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 展示会レポート                      

 

ITpro EXPO 2008 Autumn 

10 月 15 日(水)～ 10 月 17 日(金) 

東京ビッグサイト 

主催：日経 BP社 
http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/index.html 

 
日経BP社が2004年からテレビ会議専門の展示会を始め

て以来、今年で 4 年が経ち、会議システム業界の主要な展

示会として認知されている。日経 BP 社の業界発展への寄

与は今まで大きかったし、これらも大いに期待されている。

今年も会議システム関連の企業は、ビジュアルコミュニケー

ションパビリオン/シアターを中心に 20 社以上出展してい

る。 

今年のビジュアルコミュニケーションパビリオン/シアター

の出展社は、アイ・ティー・テレコム、ウェブエックス・コミュニ

ケーションズ・ジャパン、エイネット、NEC エンジニアリング、

NTT アイティ、オーライソフトウェア、キヤノンソフト情報シス

テム、ジャパンメディアシステム 、情報工房、住友商事マシ

ネックス、ソニーマーケティング、東通産業、パナソニック コ

ミュニケーションズ、パナソニックＣＣソリューションズ、パナソ

ニック ソリューションテクノロジー、日立ソフトウェアエンジニ

アリング、日立ハイテクノロジーズ、ブイキューブ、プリンスト

ンテクノロジー、ポリコムジャパン、三菱電機システムサービ

ス、メディアプラス。その他、このレポートでは、沖電気工業

やサイバネットテクノロジも取材した。 

今年は、基調講演では、シード・プランニング IT・エレクト

ロニクスグループ 執行役員 原 健二 氏が、「テレビ会議

/Web 会議の活用実態と今後の製品動向」と題して講演。講

演レポートは、日経 BP 社でレポートしている。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081016/317101/ 

またビジュアルコミュニケーションパビリオンシアターでは、

日経 BP 社記者３名が日替わりで 新のトレンドについて説

明したセッションや、出展各社のプレゼンテーションが行わ

れた。 

一方、今年の IT pro Expo AWARD は、ネットワーク部

門でタンバーグ社のテレプレゼンスエンジン「C90」が受賞

し、タンバーグの国内販売代理店である、オーライソフトウ

ェア、情報工房、三菱電機システムサービス、メディアプラ

スが共同で賞を受けた。 

今回時間の関係などの都合で全ては取材できなかった

が、今後の定期レポートで機会があればレポートしたい。 

 

エイネット 

 
  エイネット株式会社（東京都千代田区）は、同社の Web

会議システム「Fresh Voice(フレッシュボイス)」のバージョ

ン 6 を発表した。来年 4 月より販売を開始する予定。 

バージョン 5（2006 年 10 月）発表時には、Global IP 

Sound 社と提携し、音声品質の向上やシンプルでわかり

やすい新しいユーザインターフェイスを採用（写真）。 

今 回 発 表 し た バ ー ジ ョ ン 6 で は 、 映 像 の HD

（1920x1080）化や、IP テレフォニー連携を視野に入れた

H.323/SIP にも対応した。 

Fresh Voice は、2008 年 4 月現在（同社ウェブサイト情

報）1000 社以上に採用されている。 

Fresh Voice は、基本パッケージとサーバパソコンの導

入の他、要望に応じてマイクスピーカ、プロジェクタ、パー
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ン・チルト型カメラなどもあわせて提供している。 

NECエンジニアリング 

 NEC エンジニアリング株式会社（東京都品川区）は、10 月

14 日発表した音声会議装置「Voicepoint IP」シリーズの新製

品 3 機種などを展示。 

 

14khz スーパーワイドバンド音声（G.722.1 C、ポリコムの

Siren 14 が音声符号化方式として標準化されたもの）、 大

6 地点の多地点接続機能、「IP 電話とアナログ電話」「アナロ

グ電話とオーディオ接続」「オーディオ接続と IP 電話」の 3

つ異なる回線種別間の接続、PC 画面からメニューや電話

帳の設定が可能（Web 画面機能）、無線 LAN(オプション)に

対応。PoE（Power Over Ethernet）モデルもある。 

 

NTT アイティ 

NTT アイティ株式会社（神奈川県横浜市）は、同社の

Web 会議システム「MeetingPlaza バージョン 5」を参考展示。 

MeetingPlaza バージョン 5 の特長は、以下の通り。（１）エ

コーやハウリング、空調音などのノイズを抑えクリアな音声通

話を可能にするエコーノイズ・サプレッサー技術「NOER(ノエ

ル)」を実装。NTT 研究所で開発した技術。（２）フレーム単

位の描画方式を採用し、動きのある画面でもより見やすくし

た。（３）AES 256bit を採用し、暗号強度を向上。（４）ユーザ

インターフェイスを改良、さらに使い易く。ASP サービス版は

12 月、パッケージ版は来年 2 月のリリースを予定している。 

 

