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 製品・サービス動向-国内                 

■サイバネットテクノロジ、1080i ハイビジョン対

応のWeb会議システムを発表、SD、HD混在会

議も可能 

サイバネットテクノロジ株式会社（東京都江東区）は、PC

向け Cyber 会議システム「AVCON(エーブイコン)」が 1080i 

HD（ハイビジョン）に対応したと発表。 

 AVCON は、１対１のビデオチャットから実証ベースで 大

800 名の参加ができるクライアントサーバー型 Web 会議シス

テムで遠隔監視システムとしても活用できるマルチな機能を

ワンシステムで提供できるとことに特長がある。また規模に応

じてサーバをカスケードや分散することで大規模運用にも対

応する。 

「当社の AVCON は、Web 会議システム用途だけでなく、

遠隔監視システムとしても活用できる大変コストパフォーマ

ンスの高いシステムと自負している。実際に、昼間は遠隔会

議システムとしてまた夜になると各拠点の遠隔監視システム

として活用いただいているユーザがある。遠隔監視用途で

は１クライアントあたり 大 16 台までのカメラを接続可能だ。

日本では 3 年ほど実績があるこの AVCON システムだが、安

定稼働していると高くご評価いただいている。」（同社 代表

取締役 張 林峰氏） 

AVCONは64kbpsなどの低帯域でも高品質な映像と音声

を提供できるところにも特長がある。それに加え今回 1Mbps

の帯域で 1080i HD(解像度 1920x1080)にも対応し、従来の

映像品質である SD と HD の混在での Web 会議も可能にな

っている。ファイアーウォール対応（イントラネット、インター

ネットをまたいだシームレスな Web 会議に対応している）。符

号化方式は、H.263、H.263++、H.264。 

「他社の Web 会議システム製品は少なく、フレームレート

（秒間フレーム数）はなかなか難しいのが現状だが、当社の

システムは、5 年前のペンティアム 4 クラスの CPU(2.4Mhz

以上同社で推奨)でもスムーズな映像と音声が可能だ。ま

た、テレビ会議に特有な映像のブロックノイズはほとんど

でない。」（同社 代表取締役 張 林峰 氏） 

 通信品質に影響を及ぼす QoS についても工夫されてい

るという。一時的に大量のパケットロスの起こっても耐久性

が強く信頼性の高いシステムと説明する。「一般的にパケ

ットロスが多く発生するとWeb 会議もしくはテレビ会議の通

信が切断される。そのような場合、一般的なシステムだと

再接続で会議を復旧させる方法が一般的だ。それに対し、

当社の AVCON のクライアント画面では、一時的に画面の

静止が起こったようにみえるが、その後パケットの回復とと

もに、何も問題がなかったかのように会議が回復すること

ができる仕組みを提供している。そのため再接続の手間

がかからない。」（同社 代表取締役 張 林峰氏） 

 実際に、張氏からは LAN ケーブルを AVCON のクライア

ント PC からはずすことで擬似的にパケットロスを発生する

というデモを見せて頂いた。3-4 秒程度 LAN ケーブルを

はずすと、その間クライアント PC 画面はパケットロス前の

画面のままで静止した。そしてふたたび LAN ケーブルを

接続すると会議は何事もなかったかのように復旧した。「こ

の仕組みはシステムの安定性を示すひとつの特長である

とともに、またユーザにとっては、使い勝手の向上につな

がると思う。」（同社 代表取締役 張 林峰氏） 

  AVCON は、プレゼンス（在籍確認）、アプリケーション

共有、デスクトップ共有（リモート操作を含む）、ホワイトボ

ード、ファイル転送、チャットなどの基本的機能の他、会議

録画、テロップ表示（任意の文字メッセージを画面に向か

って右側から左側に流すことが可能）、多言語（日、英、中、

仏、独）、通信状況（参加者毎に通信状況をリアルタイム

で表示）、発言者点滅表示、ダブルモニター、DES による

創刊：1999 年 12 月 

発行日：毎月 15 日・月末 

取材・編集・発行：橋本啓介

mailto:editor@cnar.jp
mailto:pr@cnar.jp
http://cnar.jp
http://cnar.jp/


CNA Report Japan         

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CNA Report Japan                               2/7          Vol.10 No.17, September 30th, 2008 
 
