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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. 18 No.9 2016年 5月 15日     

 

 製品・サービス動向-国内            

■日本トータルシステム：無料クラウド Web

会議システム「V-SESSION」、デスクトップ

共有機能など多数の機能追加 
（4月 19 日） 

 日 本 ト ー タ ル シ ス テ ム 株 式 会 社

（http://www.sjts.co.jp/）（北海道札幌市）は、無料ク

ラウドWeb会議システム「V-SESSION（ブイセッショ

ン）」にデスクトップ共有を追加し、4月 19 日に提供

を開始した。 

 
V-SESSION 画面例（日本トータルシステム） 

 V-SESSION は、企業向けの、Web ブラウザから利用

できる無料のクラウド Web 会議サービス。WebRTC

技術を使いWeb ブラウザ単体で実現したサービスで、

１対１のテレビ会議、デスクトップ共有、チャット、

ホワイトボード、ノート、ファイル転送、アドレス帳、

会議スケジュール管理、招待が行える。Google Chrome

やMozilla Firefox の最新版が必要となる。 

 今回追加したデスクトップ共有は、会議メンバーで

同じオフィスソフトの資料やアプリケーション、Web

サイトを確認しながら、会議を進めることができる機

能。ただし、このデスクトップ共有機能を利用するた 

 

 

 

めには、Chrome Extension のインストールが必要とな 

る。 

 また、デスクトップ共有のほか、会議スケジュール

をカレンダー形式で管理できる機能、自身の映像を

ウィンドウの自由な位置へ移動できる機能など、使い

勝手を向上する機能追加を多数おこなっている。 

 今後の予定としては、今年の夏に V-SESSION プレミ

アム（有料・法人向けプラン）の開始予定、また、同

秋には iPhone、Android アプリ版をリリースする予定

となっている。 

 

■ソニービジネスソリューション：メディア

サイトの映像管理配信システムとソニーの

ネットワークカメラ映像システムの連携を

実現、ビデオ会議システムも 
（5月 12 日） 

ソ ニ ー ビ ジ ネ スソリューション株式会社

（http://www.sonybsc.com/）（東京都港区）は、ソニッ

クファウンドリー社（米ウィスコンシン州）の日本法

人 で あ る メ デ ィ ア サ イ ト 株 式 会 社

（http://www.mediasite.co.jp/）（東京都千代田区）と、

日本国内における販売店契約を締結した。2016 年 6

月より販売を開始する予定。 

ソニックファウンドリー社は、講義収録・管理配信

ソリューション製品で業界最大手。ソニービジネスソ

リューションは、大学市場における高品位な映像コン

テンツを制作するソリューションをこれまで提案して

きたが、このたびメディアサイト社との販売店契約を

締結。講義収録・管理配信ソリューションの国内展開

http://www.sjts.co.jp/
http://www.sonybsc.com/
http://www.mediasite.co.jp/
http://cnar.jp/
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強化に向け、両社のシステムを効果的に連携する専用

ソフトウェアを核としたソリューションの販売を開始

する。 

 
システム構成図（ソニービジネスソリューション） 

ソリューションの機能特長は以下の通り。（１）ソ

ニー製ネットワークカメラを利用したアロバビュー講

義収録システムからメディアサイト映像管理配信サー

バへの自動連携。（２）ソニー製ネットワークカメラか

らの映像をメディアサイト製レコーダーで IP スト

リーム録画。（３）ソニー製ビデオ会議システムからの

講義映像収録とメディアサイト映像管理配信サーバへ

の自動連携。なお、これら３つの機能は 2016 年秋に

対応予定となっている。 

ネットワークカメラやビデオ会議システムから取り

込まれた収録映像は、全て映像管理配信サーバに統合

され、オンラインで編集を行うことができる。 

管理システムは、ラーニングマネージメントシステ

ム（LMS）や認証基盤（LDAP）・Active Directory と連

携することでシングルサインオンを可能とし、配信映

像は、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットな

どのさまざまなデバイスから視聴可能となっている。 

視聴された結果は、視聴履歴の分析により、コンテ

ンツ閲覧数のみならず、コンテンツ内の高い視聴率の

シーン分析などを可視化することができるようになっ

ている。 

なお、本ソリューションは、「第 7回教育 IT ソリュー

ション EXPO」（5 月 18 日から 5 月 20 日、東京ビッ

クサイト）のソニービジネスソリューションブースに

て紹介。 

 