 
MeetingPlaza は、2001 年販売開始以来、国内 2000 社

を越える企業から導入されている。 

 

沖電気工業 

 

 沖電気工業株式会社（東京都港区）は、今回の IT PRO 

EXPO 2008 Autumn に合わせて H.323 対応 PC ビデオ会

議システム「Visual Nexus」の新バージョンを発表。新しい

バージョンでは、4CIF 解像度、 大 16 画面合成、拠点表
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示などに新たに対応した。 

 

キヤノンソフト情報システム 

キヤノンソフト情報システム（大阪市北区）の Web 会議シ

ステム「IC3(アイシーキューブ)」を展示。 

今回の IT pro Expo では、今年 4 月に発売したフル HD

表示(1920x1080)の展示と、ポリコム社ビデオ会議システム

などの H.323 連携システムを参考展示（写真）。H.323 連携

システムは、11 月中旬発売。 

 

 
フル HD は、会議室同士を接続した大規模会議や社内集

合研修、検品作業など、映像を重視した用途により適用し

やすいと同社では考える。 

IC3 は、リアルタイムに利用帯域を変更（映像、音声、デー

タ共有を個別に制御）し利用環境へ柔軟な対応が可能で、

アプリケーション共有機能に特長がある。 

 

 

サイバネットテクノロジ 

 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)」や、

Cyber スクリーンシステムなどを展示。AVCON は、1080i 

HD（ハイビジョン）に対応、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、多言語、会議録画など

に対応している。SD、HD 混在の会議も可能。 

 

 

 また Cyber スクリーンシステムと AVCON を組み合わせる

システムも提供している。Cyber スクリーンシステムは、プ

ロジェクタ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。 

 

情報工房 

株式会社情報工房（東京都中央区）は、タンバーグの

ビデオ会議システムを展示。タンバーグから 近発表され

た「TANDBERG Codec C90」を使用したデュアルストリーミ

ング（HD 品質の映像とデータを表示、写真上）やシスコ IP

フォンとタンバーグのビデオ会議システムを連携（写真下）
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させたソリューションなどを展示。 

 

 
情報工房は、ビデオ会議システムなど企業のネットワーク

監視や障害監視などを行うシステム「netcrunch(ネットクラン

チ ) 」 や eHealth （ イ ー ヘ ル ス ） 、 Web 会 議 シ ス テ ム

「IVI-COMPO(アイブイアイ・コンポ)」、また、Web アプリケー

ションのレスポンスタイムなどのアプリケーショ ン・パフォー

マンスを統合監視するアプライアンス製品「OPNET ACE 

Live(オプネットエイスライブ)」も提供している。 

 

ソニーマーケティング 

 ソニーマーケティングは、11 月発売のビデオ会議システム

の新製品「PCS-XG80」を展示。ソニーマーケティング本社と

会場を結んだデモンストレーションなども行われた。 

720p（有効画素数 1280x720）と 1080i （有効画素数

1920x1080）に対応した HD 対応。1080i 対応製品は今回初

めて。フレーム数は、720p も 1080i も 大 60 フレーム/秒を

実現している。 

 

またデータ共有機能の強化を行った。720/30p の HD 

映像と H.239（ディユアルストリーム）による XGA/30fps の

PC 画面を同時に送受信することが可能。動きのある資料

などなめらかに再現できるという。その他パケットロス対応

を強化したインテリジェント QoS 機能も実装している。 

PCS-XG80 は、さらにユーザの使い勝手向上のための

機能強化も行っている。半透過型の新しいメニュー画面、

リモコン RF（赤外線）、ペンタブレットの採用の他、ビデオ

アノテーション、ブライトフェイス機能、ストリーミング機能、

メモリーステック Duo などに対応した。 

 価格は、115 万 5000 円（税込）。 

 

日立コミュニケーションテクノロジー 

 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー（東京都品

川区）は、従来から販売されている NetCS シリーズに加え

10 月 か ら 販 売 開 始 さ れ た 「 NetCS-HD 」 を 展 示 。

NetCS-HD は、HD に対応するとともに、2007 年 ITU-T に

て勧告された H.264/SVC を映像コーデックとして採用し

た。H.264/SVC は、パケットロスによる映像品質の低下に

強い仕組みを実装している点が特長。  
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会場ではパケットロスに対して H.264/SVC の効果を示す

