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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.18 2016年 9月 30日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■ブイキューブ：Web会議サービス「V-CUBE

ミーティング」をWebRTC に対応 
（9月 26 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都目黒区）は、同社の Web 会議サービス「V-CUBE

ミーティング」がWebRTC に対応したことを発表。提

供開始は 9月下旬より。 

 

 

さまざまなコミュニケーションデバイスと接続可能な、

WebRTC 対応の V-CUBE ミーティング（ブイキューブ） 

 WebRTC に対応することで、専用アプリケーション

をインストールすることなく、ブラウザのみでV-CUBE

ミーティングを利用することができる。 

また、V-CUBE ミーティング同士だけでなく、ブイ

キューブのテレビ会議システム「V-CUBE Box」や既存

のテレビ会議システム、また電話とも接続が可能に

なっている。 

 さらには、高いセキュリティで安全に利用できるだ

けでなく、企業利用で求められる録画や資料をしなが

ら、会議や研修、遠隔営業、サポートなどを実現する。 

 カスタマーサポートは、24 時間 365 日問い合わせ

に対応しており、ユーザはいつでも安心してサービス

を利用できるという。 

  

 

 

同社によると、ビジュアルコミュニケーションサー 

ビスの利用は、会議にとどまらず、教育や研修、カス

タマーサポートといった企業のあらゆるコミュニケー

ションへと広がっているという。そういった中、

H.264SVC など最新技術に対応している高品質の

V-CUBE ミーティングがWebRTC に対応することで、

ユーザは利用シーンに応じてサービスを使い分けるこ

とができると説明している。 

 同社は、企業や官公庁、教育機関へのサービス提供

を通じて培ってきた強みを活かしながら、ユーザの利

便性を高めるサービス開発を今後も実施していくとし

ている。 

 なお、今回発表されたWebRTC対応は、「V-CUBE One」

を契約中、または、トライアルユーザは試すことがで

きるようになっている。 

 

 ビジネス動向-国内            

■SOBA プロジェクトと NT 教育研究所：ICT

で教育格差を埋めるソーシャルビジネス、

遠隔教育事業で協業 
（9月 28 日） 

 株 式 会 社 SOBA プ ロ ジ ェ ク ト

（https://www.soba-project.com/）（京都市下京区）と、

教育支援事業を行う合同会社 NT 教育研究所

(http://www.douritsu.com/)（京都府京田辺市・同志社

大 D-egg 内）は、ICT を活用した遠隔教育事業「個別

指導塾 同立ネット」で協業、小学生から高校生を対象

にしたソーシャルビジネスを10月5日から開始する。 

https://jp.vcube.com/
https://www.soba-project.com/
http://www.douritsu.com/
http://cnar.jp/
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 個別指導塾 同立ネットでは、講師が生徒に対して

PC やタブレット端末を使ってオンラインで個別指導

を行うサービス。講師は京都を中心に大学生・大学院

生150名が全国の生徒の学びを全面的にサポートする。

また、オンライン学習の生徒を対象に、夏休み・冬休

みに合宿を開催する予定。リアルとバーチャルを融合

した指導により教育効果を高める狙いがある。料金体

系は月 6,000 円から（１授業 1,500 円）。 

 

（左）遠隔指導の様子、（右）SOBAスクール個別指導画面イ

メージ（SOBA プロジェクト） 

 同事業において、NT教育研究所は教育支援サービス

の運営全般を、SOBA プロジェクトは遠隔教育システ

ムの開発と管理、システムサポートを担う。 

 NT 教育研究所の代表社員 中村尊裕氏は、学習塾経

営のかたわら、同志社大学大学院総合政策科学研究科

教授 今里滋氏のもとでソーシャルビジネスを学んで

いる。大学院の研究で地域間や貧困による教育格差の

実情に疑問を持ち、ICT を活用し教育格差を是正する

ために自ら社会企業家として NT 教育研究所を新たに

設立し事業を開始する。 

 SOBA プロジェクトは、業界初のオンライン個別指

導システムを開発しており、個別指導アプリ「SOBA

スクール」は大手学習塾など多くの教育ビジネスで使

用されている実績がある。今回、NT教育研究所と協業

し、システムの開発提供とサポートを担い、同社とと

もに社会課題への対応に取り組む。 

 今後の展開としては以下を計画している。 

（１）全国の書店やカフェ、家電量販店などと提携

し、店頭に PCやタブレットを設置し、PCタブレット

の無い生徒も遠隔授業が受けられる環境を整える。（２）

音楽教室や体操教室などとの提携により、同じ教室で

遠隔学習ができる事業を予定している。（３）遠隔授業

のサポートとして、学習相談ができるサロンを全国に

順次設置する。（４）生徒（保護者）の進路指導や、学

校との橋渡しを行うため学校との連携を進める。 

 両社によると、事業開始から 2 年以内に生徒数

1,000 人を目指す。 

 