■CafeX コミュニケーションビジネスアヴェ

ニュー：異なるコーデック同士の会議を実

現するパーベイシブ・コラボレーション

ツール「Chime」の販売開始 
 (CNET プレスリリース：5月 12日) 

株式会社 CafeX コミュニケーションビジネスアヴェ

ニュー（https://cba-japan.com/）（神奈川県横須賀市）

は、WebRTC を活用した CafeX のパーベイシブ・コラ

ボレーションツール「Chime」(チャイム)の販売を行う

ことを発表。 

Chime は、OS やデバイス、ブラウザを問わず、また、

「Skype for Business」「Zoom」、「Cisco MCU」が混在

していても、Chime を通して、ひとつの場所で会議が

行えるWEBコラボレーションツール。 

たとえば、「WebEx」「Skype for Business」「Zoom」

の間では相互に会議ができないため、いずれかのシス

テムをひとつ選び、プラグインかソフトをインストー

ルすることでお互い会議を行うことになるが、Chime

を使えば、お互いのコーデックなどを気にせず使用す

ることができるようになる。 

 

 ビジネス動向-海外            

■リコーと Videxio 社：クラウド型テレビ会

議サービス提供でグローバルパートナー

シップを締結 
（4月 29 日） 

 リコー・ヨーロッパ（http://www.ricoh-europe.com/）

（イギリス・ロンドン）は、テレビ会議クラウドサー

ビスを提供する Videxio 社（http://videxio.com/）（ノ

ルウェイ・オスロ）とグローバルパートナーシップを

締結したと発表。 

 これにより、リコーは、Videxio 社のクラウドサービ

https://cba-japan.com/
http://www.ricoh-europe.com/
http://videxio.com/
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スを、リコーが提供するクラウド型テレビ会議サービ

ス 「 RICOH Unified Communication System 

Advanced(UCS Advanced)」のプラットフォームとして

採用する。まずは、UCS Advanced powered by Videxio

は欧州からサービスを開始する。 

 UCS Advanced は、使用量に応じた月額使用料

（monthly subscription）で提供するところが特徴で、

さまざまなメーカのテレビ会議システムをサポートし

ており、ブラウザベースのテレビ会議や「Skype for 

Business」などにも対応する。また、PCやタブレット、

スマートフォンでの会議も可能だ。 

 高品質で競争力のあるソリューションを提供するこ

とは必須だ。その点において、Videxio を採用した理由

としてリコーは、Videxio のグローバルリーチと強力な

開発力を評価する。 

 

■Vidyo 社と Intercall 社：InterCall 社のサー

ビスへ「VidyoWorks」統合、提供サービス

の強化を図る 
（3月 23 日） 

 Vidyo 社（http://www.vidyo.com/）（米ニュージャー

ジー州）と Intercall 社（http://www.intercall.com/）（米

イリノイ州）が戦略的パートナーシップを締結。 

 このパートナーシップにより、Intercall 社は、Vidyo

社の「VidyoWorks」プラットフォームを Intercall 社

のプロダクトポートフォリオに統合（embedded）する。

VidyoWorks プラットフォームによって、Intercall 社

が提供する「Unified Meeting 5 Call Manager」や

「MobileMeet」などはより強化された、音声やアプリ

ケーション共有を統合した包括的なサービスを顧客に

提供することができるとしている。 

 プレスリリースが発表された 3 月 23 日現在すでに

Vidyo 機能の統合は完了しており、InterCall 社のサー

ビスで利用できるようになっている。InterCall 社は、

Wainhouse Research 社の市場調査によると、世界最大

の遠隔会議サービスプロバイダと評されている。 

 導入利用動向-国内              

■ ス マ ー ト ・ ナ ビ ： 新 宿 で 開 業 し た

NEWoMAN で「テレビ de 通訳」一斉導入。

約 100 店舗での運用が開始 
                  (4 月 19 日) 

