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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.16 2016年 8月 31日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■ソフトバンク：法人向け電話会議サービス

「GlobalMeet 電話会議サービス」において

「Skype for Business」と連携した新メ

ニュー提供開始 
（8月 25 日） 

 ソフトバンク株式会社（http://www.softbank.jp/）（東

京都港区）は、同社が提供している法人向け電話会議

サービス「GlobalMeet 電話会議サービス」において、

「Skype for Business 用 GlobalMeet 電話会議サービス」

を 8月 25 日から提供開始する。 

 GlobalMeet 電話会議サービスは、クリアな音質と

リーズナブルな料金設定を実現した電話会議サービス

で、世界 57か国 70 地域にローカルアクセス番号を用

意し、海外の拠点からも安定した音声品質で利用でき

るもの。 

 それに連携する形で提供開始する Skype for 

Business 連携電話会議サービスは、最適な環境での安

定した会議接続、外出先や社外からでもスムーズに会

議への参加が可能、ワンストップでのサポート提供と

いったところに特徴がある。 

 
連携イメージ（ソフトバンク） 

音声用の GlobalMeet ネットワークと、映像や資料共

有用の Skype for Business ネットワークの二つの独立 

 

 

 

 

したネットワークを併用する形でサービスを提供する。

これにより、通信にともなうトラヒックの負荷が分散

され、顧客のシステム環境に依存しない高品質で安定

した会議接続が可能になるという。 

 また、会議参加方法については、ダイヤルイン/ダイ

ヤルアウト接続に対応している。Skype for Business

から配信される招待メールに会議参加に必要な情報が

記載されているため、外出先からでもスマートフォン

や携帯電話から簡単にダイヤルイン接続ができ、ス

ムーズに会議へ参加できるようになっている。加えて、

通常利用している電話機器（固定・携帯電話）から会 

議に参加でき、ヘッドセットなどの専用機器が不要。 

 なお、サポートについては、Skype for Business に

ついての問い合わせ一時取次を含め、ソフトバンクの

ヘルプデスクがワンストップで対応する。また、利用

料金については、会議の接続時間に合わせたプランで

契約することになる。 

 

 ビジネス動向-国内            

■ポリコムジャパン：ガートナーおよび IDC 

MarketScapeの双方がポリコムをビデオ会

議市場のリーダとして評価 
（8月 23 日） 

 ポ リ コ ム ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（http://www.polycom.co.jp/）（東京都新宿区）の発表

によると、影響力のあるテクノロジー業界アナリスト

企業であるガートナーと IDC は、それぞれ、ポリコム

をビデオ会議市場のリーダとして評価した。 

 ポリコムは、ガートナーの 2016 年 7 月グループビ

http://www.softbank.jp/
http://www.polycom.co.jp/
http://cnar.jp/


CNAReportJapan           

_________________________________________________________________________________________________________________ 

CNAReportJapan                               2/5                       Vol.18 No.16, August 31, 2016 
 

 

デオ会議システム マジック・クアドラントでリーダの

位置づけを 2年連続で獲得した。 

また、IDC MarketScape の世界のエンタープライズ

ビデオ会議システム 2016ベンダーアセスメントにお

いても、「リーダ」の評価を 3年連続で獲得した。 

 ポリコムによると、ビデオコラボレーション市場に

おけるポリコムのビジョン、戦略、およびソリューショ

ンが認められたとともに、国際標準規格に準拠した

オープンな相互運用性、人々を相互接続するより幅広

いネットワークを構築する上で不可欠な要素を提供す

るソリューションのリーダとして評価されたとしてい

る。 

 