 

暗号化などの機能を提供している。 

 

AVCON(エーブイコン) SD、HD混在会議例 

 

多地点接続例 

 

デスクトップ共有例 

さらに、会議中の画面構成（2 名表示や 8 名表示など）の

テンプレートを多数用意しており、会議の内容に応じて 適

な画面構成が選べるようになっている。その他、16:9 と

4:3(アスペクト比)や解像度、フレーム数（30 フレーム/秒対

応）、話者の切り替え（テレビ会議でのボイスアクティベー

トにあたる）機能なども提供している。 

  通信状況表示については、各参加者の映像を表示し

たウィンドウにその参加者の現在の接続帯域やフレーム

数などを表示することができる。発言者点滅表示は現在

発言している人のウィンドウを点滅させるもの。ダブルモニ

ター機能は、多人数の参加者を複数のモニターディスプ

レイに分けて表示する機能。つまり、Web 会議画面で、参

加者数が増えれば増えるほど１人当たりのウィンドウのサ

イズは小さくなるため１画面で全員を表示するのは無理が

ある。そのためこの機能では、多数の参加者を２、３のモ

ニターに分けたり、あるいは、一番目のモニターには参加

者を表示し、２番目のモニターにはデータ共有画面を表

示したりできる。 

 会議録画では、会議中の画面（映像、音声、データ共

有）をそのまま録画する方法と、会議中の参加者のウィン

ドウ（参加者ひとりひとりが表示されている画面の枠）のみ

を録画する方法と 2 種類提供している。再生は、AVCON

専用のプレーヤーを使い再生することができる。 

「ここまで必要かと思えるほどのシステム設定項目を用

意している。一見機能が多すぎて使いづらさを感じられる

かもしれないが、逆に言えばシステムの使い方あるいはネ

ットワークの状況などに応じて、こまかく AVCON のシステ

ムを 適化することが可能だ。そのため多様なシステムニ

ーズに対応できると思っている。」（同社 代表取締役 張 

林峰氏） 

AVCON はカスタマイズにも対応している。たとえば、タ

ッチパネルディスプレイとランチャー（ワンクリックでソフトウ

ェアの起動が行えるボタン形式のメニュー）を組み合わせ

ることによって、ワンクリックで会議を開催したり、あるいは、

パソコンの電源を ON したりするだけで、パソコン、

AVCON ソフトウェアの起動、そして会議の開催までワンタ

ッチで行えるカスタマイズも可能だ。 

 ログイン方法としては、システム管理者、ユーザをIDとパ

スワードをログイン画面で識別する。ユーザの場合は、ロ
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グインすることで、まずプレゼンスが画面上に表れて、現在