■高知銀行、Nextremer、ブイキューブ：銀

行受付における AI を活用した対話システ

ム導入実証実験をスタート 
（9月 28 日） 

 

Nextremer 代表取締役 向井永浩氏、ブイキューブ代表取締

役社長 間下直晃氏、高知銀行頭取 森下勝彦氏 

                   （ブイキューブ） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京 都 目 黒 区 ）、 株 式 会 社 高 知 銀 行

（https://www.kochi-bank.co.jp/）（高知県高知市）、株

式会社 Nextremer（http://www.nextremer.com/）（東

京都板橋区）の３社は、銀行での対話システム導入実

証実験に関する共同研究契約を締結した。 

 

AI が対応できない場合は遠隔で人間が対応可能 

（ブイキューブ） 

https://jp.vcube.com/
https://www.kochi-bank.co.jp/
http://www.nextremer.com/
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これにより、銀行受付における AI を活用した対話シ

ステムの導入実証実験を 9 月 28 日より 2 カ月間、高

知銀行本店（高知市堺町）１F にて実施する。銀行受

付における業務効率化とホスピタリティの高いサービ

スの両方を実現した、銀行窓口における対話システム

の実用化を目指す。 

AIテクノロジーを用いた対話システムの開発を手掛

けるNextremer は、自然言語処理を用いた次世代の対

話システム「MINARAI」実用化への開発や実証実験を

進めている。 

本実証実験では、高知銀行の森下頭取をモデルにし

た AI ボット（人間に代わって自動的に実行するプログ

ラム）が、来店客に対して、銀行サービスの案内や周

辺観光案内業務を行う。 

その中で、頭取くんと秘書子ちゃんのボット同士に

よる掛け合いや、ユーモアのある返答など従来のボッ

トサービスとは一線を画した対話体験の提供を目指し

ている。 

 加えて、AI が対応できない来店客との対話について

は、人間のオペレータに切り替わり対応を引き継ぐだ

けでなく、その会話パターンを AI が学習することでよ

り高度な対話を実現できるようにもする。手動応答時

にオペレータが来店客の様子を見られるようにするた

め、遠隔Web会議サービスを提供するブイキューブの

安定した映像/音声配信の通信インフラを利用する。 

 

 ビジネス動向-海外            

■ポリコム社：Siris Capital Group 社による買

収の完了を発表 
      （米国：9月 27 日、日本：9月 30 日） 

ポリコム社（http://www.polycom.com/）（米国・カ

リフォルニア州）は、現地時間9月27日に、Siris Capital 

Group 社（http://www.siriscapital.com/）の関連会社

にようるポリコム社の買収が完了したと発表した。ポ

リコムの株主には１株あたり12.50米ドルを提供する。 

 この買収取引は、現金約 20 億米ドルの資産価値に

相当し、ポリコム社の株式（ティッカーシンボル：

PLCM）は、同日からNASDAQ での取引を停止する。 

 これに合わせて、Peter Leav 氏の後任として、Mary 

McDowell 氏がポリコム社 CEO 兼取締役に就任した。

同氏は、モバイル、コンシューマー、エンタープライ

ズ分野の数十億米ドル規模のグローバル企業を率いた

経験を有する技術系エグゼクティブ。就任前は、Siris 

Capital 社のエグゼクティブパートナーを務め、それ以

前は、ノキアの携帯電話部門のエグゼクティブ バイ

ス プレジデントとして主要な携帯事業および関連す

るソフトウェアとデジタルサービスを担当した。2004

年にノキアに入社してからは、エンタープライズソ

リューション事業を率い、その後、最高開発責任者

（Chief Development Officer）も務めている。その他、

Compaq Computer 社、Hewlett Packard 社シニアポジ

ションを務めた経験もある。現在は Autodesk 社、

Bazaarvoice社およびUBM社の取締役会メンバーも務

める。 

 ポリコム社は引き続きPolycom, Inc.の社名で経営す

るが、今回の取引の成立に伴い、Siris Capital 社の関連

会社に完全に所有される形になる。 

 今後は非公開企業として、新たな経営体制の下で、

ポリコムが音声、ビデオ、およびコンテンツコラボレー

ションソリューションの市場を引き続きリードするた

め、戦略を強化し、今後も顧客に高い水準のコミット

メントや取り組み、革新、サポートを提供していくと

している。 

 