 製品・サービス動向-海外            

■シスコシステムズ：Skype for Business な

ど相互接続性を重視したソフトウェアベー

スの「Cisco Meeting Server」を発表 
（8月 15 日） 

 シスコシステムズ社（http://www.cisco.com/）（米

国・カリフォルニア州）は、ソフトウェアベースオー

ルインワンソリューション「Cisco Meeting Server（シ

スコミーティングサーバ）」を発表した。 

 Cisco Meeting Server は、買収（2015 年 11月）し

たAcano社からの技術をベースに開発した製品となる。

「Skype for Business」だけでなく、ポリコム端末やア

バイア端末、あるいは、WebRTC であっても、マウス

でウェブページのリンクをクリックするくらい簡単な

方法で、テレビ会議が行えるのが狙いとした製品。 

 
参考 1：Cisco Blogs：Making Meetings Simple  
Rowan Trollope - August 15, 2016  
http://blogs.cisco.com/collaboration/making-meetings-simple 

参考 2：シスコ社の Acano 買収 （定期レポート 2015 年

11月 30日号 6 ページ） 

 導入・利用動向-国内            

■VTV ジャパン：赤穂化成株式会社、東京と

赤穂の両スタジオをテレビ会議で接続、遠

隔での料理教室などで活用 
（8月 25 日） 

 VTV ジャパン株式会社（https://www.vtv.co.jp/）（東

京 都 千 代 田 区 ） は 、 赤 穂 化 成 株 式 会 社

（http://web.ako-kasei.co.jp/）（兵庫県赤穂市）へ、ア

バイア社テレビ会議システム「Avaya SCOPIA XT シ

リーズ」を販売したと発表。 

 「赤穂の天塩」で知られる赤穂化成は、「塩」「にが

り」「海洋深層水」などの研究・開発・販売を、家庭用

から業務用途まで幅広く展開し、海洋科学の開発技術

をベースに新事業展開や品質向上に努めている。 

 同社は、無機ミネラルのさまざまな事業を通じて、

人の健康や美容、豊かな食生活に役立つミネラルの普

及を行っており、一般の人を対象とした公開講座や工

場見学などを実施している。 

 このような活動を推進するために、東京と赤穂に常

設スタジオを立ち上げ、アバイア社テレビ会議システ

ムを導入した。講師のいる東京スタジオと赤穂スタジ

オをテレビ会議で接続することで、遠隔からでも料理

教室に参加できるようになっている。 

 

赤穂化成の天塩スタジオ（VTV ジャパン） 

 テレビ会議システム選定の際には、実機を使ったデ

モンストレーションを実施。映像や音声が途切れずに

http://www.cisco.com/
http://blogs.cisco.com/collaboration/making-meetings-simple
https://www.vtv.co.jp/
http://web.ako-kasei.co.jp/


CNAReportJapan           

_________________________________________________________________________________________________________________ 

CNAReportJapan                               3/5                       Vol.18 No.16, August 31, 2016 
 

 

スムーズである点や、既存テレビ会議システムとの接

続がストレスなく行えるといった点が高く評価され、

「Avaya SCOPIA XT4300」が選定された。 

 現在、同社にとってテレビ会議システムは、社員同

士だけでなく、人や場所、文化を結び付ける中心的な

役割を担い始めているという。テレビ会議システムが、

会社の生産性の向上や情報共有の加速のみならず、技

術や文化の訴求、継承にも役立っているという。 

 なお、詳細を説明した導入事例についてはVTV ジャ

パンホームページにて公開されている。 

赤穂化成株式会社 導入事例：

https://www.vtv.co.jp/casestudy/list/ako-kasei.html 

 

  Report                      

※CNAレポート・ジャパン橋本啓介による検証・取材レポー

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 
 
 

■パイオニア VC：“ものづくり”の現場を支える、遠隔

コ ラ ボ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム 「 xSync Prime 

Collaboration」取材レポート 

https://blog.vcube.com/xsync-prime-collaboration.ht
ml 
 

  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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vtv.co.jp/casestudy/list/ako-kasei.html
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
https://blog.vcube.com/xsync-prime-collaboration.ht
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/
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  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞ 
■失敗しない「Web 会議」、「テレビ会議」の選び方徹底解

説セミナー ～ビジュアルコミュニケーションツールの選び

方をデモを交えてご紹介～ 

日時：8月・9月 

会場：（東京）ブイキューブ本社 

（大阪）ブイキューブ 大阪営業所 

（名古屋）名古屋プライムセントラルタワー 

主催：株式会社ブイキューブ 

詳細・申込：
https://jp.vcube.com/event/seminar/201606151900.html 

 

