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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. 19 No.18 2017年 9月 30日    

 

 製品・サービス動向-国内            

■ポリコムジャパン：オールインワンコラボ

レーションソリューション「Polycom 

RealPresence Medalign」の日本市場向けの

販売を開始 
（9月 26 日） 

 ポ リ コ ム ジ ャ パ ン 株 式 会 社

（http://www.polycom.co.jp/）（東京都新宿区）は、

オールインワンコラボレーションソリューション

「Polycom RealPresence Medalign(ポリコム リアル

プレゼンス メディアライン)」の日本市場向けの販売

を開始した。 

 Polycom RealPresence Medialign は、遠隔との高品

質なビデオコミュニケーションを簡単に導入するため

のすべての要素が含まれており、中規模から大規模の

会議室での使用に適したソリューション。 

 55 インチもしくは 70インチの LED モニター（それ

ぞれモニター1台または 2台搭載モデル）、Hi-Fi 音声

技術、卓上マイクアレイ、「Polycom EagleEye カメラ」

に加え、コーデックの部分は「Polycom RealPresence 

Group 500 シリーズ」本体を内蔵する形。 

 カメラについては、「Polycom EagleEye Producer」

もしくは「Polycom EagleEye Director II」が含まれる。

特長としては、会議室内の参加者全員を認識し自動フ

レーミングしたり、話者を識別し自動でズームアップ

したりする映像技術により、会議の参加者はリモコン

を操作することなく、相手の表情やしぐさを確認する

ことができ、コミュニケーションに集中できるといっ

たところにある。 

 Polycom RealPresence Medialign ポリコムの認定販

売代理店を通じて9月26日より正式に提供開始する。 

 

 

 

■ギンガシステム：「WarpGate」シリーズの

後継機種として、簡単設置が可能なテレビ

会議システム「LoopGate 1000」の販売を

開始 
（9月 29 日） 

 ギンガシステム株式会社（https://loopgate.jp/）（東

京都中央区）は、「WarpGate」シリーズの後継機種と

して、簡単設置が可能なテレビ会議システム

「LoopGate 1000」の販売を開始する。 

 従来販売されてきた WarpGate シリーズの特徴であ

る「簡単操作」「24時間の安心サポート」「サーバ導

入不要の多地点接続」を踏襲しつつ、フル HD 対応に

よる高画質化、Wi-Fi 対応、ネットワーク機器の設定が

不要、などから設置の簡素化を実現したのがポイント。 

設置の簡素化にとどまらず簡単操作も実現している。

同社によると、頻繁に使うほど効果を発揮するテレビ

会議システムは、誰もが簡単に使えることが大事とい

う。そのため LoopGate 1000 は、ボタンひと押しです

ぐにつながるワンタッチ操作を備えている。加えて、

多地点会議については、４地点までは端末同士での接

続が可能だ。 ただし、5地点以上は同社所有の多地点

接続サーバを利用する形となっている。 

 端末の映像については、最大 30 コマ/秒のフル HD

に対応し、一方、音声に関しては、音楽 CD と同等な

20kHz の音声帯域でサンプリング周波数は音楽 CD 以

上の 48kHz を採用している。相手がすぐそばにいるよ

うなリアルな対話を実現しているという。 

 Wi-Fi に ついては、無線 LAN 規格 802.11 

a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)に対応。場所に縛られるこ

となくフレキシブルに使えるとしている。 

http://www.polycom.co.jp/
https://loopgate.jp/
http://cnar.jp/
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LoopGate 1000で提供するカメラとマイクスピーカ

