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 製品・サービス動向-国内                 

■ポリコムジャパン、中小企業向けのエントリーモ

デルビデオ会議システム２機種発表 

 ポリコムジャパン株式会社（東京都千代田区）は、エントリ

ーモデルのビデオ会議システムを２機種発表した。（7 月 8

日）ひとつは、HD に対応した「Polycom HDX 6000 シリーズ」

と、もうひとつは、480p SD に対応した「Polycom QDX 6000」。

Polycom HDX 6000 シリーズは、8 月中旬、Polycom QDX 

6000 は、7 月下旬から出荷を開始予定。 

 

Polycom HDX 6000 シリーズ 

 Polycom HDX 6000 シリーズは、Polycom HDX シリーズの

エントリーモデルに当たる HD ビデオ会議システム製品。ハ

イエンドモデルと同じソフトウエア プラットフォームで設計さ

れており、カメラや本体はハイエンドモデルと同じデザインを

採用している。 

通信回線は、H.323 と SIP に対応（IP 回線のみ）。

720p/30fps の HD 映像と HD コンテンツ表示（H.239 および

Polycom People + Content IP 対応）、そして、22kHz の HD

ステレオ音声に対応している。通信帯域は、832kbps から

2Mbps の帯域。通信時には、パケットロス時の映像音声デ

ータ修復機能である「Polycom LPR」をサポートしている。 

内蔵多地点接続機能には非対応。映像表示については、

シングルモニター対応。ディユアルモニターについては、

エミュレーションで可能。スペースや予算の都合でディス

プレイを 1 台しか設置できない場合でも、人物映像とコン

テンツを同時に表示したり、相手側と自局側の映像を同

時に表示したりすることが可能。 

Polycom HDX 6000 シリーズ背面 

 

 さらに、CMA、RMX、DMA、

VPB、RSS などポリコムが提

供しているインフラ装置とも

シームレスに統合できる。加

え て 、 「 Microsoft Office 

Communications Server 2007

（OCS）」などをはじめとする

主要なユニファイド・コミュニ

ケーションに対応する。 

Polycom HDX 6000 シリー

ズは、カメラ、モニタ、マイク、

LAN ケーブル、電源ケーブ

ルの 5 つのステップでセット

アップが簡単にできると同社

では説明する。またプラズマ

ディスプレイと簡単に接続で

きる HDMI ケーブルに対応し

ている。 

今回 Polycom HDX 6000 シリーズで発売されるのは

「Polycom HDX 6004」パッケージ。本体、Eagle Eye カメラ、

HDX マイクアレイ、リモコン、ケーブル、People+Content 
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IP データ共有ライセンス付き。メーカー希望小売価格は、83

万円（税別）。 

 