 株 式 会 社 ス マ ー ト ・ ナ ビ

（http://www.smartnavi.co.jp/）（東京都豊島区）が展

開する「テレビ de 通訳」を、JR 新宿駅新南エリアに

開 業 し た 「 NEWoMan （ ニ ュ ウ マ ン ）」

（https://www.newoman.jp/）が一斉導入し、約 100

店舗での運用が始まったと発表。大型商業施設全館に

ビデオ通訳が配備されるのは日本初とのこと。 

 

NEWoMAN で採用されたテレビ de 通訳 

（スマート・ナビ） 

 テレビ de 通訳は、テレビ電話を使用した多言語通訳

サービス。現在、英語・中国語・韓国語・ポルトガル

語・スペイン語・ベトナム語・フィリピン語に対応し

ている。24 時間 365 日（一部言語を除く）の利用が

可能で、タブレット端末があれば、いつでもどこでも

通訳オペレータを呼び出せ、海外の顧客とのコミュニ

ケーションをサポートできるとしている。 

 バスターミナルやタクシープールの開業により、海

外からの旅行者がますます増加することが予想されて

いる新宿で開業したNEWoMAN。新宿が日本を代表す

る国際都市へとさらに飛躍することを願い、グローバ

ルコミュニケーションを重要項目に掲げている。それ

http://www.vidyo.com/
http://www.intercall.com/
http://www.smartnavi.co.jp/
https://www.newoman.jp/
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を実現するひとつとして、品質の高い通訳と応対力で

海外からの顧客に対応できるテレビ de 通訳が採用さ

れた。時間を問わず新宿を楽しむ海外の顧客とのコ

ミュニケーションを、テレビ de 通訳ならサポートでき

る点も評価された。 

 

  Report                      

※CNAレポート・ジャパン橋本啓介による検証レポート 

 
■ブイキューブ：会議室設置型テレビ会議システム

「V-CUBE Box」の設置・操作の“簡単さ”を検証する 

https://blog.vcube.com/eveluate-v-cube-box-by-cna-r
eport-japan.html 
 
■ブイキューブ：V-CUBE Box と Polycom HDX8000 を

接続し、テレビ会議と資料共有ができるのか検証（前

編） 

https://blog.vcube.com/interoperability-between-poly
com-hdx8000-and-v-cube-box-1 
 
■ブイキューブ：V-CUBE Box と Polycom HDX8000 を

接続し、テレビ会議と資料共有ができるのか検証（後

編） 

https://blog.vcube.com/interoperability-between-poly
com-hdx8000-and-v-cube-box-2 
 

  PR                       

（広告掲載順） 
 

■株式会社日立ハイテクソリューションズ 

（テレビ会議ソリューション Acano） 

http://www.hitachi-hightech.com/hsl/products/ict/hig
htech-vision/acano.html/ 
 

■ヤマハ株式会社 

（USB スピーカーフォン FLX UC 500） 

http://jp.yamaha.com/products/communication/revola
bs/flx_uc_500/ 
 

■株式会社メディアプラス 

（ビデオプラットフォーム Pexip Infinity、 

VMR 運用ツール VMR オペレータ） 

http://www.mediaplus.co.jp/products/Pexip/ 
 
■株式会社ブイキューブ 
（テレビ会議システム V-CUBE Box） 

https://jp.vcube.com/service/box/ 
 

  セミナー・展示会情報             
 

＜国内＞ 
 

■V-CUBE Box を体験してみませんか？ 

日時：2月～6月 ※詳細日程は下記URL。   

会場：東京、名古屋、大阪  

主催：株式会社ブイキューブ  

詳細・申込： 
https://jp.vcube.com/event/seminar/V-CUBE_BOX_2016.html 

 

