販する。 

 なお、本サービスは訪日外国人観光客が急激に増加 

 

 

 

しているのを受けてのもの。また、今回の本格販売に

先立ち、新関西国際空港の国際線ロビーや免税店にお

いて、法人外国人客への対応サービス向上ツールとし

て採用されているという。 

  

■ジャパンメディアシステム：会議のペーパ

レス化を実現する資料閲覧アプリ「LiveOn 

Paperless」をリリース 
（10月 19日） 

 ジ ャ パ ン メ デ ィ ア シ ス テ ム 株 式 会 社

（http://www.jm-s.co.jp/）（東京都千代田区）は、10月

27 日に、会議のペーパレス化を実現する資料閲覧アプ

リ「LiveOn Paperless」(iOS 版)をリリースした。 

 LiveOn Paperless は、LiveOn の資料共有機能で共有

している情報を手元の iOS 端末で閲覧できるアプリ。 

会議資料をペーパレスにすることで、資料準備にと

もなう業務負荷の軽減に加え、印刷コストの節約や会

議運営の円滑化も可能になる。 

特徴としては以下の通り。 

（１）発行された Paperless キーをアプリの認証画

面で入力する簡単な操作だけで開催中の会議で共有さ

れる資料を個別に閲覧することが可能。（２）共有する

資料のページ数が多くても、サムネイル表示に対応し

ているため、自分の見たいページにスムーズに行き来

できる。（３）端末上に表示された資料を、ピンチイン・

アウト操作より拡大縮小することができる。（４）自分

専用のメモを記入・編集することができ重要なポイン

トなどのメモをとることができる。（５）メモの内容は

PDF ファイルとして印刷・閲覧・メールへの添付など

http://www.toppan.co.jp/
http://www.progresst.jp/
http://www.jm-s.co.jp/
http://cnar.jp/
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を行うことができる。 

なお、対応する iOS 端末は、iPad(第 3、4世代)、iPad 

Air(第 1、2 世代)、iPad mini（第 1、2、３世代）、

iPhone5/5s/6/6Plus。 

 

■日本 HP：法人向けのビデオ会議システム

「HP Chromebox for Meeting」を発表 
（10月 15日） 

株 式 会 社 日 本 HP

（http://www8.hp.com/jp/ja/home.html）（東京都江東区）

は、法人向けのビデオ会議システム「HP Chromebox 

for Meeting」を発売する。 

HP Chromebox for Meeting は、会議室へのHDビデ

オ会議導入を容易にする手ごろな価格のビデオ会議シ

ステム。本体、HD ウェブカメラ、スピーカー、マイ

ク、ワイヤレス・リモートコントローラから構成され

る。 

設定が簡単で使いやすく、リモコンのボタンひとつ

で会議に参加することができる。OS を問わず大半の

PC・スマートフォン・タブレットから会議に参加し、

「Google Apps for Work」を使って、画面共有・作図・

文書編集などをリアルタイムに行うことができる。ま

た、他のビデオ会議システムとも互換性を持つ。 

多くのディスプレイやテレビに接続でき、

DisplayPort と HDMI ポートによるデュアルディスプ

レイにも対応しているほか、VESA を使ったマウント

も可能となっている。 

価格はオープンプライス。発売開始は 10 月下旬を

予定している。 

なお、同社では、本製品以外にも、法人向けのノー

ト PC、デスクトップ PC、シンクライアント、ワーク

ステーションも同時に発表している。 

 

 

 

 製品・サービス動向-海外           

■Videxio 社：同社クラウドビデオ会議サー

ビスにおいて Huawei 社ビデオ会議端末を

フルサポート開始 
 （10 月 26 日） 

Videxio 社（http://videxio.com/）（ノルウェー・オスロ）
は、同社の提供するクラウドビデオ会議サービスにお

いて、Huawei 社の最新のビデオ会議端末 TEシリーズ

をフルサポートすると発表。 

 Huawei 端末をサポートするのは、世界的に市場での

シェアが拡大しており、中国ではトップメーカーでも

あるからだ。 

 今回のフルサポート開始によって、シスコ、ポリコ

ムなどの端末との相互接続のほか、プラグ＆プレイア

クティベーション、URI（Uniform Resource Identifier）、

グローバル QoS ビデオネットワーク、ファイアー

ウォール越え、コール品質モニタリングなどが提供さ

れる。 

 

■Tely Labs 社：小規模会議室向けの 1080 対

応ビデオ会議システム「Tely 200」を発売 
  （10 月 27 日） 

Tely Labs 社（https://www.tely.com/）（米国・カリフォ

ルニア州）は、3-4 人程度の小規模会議室向け（Huddle 

space）の 1080 対応ビデオ会議システム「Tely 200」

を発表した。 

同時に、クラウドにおける Tely 200 の設置や運用が

簡単になる、クラウド型マネージメントプラット

フォーム「Tely Portal」も発表した。 

 Tely 200 は、導入しやすく、簡単な操作でビデオコ

ラボレーションが行える製品。コーデックはH.264 ハ

イプロファイル、解像度は1080p30に対応している。 

会議開催には、マイクロソフト社の「Office365」や

「Google Calendar」を使って会議予約が行えるように

http://www8.hp.com/jp/ja/home.html
http://videxio.com/
https://www.tely.com/
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なっている。デュアルスクリーンでの会議やコンテン

ツ共有もできる。加えて、SIP に対応していることか

ら、既存のアバイア、シスコ、LifeSize、ポリコムなど

のビデオ会議システムとの接続も可能だ。Acano、

BlueJeans、Pexip、Videonor、Videxio、Zoom などと

いったクラウドサービスとの親和性が高いという。 

発売は 11 月から国外を含め販売パートナー経由に

て提供開始予定となっている。 

 