Polycom QDX 6000 シリーズ 

一方、Polycom QDX 6000 シリーズは、Polycom QDX 

6000 シリーズは、ＨＤを必要としないビデオ会議環境ニーズ

に対応するエントリーモデル製品。 

256kbps から 4Mbps の幅広い帯域で 4SIF/4CIF に対応。

ステレオ音声（Siren 22、Stereo Surround 音声技術）、ワイヤ

レスでのコンテンツ共有機能（People + Content IP、VGA 入

力）、ワイドスクリーン（16:9）と標準テレビスクリーンサイズ

（4:3）、ディユアルモニターや最大５つの映像ソースを搭載

（カメラ、ＰＣ、ドキュメントカメラ、DVD プレーヤー）などに対

応している。さらに Polycom LPR、暗号化 AES 機能搭載。 

Polycom QDX 6000 パッケージは、本体、Polycom Eagle 

Eye QDX カメラ、QDX マイクアレイ（２）、ケーブル、リモコン。

その他、QDX カメラ用ケーブル（10m）、Polycom QDX 6000

用コンテンツケーブル（PC からの音声およびビデオ共有用

接続ケーブル）も提供している。メーカー希望小売価格は、

57 万 8,000 円（税別）。 

 同社によると、Polycom HDX 6000 と Polycom QDX 6000

は、高性能、高品質でありながら、中小規模企業や大企業

の中小規模拠点に必要な機能だけを搭載することで、数回

分の出張費で導入コストをまかなえるほどの低価格化を実

現したという。 

 今回の発表で、製品ラインとしては、HDX シリーズ、QDX

シリーズ、VSX シリーズの 3 シリーズとなるが、基本的な選択

方法としては、HD 品質、OCS との統合、大規模展開と一元

管理などのニーズには、HDX シリーズが、一方、SD 解像度

でありながら 4CIF などの高解像度を求めながらも低価格、

低帯域、IP のみの小規模設置使用、専任の IT 担当者が

いない場合は、QDX シリーズが最適と同社では説明する。

また VSX シリーズについては、すでに VSX シリーズでビ

デオ会議システムの社内ネットワークが構築されている、

ISDN 接続が必要などといった場合に適しているという。ち

なみに VSXシリーズは、OCSの前身であるLCS(Microsoft 

Live Communications Server)にも対応している。 

ポリコムは、社内のコミュニケーションを効率化すること

で、会社全体の生産性を上げることができると考えており、

それに対して、エンタープライズから中小企業、そして

SOHO までいろいろな環境に対応できるテレプレゼンスシ

ステムやビデオ会議システム製品をエンドツポイントからイ

ンフラ製品まで幅広く提案できる点に強みがあると同社で

は見ている。 

一昔前に比べ、高価であったビデオ会議システムは、

昨今リーズナブルかつ簡単に導入できるようになったこと

で、ビデオ会議導入の ROI に対する認知が広がっている

という。今回そういった背景から 2 モデルを発表。それに

加えて同時に HDX シリーズの価格改定も行った。平均し

て 20％価格をさげた。今後、中小企業をカバーした認定

代理店も増やしたい考えがあるという。 

 

■VTV ジャパン、テレビ会議ソリューションに

特化したソフトウェアの開発・販売を開始 

 VTV ジャパン株式会社（東京都千代田区）は、テレビ会

議ソリューションに特化したソフトウェアの開発を開始した。

今回その最初の製品として、多地点会議の予約・監視を

可能にするサーバーソフトウェア「X.commander(エックスコ

マンダー)」を 7 月 23 日より販売開始した。 

 X.commander は、今まで内蔵 MCU オプションを利用し

た多地点会議では行えなかった、会議予約を可能にする。

サーバーソフトウェアは、内蔵 MCU オプションを搭載した

テレビ会議システムと同ネットワーク上に設置したサーバ

にX.commanderをインストールするだけで、PCのブラウザ
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から、会議の事前予約や通信状況の監視、会議履歴の取

得などが可能になる。 

 

 月ベース会議予約スケジュール画面（VTVジャパン資料） 

 
多地点会議接続状況を表示した画面（VTVジャパン資料） 

  X.commander は、現時点では、アエスラ社製テレビ会議

端末の内蔵 MCU オプション搭載機のみに対応する。同社

では、今後もメーカーサイドでカバーしきれないユーザの細

かなニーズに対応できるソフトウェア製品の開発を行ってい

く考えだ。 

 提 供 価 格 は 、 163,000 円 （ 税 抜 き ） 。 提 供 形 態 は 、

CD-ROM（１枚）。動作環境は、インストールサーバ側で、

CPU が Pentium4 2.0GHz 以上、Window Server 2003、空き

HDD 容量は、10GB 以上。メモリー512MB。クライアント PC

側は、CPU が Pentium4 2.0GHz 以上、Windows XP、メモリ

ー 512MB 、 ブ ラ ウ ザ が Internet Explorer 7 、 FireFox 

Ver.3.0。 

 

 