 

 

 

 

 

http://www.polycom.com/
http://www.siriscapital.com/
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 導入利用動向-国内            

■チョイスホテルズジャパン：アイ・ティー・

エックス開発訪日外国人向け映像通訳サー

ビス「みえる通訳」を採用 
（9月 12 日） 

 株 式 会 社 チ ョ イ ス ホ テ ル ズ ジ ャ パ ン

（https://www.choice-hotels.jp/）（東京都中央区）は、

9 月から、タブレット端末を使った映像通訳サービス

「みえる通訳」（開発：アイ・ティー・エックス株式会

社、http://www.mieru-tsuyaku.jp/ ）をコンフォート

ホテル（一部を除く）に導入したと発表。 

 
  みえる通訳イメージ（アイ・ティー・エックス） 

チョイスホテルズジャパンは、宿泊特化型ホテルブ

ランド「コンフォートホテル」を展開しており、24時

間 365 日利用できるため、訪日外国人の旅行者へのス

ピーディな対応が可能になる。 

コンフォートホテルでは、増加する海外からの宿泊

旅行者に対するサービス向上として、スタッフへの英

語研修や英語マニュアルの整備など教育の仕組みの構

築を行ってきたが、急病など緊急時におけるスピー

ディで正確な対応が課題となっていた。また、タイ語

やロシア語に精通するスタッフは少なく、宿泊者の要

望を正確に理解するまでに時間を要していた。 

みえる通訳は、画面に表示されている言語を選択す

るだけで、待つことなく通訳オペレータにつながる。

顔を合わせて話ができるため、自動翻訳機能では翻訳

しにくい言葉でも聞き取ることが可能。加えて、無料

オプションの「さわって通訳」では、伝えたい単語を

さわるだけで通訳されるためより気軽に利用できる。 

チョイスホテルズジャパンは、世界35か国に 6,300

軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン

「チョイスホテルズインターナショナル」の日本にお

けるマスターパートナー。日本全国にコンフォートホ

テル、コンフォートイン 50軒を展開している。（2016

年 8月 31 日現在） 

 

■センチュリー21：「V-CUBE」を採用した加

盟店向けWebセミナーを開始 
 （9 月 20日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都目黒区）は、株式会社センチュリー21・ジャパン

（http://www.century21japan.co.jp/）（東京都港区）

が、ブイキューブのビジュアルコミュニケーション

サービス「V-CUBE」を導入したと発表。 

 センチュリー21 は、V-CUBE を利用した全国の約

900 のフランチャイズ加盟店に対する Web セミナー

を 9月 1日より開始している。 

 同社では、これまで全国の加盟店に対して、本支店

で実施する研修を中心に加盟店の経営者や従業員に対

し研修サービスを実施していたが、本支店から遠方の

加盟店に対するサービスが手薄であったことが長らく

課題のひとつだった。 

 
Webセミナー視聴イメージ（ブイキューブ） 

 そこで、今年の春頃より V-CUBE の試行利用を開始

https://www.choice-hotels.jp/
http://www.mieru-tsuyaku.jp/
https://jp.vcube.com/
http://www.century21japan.co.jp/
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し、加盟店の満足が得られるようテストを重ねた結果、

加盟店各店の利用できる水準と判断し、全加盟店を対

象としたサービスとしてリリースすることを決定した。

当面は座学が中心の一部の研修とセミナーについて

Web を通じても受講できるようにし、新システムリ

リース時の説明用ツールとしてなど、将来的に幅広く

対応できるようサービス範囲を拡大していくことを考

えている。 

 ブイキューブとしては、センチュリー21 での

V-CUBE 採用事例は、全国各地に店舗を展開する事業

者における好例と考えている。 

 