のログインユーザが一覧で表示される。そこで、相手との１

対１通話は、そのログインユーザをクリックすると、その通知

が即座に相手の画面上に送信され（画面上に着信を伝える

案内が表示される）、それを受けて相手が着信を承諾するこ

とで通話が開始する。 

一方、多地点会議の場合は、即時（アドホック）と事前予

約の 2 つを選べる。即時の場合は、ログインユーザを選択す

ることで相手を呼び出して会議を始められ、事前予約の場

合は、日時、参加者を選択することでその日時になったとき

に参加者へ会議開始の呼出が自動で行われる。 

 一方システム管理者は、ログインすることで帯域、フレーム

数、解像度の他、ユーザ登録管理などのシステム設定が行

える。ユーザ登録管理では、ID やパスワードの発行の他、

部門毎あるいは役職毎などのグループ分けも行える。「たと

えば営業部や管理者会議など定例化している会議などを、

AVCON で招集、会議を行う際に予めシステムでグルーピン

グしておけば便利だ。」（同社 代表取締役 張 林峰氏） 

 AVCON のライセンス利用費は、同時接続数による。１ライ

センス当たり 25 万円（税別）。クライアントソフトウエアのイン

ストールのみであれば、無償のため企業内にあるパソコン台

数分インストールをすることも可能だ。 

 サイバネットテクノロジ株式会社は、1999 年 3 月に東京都

内に設立。中国の上海に上海事務所及び関連会社と清華

大学の長江三角洲研究所に R&D 研究施設を持つ。画像、

流通、製造などに特化した業務アプリケーションやソリュー

ションパッケージの開発を行っている。現在は AVCON 以外

には、Cyber スクリーンシステム、Cyber 文書管理システムな

どのシステムを提供している。 

Cyber スクリーンシステムと AVCON を組み合わせると数

百インチのスクリーンを大規模ホールなどに設置し、遠隔講

演などの用途にも十分対応できるという。Cyber スクリーンシ

ステムは、プロジェクターを複数台組み合わせることで、あた

かも１台の投影機として動作するシステム。「Cyber スクリー

ンシステムと AVCON を組み合わせたソリューションも今後

提供を検討しているところだ。幅広く販売パートナーを開

拓し日本での販売拡大を図っていきたいと考えている。」

（同社 代表取締役 張 林峰氏）同社は、AVCON などを、

10 月 15 日から 17 日まで開催（日経ＢＰ社主催）の IT pro 

Expo 2008 Autumn 展 示 会

(http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html)に出展する

予定。 

 

 業界ビジネス動向-外国                 

■FMC や NGN を睨んだ米ラディシス社のメデ 

ィアサーバービジネス、日本を含めワールドワ

イドに展開 

 
RadiSys Convedia CMS-9000 

米ラディシス社（RadiSys Corporation）は、Convedia 

Media Server（コンベディア・メディア・サーバ）シリーズの

グローバル展開を積極的に行っている。 

Convedia Media Server は、IMS アプリケーション処理に

必 要 と な る MRFP(Multimedia Resource Function 

Processor)を搭載し、IP 電話、マルチメディア会議、ユニフ

ァイドメッセージング、ビデオメール、IP Centrex、IP コンタ

クトセンタなど多様な VoIP あるいは IMS アプリケーション

に対応している。また、ゲートウェイなどを組み合わせるこ

とで、インターネット、一般回線、衛星、ケーブルなど異な

ったネットワークにも対応する。さらにサービスプロバイダ

向けにも課金システム、セキュリティもサポートしている。 

従来の考え方では、アプリケーション毎に異なった個々

の装置あるいはサーバを必要としていたが、それらのプロ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html
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セッサー処理においては共通部分が多い。従ってメディア

サーバの基本的な考えは、そのプロセッサー部をひとつに

集約し各アプリケーションに対して共通化することにある。そ

うすることで、システムのトータルコストを下げるとともに、アプ

リケーション提供に柔軟性をもたらせるメリットがある。 

Convedia Media Serverシリーズは、「Convedia CMS-9000

（シャーシ型）」、「Convedia CMS-3000（1U タイプ）」、

「Convedia Software Media Server（ソフトウェア型）」の 3 種類

を提供している。 

IP Media Server(Convedia CMS-9000 等)システム構成例 

 