■第 7 回教育 IT ソリューション EXPO 

日時：5月 18日(水) ～20 日（金）10：00～18：00 

会場：東京ビッグサイト東 1、2ホール 

主催：リード エグジビション ジャパン株式会社 

詳細・申込：http://www.edix-expo.jp/ja/ 
 

■Polycom Day（大阪）  

日時：5月 24日(火) 13:30～16:00(受付：13:00～) 

会場：グランフロント大阪（大阪市北区）  

主催：ポリコムジャパン株式会社  

詳細・申込：
http://response.polycom.com/01-E-P-JP-PolycomDay-Regform 

 

 

https://blog.vcube.com/eveluate-v-cube-box-by-cna-report-japan.html
http://blog.vcube.com/interoperability-between-polycom-hdx8000-and-v-cube-box-1
http://blog.vcube.com/interoperability-between-polycom-hdx8000-and-v-cube-box-2
http://www.hitachi-hightech.com/hsl/products/ict/hightech-vision/acano.html/
http://jp.yamaha.com/products/communication/revolabs/flx_uc_500/
http://www.mediaplus.co.jp/products/Pexip/
https://jp.vcube.com/service/box/
https://jp.vcube.com/event/seminar/V-CUBE_BOX_2016.html
http://www.edix-expo.jp/ja/
http://response.polycom.com/01-E-P-JP-PolycomDay-Regform
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■VTV ジャパンソリューションセミナー【誰にも聞けない!? 

海外とテレビ会議する「５つのコツ」教えます！】 

VTVジャパン海外パートナーとのテレビ会議接続あり！ 

 貴重な海外テレビ会議事情が入手できるかも！  

日時：5月 25 日(水) ・26 日(木) ・27 日(金) 15:00～  

会場：VTVジャパン 東京本社/大阪オフィス  

主催：VTVジャパン株式会社  

詳細・申込：https://www.vtv.co.jp/seminar/1605vtv/ 
 

■Polycom Day（名古屋）  

日時：5月 27日(金) 13:30～16:00(受付：13:00～) 

会場：ミッドランドホール 会議室 A（名古屋市中村区）  

主催：ポリコムジャパン株式会社  

詳細・申込：
http://response.polycom.com/01-E-P-JP-PolycomDay-Regform 

 

■Polycom Day（東京）  

日時：5月 31日(火) 13:30～16:00(受付：13:00～) 

会場：ポリコムジャパン新宿オフィス（東京都新宿区）  

主催：ポリコムジャパン株式会社  

詳細・申込：
http://response.polycom.com/01-E-P-JP-PolycomDay-Regform 

 

■SPIRENT Communications Japan 

ディベロッパーツール関連セミナー開催のご案内  

日時：6月 1日 （水）13:00-17:30（受付：12：30～ ）  

会場：アットビジネスセンター東京駅 (東京都中央区) 

主催：SPIRENT Communications Japan 株式会社  

詳細・申込：http://go.spirent.com/Japan-DT-Seminar.html 
 

＜海外＞ 
■Infocomm 2016 

日時：6月 4日から 10日午前・午後 

会場：Las Vegas Convention Center 

主催：Infocomm International 

詳細・申込：http://www.infocommshow.org/ 

 

 

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。 

  出展情報               

■プリンストン：第 7 回教育 IT ソリューション EXPO 

日時：5月 18日(水) ～20 日（金）10：00～18：00 

会場：東京ビッグサイト東 1、2ホール 小間番号：10-41 

詳細： 

http://www.princeton.co.jp/news/2016/04/201604281100.html 

※Tidebreak コラボレーションソフトウェア、Polycom 

RealPresence Debut、Polycom RealPresence Trio、Polycom 

RealPresence Group など展示予定。 

 

  業界の動き              

この定期レポートの発行は月２回（プレスリリースと

取材）ですが、CNAレポート・ジャパンでは、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-2016 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レポート・ジャパン 2016年5月15日号おわり 

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