■ウィルパソコンスクール、FlashベースのWeb

会議システムとASPサービスを提供 

システム開発やパソコンスクールを経営するウィルパソ

コンスクール（大阪市北区）は、Web 会議システム「Live 

Space(ライブスペース)」を開発・販売している。 

Live Space は、アドビシステムズ社の Flash プレイヤー

プラグインをインストールしている PC ブラウザであれば特

別なソフトウェアを別にインストールすることもなく、すぐに

Web 会議が行える。 

「Live Space は、ひとつの画面だけで操作が直感的に

行えるシンプルな設計で、導入したその日から使えるやさ

しいシステムだ。パソコンが少しでも使えればマニュアル

なしで、使い始めて 30 分もあれば十分慣れることができる。

さらに、Flash ベースのためインストールや設定作業はなく、

ソフトウェアのアップグレードは自動で行われる。社内に

専門のシステム管理者は不要だ。メンテナンスフリーの上、

低コストで導入、運用できる。」（ウィルパソコンスクール 

代表 尾上祥一氏） 

 

ログイン画面：入力画面下には参加者へのお知らせを表示す

ることが可能。（ウィルパソコンスクール資料） 

Live Space は、まず指定されている URL にアクセスする

ことでサーバに ID とパスワードによるログインを行う。ログ

インが完了すると、会議室と現在ログインしているユーザ

の一覧が表示される。 

Live Space では複数の会議を同時に開催することが可

能でログイン後、複数の会議室が画面上に表示される。

その画面では、それぞれの会議室の状況がひと目でわか
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るようになっており、会議室が空いているか使われているか

の他、使われている場合、誰が何人会議しているか、あるい

は、会議室がロック（鍵）されているかどうか、満室かどうかと

いった状態がわかりやすく表示されている。(写真下) 

 

一方参加者一覧は、画面に向かって右側に上から一列

に表示され、ここのログインユーザのサムネイル写真が表示

され、ユーザを選択すると、その人の PC 画面にポップアッ

プで小画面がアラートのように出てくる。そうすることで相手

との通話が行える。多人数での会議の場合も、同じように参

加者を選んでクリックすることで会議室に招待する。 

 

 

Live Space会議画面（上３写真ウィルパソコンスクール資料） 

そして会議が始まる。会議室の画面上部には、共有ド

キュメント、ホワイトボードなどの操作メニューが並び、その

反対の下部には、テキスト入力やチャット操作のためのメ

ニューが選択できるようになっている。そしてそれらメニュ

ーの間には、共有資料を表示するスペース、右手には、

参加者の映像が並ぶといった画面の構成になっている。 

Live Space の標準的な機能は、ライブ映像と音声、資

料共有、ホワイトボード、チャット（個別と全員）、暗号化、

マイドキュメントなどの機能を提供している。 

映像と音声については、ネットワークの状況をリアルタイ

ムで検知しそれにより送受信を自動調整することで帯域

に応じた品質の高い映像と音声が可能だ。 

参加者ひとりひとりの映像ウィンドウは、画面上のどこで

もドラッグアンドドロップで簡単に移動させたり、そのウィン

ドウのサイズを大中小と大きさを変えたりすることも可能だ。

また相手の音声のミュート（消音）やボリューム調整なども

可能だ。 

資 料 共 有 で は 、 マ イ ク ロ ソ フ ト  Word 、 Excel 、

PowerPoint、CAD 等の資料を PDF ファイルに変換し、サ

ーバにアップロードすることで会議中に資料を全員で共

有できる。共有した資料の回転や反転、拡大縮小ができ

る。 

共有せずに自分のＰＣ画面だけに表示させたい場合は、

マイドキュメント機能を使用する。これにより、たとえば、共

有前に事前に自己チェックしたり、会議中に発言するメモ

として使えたりする。このファイルは、簡単な操作で他の参

加者と共有させることが可能だ。共有時の書き込みなどの

操作は、参加者が自由に行える。 

共有させる際の PDF 化は、マイクロソフトオフィスの

2007 版で提供されている PDF 機能を使うことで PDF ファ

イルを作成するが、それ以前のオフィスのバージョンでは、

その機能が内蔵されていないため、アドビシステムズ社な

どの PDF ソフトでファイル変換させる。 

「今後は、ワードやエクセル、パワーポイントなどのファ

イルをそのままサーバにアップロードすることですぐに共
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有できる仕組みを検討したいと考えている。」（尾上 祥一