Convedia CMS-9000 は、大規模、通信サービス事業者向

けのシステム。一台あたり 24,000 ポートの全二重通信キャパ

シティを持ち、ハードウェアの全般的冗長化により通信キャリ

アが要求する高い信頼性を提供するという。 

会議アプリケーションの処理力としては、1200名の大規模

な音声会議に対応するとともに、CMS-9000 を複数台接続

（カスケード）するとさらに規模の大きな会議が可能。 

またテレビ会議もサポートしており、1 会議あたり 16 名まで

に対応している。ボイスアクティベート、多画面分割が可能

で、ゲートウェイを使うと IP と W-CDMA 携帯テレビ電話との

混在通話も可能だ。映像符号化は、H.263、H.264 に対

応。 

一方、Convedia CMS-3000 は、音声会議では、360 名

までの会議に対応している。もちろんカスケードするとキャ

パシティは増える。テレビ会議にも対応している。 

Convedia Software Media Server は、Linux 対応のソフト

ウエアタイプのシステム。ハードウエアサーバとしては、

「IBM System x3550 1U サーバ」、「IBM BladeCenter 

HS-21 ブ レ ー ド サ ー バ 」 、 「 RadiSys Prometium 

ATCA-4300 プロセシングモジュール」にインストールする

こ と で メ デ ィ ア サ ー バ と し て 使 用 で き る 。 RadiSys 

Prometium ATCA-4300 プロセシングモジュールは、

「RadiSys Prometium ATCA-6010 AdvancedTCA プラット

フォーム」に対応したモジュール。 

ラディシス社は、2006 年 9 月メディア・サーバ・ソリュー

ションを開発してきたカナダのコンベディア社（Convedia）

を 1 億 500 万 USD で買収。コンベディア社を傘下に置き、

組み込み技術から、FMC(固定網と携帯電話網を融合し

た通信サービス)や次世代インターネット NGN を睨んだ

VoIP や IMS アプリケーション向けのネットワークソリューシ
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ョン事業の展開を拡大させてきた。 

Convedia Media Server は、VoIP や IMS アプリケーション

向けプラットフォームとして同社が提供しており、現在世界

2500 システムが通信事業者、サービスプロバイダ、あるいは

企業で稼働している。音声会議や Web 会議サービスを提供

している大手サービスプロバイダー（CSP）もサービスプラット

フォームとして Convedia Media Server を採用しているという。

「CSP トップ 10 社のうち 9 社が当社のメディアサーバを採用

している。」（同社メディアサーバ ビジネスユニット プロダク

トマネージメント ディレクター Peter Birkwood 氏） 

今後は日本市場での Convedia Media Server の本格的な

販売を開始したいと考えている。 

「日本では、高品質で廉価なブロードバンドサービスと

NGN の動きが本格化している。そこで当社としては、ワール

ドワイドで実績がある Convedia Media Server を日本の通信

事業者、サービスプロバイダ、企業へ提供できないか考えて

いる。」（同 Peter Birkwood 氏） 

同社がひとつの可能性として見ているのが日本の電話会

議サービス市場だ。 

「Wainhouse Research 社によると、ワールドワイドの音声会

議サービスは、CAGR 年率 28%で伸びている遠隔会議シス

テム市場では 大のセグメント。年間使用時間数は、500 億

分に達しようとしている。そういった中で、従来の一般回線に

よるサービス提供から IP によるサービス提供へ急速にシフト

しつつある傾向が加速しているのが現状だ。 

その背景として、特に欧米では音声会議サービスは、コ

モディティ化しつつあり、分単位の利用料も非常に安くなっ

てきているのがまず挙げられる。 

しかし、音声会議サービス事業者からみると、従来の一般

回線でサービスを提供しつづけることに難しさがでてきてい

る。 

たとえば、顧客に応じた柔軟で豊富なサービスの提供や、

サービス事業者自身の事業コストの拡大などに、音声会議

サービス事業者などがかかえる課題がある。加えて、NGN

時代が本格化してくるなかで、音声会議サービスも含め多

様なサービスが IP 上で展開されてくるだろう。それらへの対

応もある。その時に当社のメディアサーバは時代のニーズに

マッチしたコストパフォーマンスの高いソリューションを提供

できると思っている。そのあたりに、当社のメディアサーバ事

業としての大きな可能性があるのではないかと見ている。」

（同 Peter Birkwood 氏） 

ラディシス社は、1987 年に設立（オレゴン州ヒルズボロ

ー市）。20 年以上に渡り組み込みコンピューティング技術

に注力してきた。従業員数は、650 名。うち 250 名以上が

R&D に従事している。インテル社とも戦略的なパートナー

シップを組んでいる。日本国内は、日本ラディシス株式会

社（東京都千代田区）が対応している。 

 