デモが行われていた。20%程度のパケットロスでも映像や音

声の品質の低下は見られなかった。 

 NetCS-HD は、サーバに加え、ハードウエア端末のセットト

ップとクライアントソフトウエアの２タイプの製品を提供。また

IP テレフォニー連携や H.323 連携をサポート。 大 200 端

末での会議が可能。 

 

日立ハイテクノロジーズ 

 株式会社日立ハイテクノロジーズ（東京都港区）は、「ハイ

テクビジョン」として映像コミュニケーションの利用促進と普及

に力を入れている。 近同社では、ハイテクビジョンテクノセ

ンターも開設。今回の展示会では、映像・情報システムとネ

ットワーク技術を融合したコミュニケーション環境を紹介。 

 

同社が国内販売しているライフサイズ・コミュニケーショ

ンズ社の HD ビデオ会議システムの他、各社の多地点接

続装置を展示、デモンストレーションした。 

またテレプレゼンスシステム「RIPPLE(リップル)」、可動

式のディスプレイ搭載型の「Solo(ソロ、ディスプレイ１画

面)」、「Duo(ディユオ、ディスプレイ 2 画面)」も展示され、こ

れらは日立ハイテクノロジーズが開発。 

 

プリンストンテクノロジー/ポリコムジャパン 

  
プリンストンテクノロジー株式会社(東京都千代田区)

は、 

ポリコムジャパン株式会社（東京都千代田区）と共同で出

展。 

「Polycom HDX シリーズ」「Polycom RMX シリーズ」

「Meeting Organizer（ミーティング オーガナイザー）」、

「Polycom RSS 2000」、「Polycom Converged Management 

Application(ポリコム・コンバージド・マネージメント・アプリ
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ケーション)」などを展示。 

 Meeting Organizer は、Polycom RMX 2000 向けにプリンス

トンテクノロジーが開発した会議マネージメント＆スケジュー

リング ソフトウェア。将来的に Polycom RMX 1000 にも対応

する予定のようだ（同社ホームページ情報）。日英言語に対

応し、Polycom ARENA Partner Program 認定製品。 

 

三菱電機システムサービス 

 三菱電機システム

サービス株式会社

（東京都世田谷区）

は、ビデオ IP フォン

「TANDBERG E20」、

「Movi」を展示。 

  TANDBERG E20

は、2008 年 6 月に

発表され 2009 年 1

月以降販売開始予

定。10.6インチ液晶

デ ィ ス プ レ イ 搭 載

（ WXGA 対 応 ） 、

DVD 品質の w448p(768×448) 解像度、広帯域 20kHz な

どをサポートし従来よりも低コストで導入ができるという。 

 TANDBERG Movi は、2007 年 5 月に発表された SIP 対応

の PC ビデオ会議システム。日本タンバーグによると、来年

には HD 解像度に対応する予定。 

 

メディアプラス 

 メディアプラス株式会社（東京都千代田区）は、タンバーグ

の HD 対応新製品「 Codec C90」と「Codian MCU4500」を使

用した 1080p のフル HD 対応テレビ会議のデモンストレーシ

ョンを行った。国内で初めての 1080p 多地点テレビ会議接

続。 

C90 は、 大 4 拠点までの多地点接続機能を内臓。それ

以上の場合は、テレプレゼンスサーバー「TS 8710」が対応

する。単体で 1080p 30 フレーム/秒の画像の送受信が可

能。また H.239 のデュアルストリームも 1080p 30 フレーム/

秒をサポート。 

カメラについては、 大 12 倍ズームの TANDBERG 

Precision HD カメラも提供している。カメラは天井つりも可

能で傾きを自動認識し、フリップ機能で上下調整が行え

る。 

 

 

また 大 12 個の 1080p HD 入力インターフェイス、 大

8 個のマイク入力、 大 5 個の同時ビデオ入力などに対

応し、タンバーグから発表されているテレプレゼンスシステ

ムである「TANDBERG T1」や「TANDBERG T3」のエンジ

ンとして、またサードベンダー構築のフル HD システムとし

ても活用できる。 

 同社では、タンバーグ製品以外にも、同社で扱っている

米 Avistar Communications 社開発の H.323 対応 Web 会

議システム「Avistar(アビスター)」もブースにて紹介した。 

 
(IT pro Expo 2008 レポート終わり) 
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