氏） 

さらに会議中、セキュアな会議を行うために Live Space は、

ビジネス用途などに必要な暗号化を標準実装。暗号化には、

RTMPE 方式を採用し標準的な 128 ビットの暗号強度を提供

している。「RTMPE 方式では、ブラウザの標準的な暗号方

式である SSL よりも、20～30%高速に動作できる特長があ

る。」（尾上 祥一氏） 

また企業のファイアーウォールに対しては、80 番ポートと

1935 番ポートを使用することで、煩雑な設定等なしで外部

の Live Space クライアントとセキュアに通信が可能。 

Live Space は、サーバーライセンス導入と ASP サービスの

両方で提供されており、Web 会議に必要な標準的な機能を

低コストで提供している。ASP サービスでは、1 ID を 1,280 円

から提供している。また導入しやすいように 20 日間の無料ト

ライアルも提供している。 

ウィルパソコンスクールは、2000 年にパソコンスクール企

画運営で事業開始。その後 2003 年からは、Web 制作、シス

テム開発、ERP システムの開発や販売、およびコンサルティ

ング事業も行う。Live Space の総販売代理店は、株式会社

ジェイアイズ（大阪市北区）。 

 

 事業動向-国内                       

■三菱電機システムサービス、国内初の

TANDBERG ASP に認定 

 日本タンバーグ株式会社（東京都港区）は、三菱電機シス

テムサービス株式会社（東京都世田谷区）がタンバーグ販

売代理店として、国内初の TANDBERG ASP(Accredited 

Service Partner:アクレディティド・サービス・パートナー)に認

定されたことを発表した。（7 月 1 日） 

 TANDBERG ASP プログラムは、世界中で導入ユーザが同

じレベルのサービスが利用できるような体制を確立するため

に、タンバーグがパートナーの支援とサポートを目的とした

グローバルなプログラム。2005 年から世界各地域において

ASP の認定を行っている。 

厳正な審査をクリアした ASP 認定のパートナーは、ASP 向

けのトレーニングや ASP フォーラムへの参加などを通じて、

統一された高度な技術レベルと保守スキル、トレーニング

されたスタッフによるヘルプディスク、充実したテスト環境

を備えたラボなど、世界中で一定の基準を超えた質の高

いサービスを提供する。 

 三菱電機サービスは、2006 年からタンバーグの販売代

理店。今回 ASP に認定されたことで国内の導入企業だけ

でなく、グローバルで統一されたサービス提供を求めてい

る海外企業の日本進出あるいは日本オフィスのニーズに

応えることができるという。 

 三菱電機サービスは、1987 年よりビデオ会議システムの

据付・保守業務を全国規模で行い、一般企業や官公庁

での導入実績がある。さまざまな導入事例を通して、ビデ

オ会議ソリューションプランの提供を行っている。 

 