 業績発表                          

第二四半期(4 月-6 月期)  

 

■タンバーグ（ノルウェー） 

TANDBERG売上推移
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 タンバーグ社の第二四半期（4 月-6 月期）の業績発表が

7 月 14 日（北米、ノルウェー現地時間）に発表された。第

二四半期の売上は、1 億 9490 万 USD(約 203 億円)。 

 売上構成は、ビデオ会議端末が 66%、付加価値サービ

スが 15%、ネットワーク製品が 19%。ビデオ会議端末台数

は、16,483 台を販売し、前年同期の 13,512 台から 22%増

となった。またネットワーク製品の伸びが前年比で 93%と伸

びた。 

ＨＤへの動きについては、同社の業績発表会（同日）で

CEO Fredrik Halvorsen 氏はアナリストからの質問に対し

て、「ソフトウエアアップグレードで HD に対応できることが

特長だが、現在当社が販売しているもので 85%が HD だと

いえる。もちろん、導入環境に応じて必ずしも HD が必要

というわけではないが、エンドツーエンドで HD をサポート

したソリューションを当社が提供できる点は強みだ。」とい
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った趣旨の説明をした。 

 地域別では、北米が全体の売上のうち 45%を占め、EMEA

は 42%を、そしてアジア太平洋は、13%。アジア太平洋地域

については、前年同期の 1470 万 USD から今四半期は、

2,530 万 USD と大幅に伸びた。 

 

 市場動向                          

■米Wainhouse Research 社、第二四半期テレビ

会議市場（グローバル）状況発表 

 会議システム専門の米調査会社

Wainhouse Research 社(WR 社)が、

同社毎週発行のニュースレターで、

2008 年第二四半期（4 月-6 月）のテ

レビ会議システムのグローバル市場の状況について発表し

た。 

  エグゼキュティブ・デスクトップ・システム（オールインワン

タイプのシステムを指す）の売上は前年度に比べ成長が大

きく、また四半期成長率では、テレビ会議用のインフラ製品

がよい結果を示した。地域別では、アジア太平洋地域とスカ

ンジナビア地域が好調だった。 

第二四半期の専用端末のシェアは、ポリコムが 37%、タンバ

ーグが 30%、アエスラが 6%、ソニーが 5%、チームチャイナ（Ｃ

ＮＡレポート・ジャパン橋本補足：７社程度の中国メーカが含

まれているようだ。）が 16%、その他が 6%。 

詳細のレポートは、SpotCheck Videoconferencing Report

（20 頁、毎四半期発行、有料）で提供している。購読方法

は同社サイトを参照。http://www.wainhouse.com 

 
WR社統計：第二四半期専用端末シェア（台数ベース） 

 
WR社統計：第二四半期Room-Based(専用端末)、

Multi-Codec(テレプレゼンス)、Exec Desk(デスクトップ)、

各製品別シェア（売上ベース） 

 
WR社統計：第二四半期各国の市場サイズ（売上ベース） 

 
WR社統計：Endpoint Revenue(端末売上)、Endpoint 

Units(台数)、Infrastructure Revenues(インフラ製品売上) 

 

 Wainhouse Research, LLC 

http://www.wainhouse.com 
 
 
 

http://www.wainhouse.com
http://www.wainhouse.com
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 セミナー・展示会情報                           

<国内> 

■ITpro EXPO 2008 Autumn 
日時：10 月 15 日（水）-17 日（金） 

会場：東京ビッグサイト 東 4-6 ホール、会議棟 

主催：日経ＢＰ社 

内容・申込：http://itproexpo.jp/ 

*ビジュアルコミュニケーションパビリオン、講演あり。 

基調講演はシード・プランニング(テレビ会議/Web 会議の活用実

態と今後の製品動向)。講演企業は、ソニー（ソニーマーケティング

協賛）、日立コミュニケーションテクノロジー。 

展示会出展企業一覧； 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2008a/exhidir/index.shtml 

 