■アインホールディングス：グループ全社に

ブイキューブのテレビ会議システム

「V-CUBE Box」を 30 台導入 
（9月 21 日） 

 株式会社ブイキューブ（https://jp.vcube.com/）（東

京都目黒区）は、株式会社アインホールディングス

（http://www.ainj.co.jp/）（北海道札幌市）が、全国各

地の本支店やグループ会社の 20 拠点が日常的な情報

共有を実現する仕組みとして、テレビ会議システム

「V-CUBE Box」を 30 台導入した。 

 アインホールディングスは、調剤薬局（903 店舗）・

ドラックストア（52 店舗）を展開している医療流通

サービスのアイングループを運営している。（※店舗数

は 2016 年 8月末現在） 

 積極的な M&A でグループ会社や支店、店舗が拡大

していく中で、本支店やグループ会社間で、経営方針

の伝達や情報共有を円滑に実現するため、以前より、

テレビ会議システムを日常的に利用していた。 

 しかし、以前導入されていたテレビ会議システムは、

同時接続数が最大 10 拠点で、全拠点を接続させるた

めには、高額なMCUの追加導入が必要となっていた。

加えて、テレビ会議システムの老朽化が進んでいたこ

ともあり、コスト負担を抑えて多地点接続が可能で、

各拠点が自由に会議を開催でき、しかも、運用負担が

掛からないテレビ会議システムを検討していた。 

 導入の決め手となったのは、V-CUBE Box の、クラウ

ドMCU で 100 拠点以上の同時接続が可能という点。

ユーザからすると MCU を所有する必要がない（MCU

フリー）というところ。クラウドのため、いつでも最

新のファームウェアが利用でき、全拠点が任意の拠点

と自由に接続し、会議を開催することが可能だ。 

 クラウドのため接続上限が大幅に引き上げられ、各

拠点でのファームウェア更新作業も不要となり、利用

制限もなく、今後の拠点数増加にも対応可能である点

が評価された。また、簡易なリモコン操作で利用でき

る点、システム管理者への操作方法など問い合わせ数

を抑え、ITに詳しくない社員も使いやすい点も評価さ

れた。 

 アインホールディングスは、各拠点間の情報共有を

実現する仕組みとして、Web 会議サービス「V-CUBE

ミーティング」をすでに導入しており、今回のV-CUBE 

Box 導入で、グループ全体がいつでも簡単にコミュニ

ケーションができる環境を V-CUBE で実現している。 

 ブイキューブは、アインホールディングスにおける

V-CUBE の採用は、全国に支店や店舗を保有する事業

者における好例と考えている。 

 

  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 
 
 
 

https://jp.vcube.com/
http://www.ainj.co.jp/
http://www.nice2meet.us/ja/learn/difference/eveluate-v-cube-box-by-cna-report-japan.html
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■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/ 
 

 

  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： 9 月・10月・11月 

会場：東京、大阪、愛知  

主催：株式会社ブイキューブ 

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

※その他セミナー情報：https://jp.vcube.com/event/seminar/ 

 

 

■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 

 

 

 

 

 

 

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.html
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/201606151900.html
https://jp.vcube.com/event/seminar/
http://www.polycom.co.jp/forms/microsoft/skype-for-business-webinar.html
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■安定した映像・音声品質で、iPad でも快適！Web 会議シ

ステム「IC3」 事例と活用セミナー[ゲスト講演：ヤマハ株

式会社] 

日時：10月 14日（金） 15:30 ～ 17:30 （受付：15:00）   

会場：キヤノン IT ソリューションズ 本社（東京都品川区） 

主催：キヤノン IT ソリューションズ株式会社 

詳細・申込：https://reg.canon-its.co.jp/public/seminar/view/354 

 

■ワークスタイル変革 実践事例セミナー～コミュニケー

ション・コラボレーション変革からはじめるワークスタイル

変革～ 

日時：10月 26日(水) 10:00～17:00（受付：09:30～）  

※午前と午後の部２回開催。同じ内容のためいずれかを選択。 

会場：リコージャパン ViCreA 東京 ショールーム 

（東京都中央区） 

主催：株式会社リコービジネスソリューションズ事業本部 

VC 事業センター 

詳細・申込：http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/16S013.html 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAレポート・ジャパン 2016年9月30日号おわり 

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

https://reg.canon-its.co.jp/public/seminar/view/354
http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/16S013.html
http://cnar.jp/cna/event-j.html
http://cnar.jp/cna/event-r.html
https://www.facebook.com/unifiedcom
https://twitter.com/cnarjapan
http://cnar.jp/cna/dtcforum-ml.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
mailto:cnar@cnar.jp