 ビジネス動向-海外           

■Pexip 社：次の成長のフェーズに向け CEO

交代を発表 
（10月 19日） 

Pexip 社（https://www.pexip.com/）（ノルウェー・
オスロ）は、同社の次の成長のフェーズに向け CEOの

交代を発表した。 

 グローバルセールス＆マー

ケティング担当 EVP であった

Åsmund O. Fodstad 氏（写真左、

Pexip 社）が新 CEOに就任。前

CEO で共同創業者の Simen 

Teigre 氏は、同社取締役（board 

of directors）に就任しつつ、当

面は新 CEOへのアドバイザー職に就任する。 

 Åsmund O. Fodstad 氏は 2013 年 4月に Pexip 社に

入社後、2014 年 1 月にはグローバルセールス＆マー

ケティング担当 EVP に就任。Pexip 社入社以前は、タ

ンバーグ社（現シスコシステムズ）や REC 社、

projectiondesign 社、SuperOffice 社などで 20 年以上

のリーダーシップの実績がある。グローバルセールス、

マーケティング、パートナーネットワークなどで豊富

な経験がある。同氏は香港にベースを置き、タンバー

グ社のアジア太平洋地域ビジネスの成長やREC社のグ

ローバルセールスを拡大させた。一方この Pexip 社で

は、ニューヨークを起点に、グローバルセールスで着

実な実績を上げてきた。売上は対前年比(YoY)で 300%

を達成。現在、15 か国に拠点があり、50 か国以上に

Pexip のユーザが存在する。 

Simen Teigre 氏のこれまでの Pexip 社（2012 年設

立）の事業立ち上げを引継ぎ、今後、Åsmund O. Fodstad

氏が“バトンタッチ”（passes the baton for the next 

phase of growth）し、ますます Pexip 社ビジネスを加

速していくという。 

 

  PR                       

 

＞株式会社日立ハイテクノロジーズ 
http://cnar.jp/Hitachi-HighTech3.htm 

 

  セミナー・展示会情報             
 

＜国内＞ 
■10 月 29 日（木）から合計 4回【無料・先着順】：テレビ会議シス

テム「V-CUBE Box」を実際に体験できるセミナーを開催  

日時： 11 月 11 日（水）/11 月 25 日（水）14:00～15:30 

会場：ブイキューブ本社（東京都目黒区）  

主催：株式会社ブイキューブ  

詳細・申込：http://jp.vcube.com/event/seminar/20151021_1400.html 

 

■AudioCodes ソリューション テクニカルセミナー  

～ AudioCodes ソリューション in Microsoft Skype for Business 

Environment ～  

日時：11 月 11 日（水）11：00～17：00（受付開始 10：30）  

懇親会 17：30～19：00 

会場：日本マイクロソフト 株式会社 品川本社（東京都品川区）  

主催：マクニカネットワークス株式会社、AudioCodes ジャパン  

詳細・申込：http://www.macnica.net/audiocodes/seminar_01.html 

 

■Skype for Business ゲートウエイ製品デモセミナー 

日時：11 月 12 日(木) 15:00～16:30 (開場:14:45）  

会場：デルタパスジャパン株式会社/メディアマート株式会社  

セミナールーム （東京都千代田区）  

主催：デルタパスジャパン株式会社/メディアマート株式会社  

詳細・申込：
http://www.deltapath.co.jp/company/deltapath-community/events/ 

https://www.pexip.com/
http://cnar.jp/Hitachi-HighTech3.htm
http://jp.vcube.com/event/seminar/20151021_1400.html
http://www.macnica.net/audiocodes/seminar_01.html
http://www.deltapath.co.jp/company/deltapath-community/events/
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■Polycom Day：ビジネス環境の変化に合わせたビデオ会議ソ

リューションへの移行、最適化、 Microsoft Lync 連携などをサポー

トするポリコム グローバル サービス ソリュー ション をご紹介

します！  

日時：11 月 18 日（水）15:30～16:30（開場：15:15～）  

会場：ポリコムジャパンセミナールーム   

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 

 

■テレビ会議の効果は「マルチデバイス＆多地点接続」にあり！ 

日時：11月 18 日(水) ・19 日(木) ・ 20 日(金)   

午前の部：10:00～/午後の部：15:00～  

会場：VTVジャパン 東京本社（東京都千代田区） 

/大阪オフィス（大阪市中央区）  

主催：VTVジャパン株式会社  

詳細・申込：https://www.vtv.co.jp/seminar/1511vtv/ 

 

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。

CNAR.jp サイトの情報もご参照ください。 

 

 人材募集-国内                 

遠隔会議関連企業での人材募集情報を掲載しています。 

 

■Acano 社--ビデオ会議ソリューション 

-セールスエグゼキュティブ（日本） 

http://acano.com/open_position/asia-pacific/sales-executive-japan/ 

-セールスエンジニア（日本） 

http://acano.com/open_position/asia-pacific/sales-engineer-japan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  業界の動き              

この定期レポートの発行は月２回ですが、CNAレポー

ト・ジャパンでは、そのほか業界の動きに関連した国

内外の情報を日々配信・共有しています。よろしけれ

ばご参照ください。 

 

■フェイスブック（遠隔会議＆UCトレンドワッチ） 

https://www.facebook.com/unifiedcom 

■Twitter（CNA レポート・ジャパン） 

 https://twitter.com/cnarjapan 

■メーリングリスト（dtc-forum） 

http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.html 

 

 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-2015 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 
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ホームページ: http://cnar.jp  お問い合わせ：cnar@cnar.jp 
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