■グリーン IT 活用ソリューションセミナー 

～ 世界的に注目されている「グリーン IT」へ、いち早

く取り組むためには？！ ～ 
日時：10 月 23 日(木) 13 時 30 分～16 時 50 分(受付 13 時 00 分

～) 

会場：沖電気工業株式会社 愛宕ショールーム 

主催：沖電気ネットワークインテグレーション株式会社 

詳細・申込：http://www.okinw.co.jp/event/2008/081023.html 

*ビデオ会議ソリューションのプレゼンもあり。 

 

■Excellent Communication Summit 2008 
日時：10 月 24 日（金）10:00～18:30 （受付開始 9:30～） 

会場：株式会社大塚商会 本社ビル 

主催：株式会社大塚商会 

協賛：イー・モバイル株式会社 / 株式会社ウィルコム /  

NTT コミュニケーションズ株式会社 

KDDI 株式会社ソフトバンクテレコム株式会社 /  

ソフトバンクモバイル株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 / 日本タンバーグ株式会社 /  

日本電気株式会社 

ポリコムジャパン株式会社 / マイクロソフト株式会社 /  

ヤマハ株式会社 

UQ コミュニケーションズ株式会社 （アイウエオ順） 

内容・詳細：http://event.otsuka-shokai.co.jp/08/ecs/ 

 

<海外> 

■PUG Conference 2007(Polycom User Group) 
日時：10 月 19 日（日）－22 日（水） 

会場： アメリカ フロリダ 

主催：ポリコム・ユーザー・グループ 

詳細：http://www.pug.com/ 

＊ ポリコムのユーザーカンファレンス＆展示。  

 

■Wainhouse Research CSP Summit - Boston 2008 
日時：10 月 27 日（月） 

会場：アメリカ ボストン  

主催：Wainhouse Research, LLC 

詳細：http://www.wainhouse.com/cspsummit/ 

 

■IMTC 2008 Forum 

“Technology Meets Customer Needs – 
Unified Communications Supporting Business.” 
日時：11 月 12 日（火）-13 日（木） 

会場：St. Regis Hotel、サンフランシスコ 

主催：IMTC(International Multimedia Telecommunications 

Consortium) 

詳細・申込：

http://www.imtc.org/events/2008_11_12_fall_forum.asp 

  

■VoiceCon San Francisco 2008 
日時：11 月 12 日（火）-13 日（木） 

会場：MOSCONE North Convention Center、 

サンフランシスコ 

主催：A United Business Media company 

詳細・申込： 

http://www.voicecon.com/sanfrancisco/ 

 

■InfoComm Asia 2008 
日時：11 月 19 日（木）-21 日（土） 

会場：香港、the Hong Kong Convention & Exhibition Centre  

主催：InfoComm Asia Pte Ltd. 

詳細： http://www.infocomm-asia.com/ 

*会議システム関連のパビリオンも設置予定。（IMCCA 主催） 

 

 編集後記                            
今回もお読み頂きまして有り難うございました。レポート

していない記事がまだいくつかありますので次回以降掲

載いたします。 

11 月にサンフランシスコで開催される IMTC 2008 

Forum と VoiceCon に参加することにいたしました。両方の

会場はお互い隣接したところで開催されますので、参加

す る 者 と し て は 大 変 助 か り ま す が 、 も し 、 IMTC か

VoiceCon に行く予定がある方いらっしゃいましたら宜しく

お願い致します。また出来れば後日レポートしたいと考え

ています。 

次回も宜しくお願い致します。   

 

CNA レポート・ジャパン 代表 橋本 啓介 

http://itproexpo.jp
http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2008a/exhidir/index.shtml
http://www.okinw.co.jp/event/2008/081023.html
http://event.otsuka-shokai.co.jp/08/ecs
http://www.pug.com
http://www.wainhouse.com/cspsummit
http://www.imtc.org/events/2008_11_12_fall_forum.asp
http://www.voicecon.com/sanfrancisco
http://www.infocomm-asia.com
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