 製品・サービス動向-海外                   

■米ヒューレット・パッカード社、HP Halo テ   

レプレゼンスシステムを使ったWebキャステ  

ィング製品を発表 

  米ヒューレット・パッカード社は、HP Halo 製品を使用し

た Web キャスト「HP Halo Webcasting(ＨＰハローウェブキ

ャスティング)」を発表した。（6 月 29 日） 

  HP Halo Webcasting は、Web キャストの計画、スクリプ

トの作成、ビデオの製作、編集、配信などの機能を備えて

おり、Halo テレプレゼンス端末機器から、Web キャストコン

テンツをライブまたはオンディマンドで製作して外部視聴

者に対して配信することができる製品。自宅やオフィス、

外出先から PC を使った Web キャストの視聴や HP Halo

の Web キャスティング主催者とのコミュニケーションも行う

ことが可能。また１つの Web キャストには、最大 3 人のプレ

ゼンターが別々のサイトからも参加できる。 

 Web キャストを行う場合は、「HP Halo Collaboration 

Studio 」 、 「 HP Halo Meeting Room 」 、 「 HP Halo 

Collaboration Center」など全ての Halo 端末機器製品を使

用できる。 

 今回発表された HP Halo Webcasting について、同社に
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よると、HP ユニファイド・コミュニケーションおよびコラボレー

ション製品の機能を拡張し、グローバルなコミュニケーション

のソリューションを導入するユーザのニーズを満たし、さらに

多くの選択肢を提供する製品と考えている。 

 

 事業動向-海外                        

■米ポリコム、グローバルセールスのトップに

Andrew M. Miller 氏が就任 

 米ポリコムは、Andrew M. Miller 氏がグローバル フィール

ド オペレーション担当上級副社長に就任することを発表し

た。 

Miller 氏は、ポリコム全世界約 700 名の営業担当者で構

成するポリコムのグローバルセールスを率い、チャネルパー

トナーや戦略的アライアンスパートナーで構成される大規模

なエコシステムを統括する。 

Miller 氏は、テクノロジー業界で 28 年の経験がある。今回

ポリコムに入る以前は、シスコシステムズやタンバーグでの

経験を通して、グローバルな営業組織を統率し、また最高

幹部としてその成長を導いてきた実績があり、加えて企業、

サービスプロバイダー、政府機関などのグローバルな専門

知識を有し、営業、マーケティング、戦略、製造、エンジニア

リングなどの各部門の管理経験も豊富だという。 

同氏の就任によって、ポリコムの収益力と競争力の向上

に重要な役割を担うだけでなく、経営陣の強化においても

非常に大きな力となるとポリコムでは期待している。 

 

■米ヒューレット・パッカード社、HP プロカー

ブ・ネットワーキング事業と HP Halo ビジネス

の連携強化、ユーザにワンストップで提供 

  米ヒューレット・パッカード社は、サーバ、ストレージ、ソフ

トウェア、ネットワーキング、サービスなど企業向けのソリュー

ションを提供する HP プロカーブ・ネットワーキング事業と HP 

Halo ビジネスの連携強化のための組織再編を行うと発表。

（6 月 29 日） 

 両事業を連携させることで、ネットワーキングの選択肢やサ

ービスも含め、ビデオコラボレーションに関するすべての

コンポーネントをユーザにわかりやすい構成で統合、ワン

ストップで提供することが可能になった。 

 

■AT&T 社、BT社、Tata Communications 社  

の 3 社、Cisco TelePresence の相互の端末接

続を、通信事業者間でも実現 

 AT&T 社、BT 社、Tata Communications 社 3 社は、シス

コ シ ス テ ム ズ 社 の テ レ プ レ ゼ ン ス シ ス テ ム 「 Cisco 

TelePresence」の相互の端末接続を、通信事業者間

（inter-carrier Cisco TelePresence connections）でも可能

とするサービスを発表した。 

 こ れ に よ り 、 同 じ 企 業 内 に 設 置 さ れ た Cisco 

TelePresence 間の接続や、企業間の接続サービスに加え、

通信事業者間接続も可能になった。 

この通信事業者間接続は、Cisco Live 2009 においても

デモンストレーションが実施され、AT&T のテレプレゼンス

施設があるベッドミニスターやモリスタウン（ニュージャージ

州）、シカゴ（イリノイ州）、また、ＢＴのテレプレゼンス施設

があるコロラドスプリング（コロラド州）、そして、Tata 

Communications のテレプレゼンス施設があるボストン（マ

サチューセッツ州）とロンドン（イギリス）をつないだ通信事

業者間接続を実施した。通信事業者を越えた接続とはい

え、信頼性やセキュリティは十分提供されているという。 

 シスコシステムズは、すでに 350 以上の企業などの団体

組織に 2,300 台以上のテレプレゼンスシステムを納入した。

またシスコシステムズ社内でも現在 500 台以上のシステム

が稼働しているという。 

 