■テレワーク導入セミナー 『緊急時こそ、テレワーク。備

えるポイント"10"』～熊本地震の現場から 

日時：9月 2日（金）14:00～16:00（接続：13:50～） 

 会場：オンライン 

共催：株式会社ブイキューブ、 

株式会社テレワークマネジメント 

詳細・申込：
https://jp.vcube.com/event/seminar/20160802_1400.html 

 

■Web会議国内シェア TOP のブイキューブに聞く  

失敗しない「Web会議」「テレビ会議」の選び方徹底解説セ

ミナー 

日時：9月 5日(月) 13:00～17:30 

第 1 回 13:00～14:30 第 2 回 16:00～17:30 

※各回、同内容のセミナー。 

会場：大塚商会 本社ビル（東京都千代田区） 

主催：大塚商会株式会社 

詳細・申込：
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/0905tnwp/ 

  

■TeleOffice オンラインセミナー開講 

日時：9月 6日（火）15：00 ～ 15：30 

会場：オンライン（自席のパソコンなどから参加可能） 

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：https://www.ideep.com/160801/ 

 

 

 

■Polycom Day  

日時：9月 7日(水)15:30～16:30(開場：15:15） 

場所：ポリコムジャパン セミナールーム(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://www.polycom.co.jp/company/events.html 

※ポリコムグローバルサービスを中心に紹介。 

 

■ポリコム オンディマンドWebinar 

ポリコムのマイクロソフト連携紹介 

第一回 Webinar(所要時間：31分） 

「これまで以上のビジネスをポリコムでシンプルに実現」 

第二回 Webinar(所要時間：41分） 

 「ポリコムとマイクロソフト SfB ソリューションのネイ

ティブ連携 ‒ 利点と実現方法」 

第三回 Webinar(所要時間：34分） 

 「Office 365 環境におけるポリコムとマイクロソフト SfB 

ソリューションのネイティブ連携 」 

会場：オンラインで視聴 

詳細・申込：
http://www.polycom.co.jp/forms/microsoft/skype-for-business-we

binar.html 

 

■「タブレットを活用したワークスタイル変革セミナー」 

 日時： 9 月 9日（金） 

 第 1回：13:30～15:00（受付：13:00～） 

 第 2回：16:30～18:00（受付：16:00～） 

会場：名古屋プライムセントラルタワー13F（愛知県名古屋

市） 

主催：株式会社ブイキューブ 

 詳細・申込：
https://jp.vcube.com/event/seminar/20160909_1330.html 

 

■次世代教育セミナー 反転授業における映像活用の未来 

日時：9月 13日(火) 15:00～17:30(受付：14:30～) 

会場：東京コンファレンスセンター・品川（東京都港区） 

主催:ソニービジネスソリューション株式会社 

後援:主体的学び研究所 

詳細・申込：http://go.sonybsc.com/nge16/ 

 

 

https://jp.vcube.com/event/seminar/201606151900.html
https://jp.vcube.com/event/seminar/20160802_1400.html
https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/0905tnwp/
https://www.ideep.com/160801/
http://www.polycom.co.jp/company/events.html
http://www.polycom.co.jp/forms/microsoft/skype-for-business-webinar.html
https://jp.vcube.com/event/seminar/20160909_1330.html
http://go.sonybsc.com/nge16/
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■「音環境セミナー（見落としがちなオフィスの音環境編）」 

日時：名古屋：9月 07日 (水)  13:30～16:30   

東京：9月 13 日 (火)  13:30～16:30 

大阪：9月 26 日 (月)  13:30～16:30 

会場：詳細・申込のリンクを参照。   

主催：ヤマハ株式会社 

詳細・申込：
http://jp.yamaha.com/news_events/communication/20160830/ 

※防音の基礎やヤマハの製品・サービス、オフィスでの音環

境ソリューションを紹介。 

 

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。 

 

  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 
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