については、ユーザの利用シーンや参加人数に合わせ

て複数のメーカ製品を採用し、ユーザが選択できるよ

うにした。 

 カメラには、株式会社ロジクール（東京都港区）の

フルHD 1080p ビデオカメラ「PTZ Pro2」、4K Ultra 

HD ウェブカメラ「BRIO」、フル HD ウェブカメラ

「C925e WebCam」を採用。 

 マイクスピーカには、GNオーディオジャパン株式会

社（東京都中央区）の Jabra スピーカーマイク「SPEAK 

410」および「SPEAK 710+」、また、ヤマハ株式会社

（静岡県浜松市）の「YVC-1000」を採用した。 

 サポートの面では、一次対応から技術スタッフによ

る平日24時間対応の安心サポート体制となっている。

ただし、土日祝日は 7:30～19:00 での受付。 

 ギンガシステムによると、日本政府が進める「働き

方改革」の実現に向けて、会議利用による移動時間削

減や業務スピードの向上を目的に導入されるケースが

多いという。さらに、テレワーク・無人受付サービス・

遠隔医療などのニーズも増えており、会議利用の用途

以外での規模拡大に努めていくとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 導入・利用動向-国内            

■VTV ジャパン：日本コンベンションサービ

ス、クラウド型テレビ会議サービスへのリ

プレースで高い導入効果を実現 
（9月 27 日） 

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

京都千代田区）は、日本コンベンションサービス株式

会社（東京都千代田区）へ、ライフサイズ社テレビ会

議接続クラウドサービス「LifeSize Cloud」を販売し、

導入事例をホームページにて公開した。 

 日本コンベンションサービスは、1967 年に創立し

た国内初のコンベンション運営会社。以前より、顧客

や拠点間とのコミュニケーションを目的にテレビ会議

システムを利用していた。 

 しかし、運用開始から 10 年以上が過ぎ、老朽化に

よるシステムトラブルや保守部品の調達が困難になっ

てきたことをきっかけに、リプレースを検討すること

になった。 

 オンプレミス型やクラウド型ソリューションを対象

に幅広く比較・検討した結果、クラウド型テレビ会議

サービス「LifeSize Cloud」を選定。映像・音声品質の

高さ、クラウドサービスならではの場所の制約を受け

ずにコミュニケーションが取れる点、導入コストが抑

えられる点を評価した。 

 導入後は、外出先の社員や在宅勤務者も会議に参加

できるようになり、残業時間の削減や働き方改革も推

進されたという。コミュニケーションの活性化のみな

らず、業務生産性の向上や働き方改革まで実現してい

る。 

事例：https://www.vtv.co.jp/casestudy/list/jcs.html 

 

 

 

 

https://www.vtv.co.jp/
https://www.vtv.co.jp/casestudy/list/jcs.html
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  PR                       

（広告掲載順） 

■ヤマハ株式会社 

USB スピーカーフォン FLX UC 500 
https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/flx
_uc_500/index 

 
■株式会社ブライトコンパス 

 まだまだ使える綺麗な中古のテレビ会議システムが

格安で手に入ります。 

中古テレビ会議.com 
http://chuko-tv-kaigi.com?=cnar09302 

 
  セミナー・展示会情報                 
＜国内＞  
■第 1回「教室 ICT 実践活用セミナー」 

日時：10月 6日(金)15:00～17:30（開場:14:30） 

会場：かながわ県民センター305 会議室（神奈川県横浜市） 

主催：NPO法人 教室 ICT 実践会 

詳細・申込：http://www.kictj.jp/seminar2017/ 

 

■ブイキューブセミナー情報（10月～11 月） 

「働き方改革セミナー 失敗しない「Web会議」「テレビ会

議」選び方徹底解説」「“従来比 1/3 のコストで導入できる” 

V-CUBE Box 体験セミナー」など 

会場（東京・大阪） 

詳細・申込：https://jp.vcube.com/event/all 

 

■待ったなしの働き方改革  

【在宅勤務で生産性を上げる方法はコレだ！】  

多様な働き方をマネージメントする成功事例をご紹介 

日時：10月 10日(火) 15:00～  

会場：秋葉原コンベンションホール  

主催：エイネット株式会社  

詳細・申込：

https://www.freshvoice.net/form/seminar_20171010/ 

※株式会社グリーゼ代表取締役江島民子氏の講演もあり。 

 

■3社共催 働き方改革セミナー 

V 字回復企業の社長が語る どこか変だよ、働き方改革！ 

日時：10月 12日（木）15:00～18:30（受付 14:30～） 

会場：シスコシステムズ合同会社 東京オフィス 

共催：株式会社セールスフォース・ドットコム、 

シスコシステムズ合同会社、株式会社 Phone Appli 

詳細・申込：https://phoneappli.net/seminar/index.html 

※Mipox 株式会社 代表取締役社長 渡邉 淳氏の事例紹介

講演もあり。 

 

■これから始める働き方改革セミナー in 名古屋～IT導入を

より先進的により効果的に活用し、ビジネスをより加速させ

る～ 

日時：10月 17日（火）14:30～17:10（受付開始：14:00） 

会場：東京第一ホテル錦 ドルチェ（名古屋市中区） 

主催：ユニアデックス株式会社 

共催：シスコシステムズ合同会社、 

スカイハイネットワークスジャパン合同会社 

詳細・申込：
http://www.uniadex.co.jp/event/2017/20171017_workstyle.html 

 

■成功事例から学ぶ 働き方改革実践セミナー 

～必要な「制度」「ツール」「意識」とは？～ 

日時：10月 20日（金）15:00～17:00  

会場：富士ソフトアキバプラザ 

主催：富士ソフト株式会社 

協賛：キヤノン IT ソリューションズ株式会社 

詳細・申込：https://reg.morenote.jp/public/application/add/36 
 

■ヴィジュアルコミュニケーションセミナー第 4回 

「スマートグラスクラウド」～無料体験セミナー～ 

日時：10月 20日（金）15:30～17:00(受付：15:00） 

会場：エヌ・ティ・ティ・ビズリンク（東京都文京区） 

主催：エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 

詳細・申込：https://www.vcd.nttbiz.com/news/seminar04.html 

 

 

 

 

https://sound-solution.yamaha.com/products/uc/flx_uc_500/index
http://chuko-tv-kaigi.com?=cnar09302
http://www.kictj.jp/seminar2017/
https://jp.vcube.com/event/all
https://www.freshvoice.net/form/seminar_20171010/
https://phoneappli.net/seminar/index.html
http://www.uniadex.co.jp/event/2017/20171017_workstyle.html
https://reg.morenote.jp/public/application/add/36
https://www.vcd.nttbiz.com/news/seminar04.html
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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              

遠隔会議・UC 業界は日々さまざまな動きがあります。

この定期レポートの発行は月２回（プレスリリースと

取材に基づく記事）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皆さ

んと共有しています。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-2017 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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