 利用導入事例-海外                       

■英 BT 社、ネスレに Cisco TelePresence と

MPLS ネットワークを組み合わせたマネージ

ドサービスを提供 

  英 BT 社（日本法人：BT ジャパン株式会社）は、Cisco 

TelePresence を使用した BT グローバル・ビデオ会議サー
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ビスをネスレ（日本法人：ネスレ日本株式会社）に提供するこ

とで両社は合意した。（6 月 25 日） 

 今回提供されるサービスは、シスコシステムズの「Cisco 

TelePresence」と、BT が提供している MPLS(マルチ・プロトコ

ル・レベル・スィッチング)ベースのネットワークを組み合わせ

たマネージドサービス。そのサービスには、「ビデオビジネス

ユニット（VBU）コンシェルジェ・サービス」も提供されるため、

質問やトラブルにも対応できるサービス構成になっている。 

 ネスレでは、当初、世界に点在する同社の中心的なオフィ

スを結んで提供される予定で、このサービスを利用すること

で、国際間での社内ミーティングやコラボレーションの効率

化、また出張費の削減を図る。 

 

 セミナー・展示会情報                            

<国内> 

■Business IT Forum 2009 

最新テレビ会議システムで実現！経費削減と生産性向

上の両立！ ～適正なテレビ会議システムの選定ポイ

ント～ 
日時：8 月 6 日（木） 13:30-14:30 

会場：株式会社大塚商会 本社ビル 3 階（東京） 

主催：株式会社大塚商会 

詳細・申込： 

テレビ会議セミナー詳細： 

http://event.otsuka-shokai.co.jp/09/0807bif/index.asp 

Business IT Forum 2009 詳細：（8 月 6 日、7 日他製品関連のセミ

ナーもあり） 

http://event.otsuka-shokai.co.jp/09/0807bif/ 

 

<海外> 

■NexCom Expo 2009 (Fall session) & CIPCC 2009 

(China IP Communications Conference)  
日時：9 月 23 日－25 日 

会場： 中華人民共和国 上海市 

主催：全球 IP 通信連盟 

詳細：http://www.cipcc.cn/ 

*ユニファイド・コミュニケーション、会議システム、ワイヤレス、IPTV

展示会＆カンファレンス。 

 

■The PUG 2009 Annual Conference(Polycom User 

Group) 
日時：10 月 11 日－14 日 

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 

 編集後記                            
今号もお読みいただきまして誠にありがとうございまし

た。 

 

◆財団法人労務行政研究所が実施した出張費用の削減

状況調査によると、厳しい経済状況を反映して国内出張

については、53%、海外出張については、44%の企業が最

近 2 年間に費用を削減したことがわかったそうです。その

中で、国内出張において出張回数の削減や日当宿泊料

の見直しの他、33.3%の企業でテレビ会議の導入・活用を

行ったという結果がでています。また非製造業よりも製造

業、規模が大きな企業ほど導入と活用がすすんだようで

す。会議システムが企業の選択肢の中に現実的に入りつ

つあるということを示しているのではないかと思います。 

https://www.rosei.or.jp/ 

 

◆今年は、例年お休みしていました 8 月 15 日の発行を行

う予定です。まだまだレポートしていない記事がありますの

で、お休みなしにしました。また Infocomm レポートですが、

だいぶ遅れましたが 8 月の号で掲載したいと考えていま

す。 

 

今後とも宜しくお願い致します。  （橋本啓介） 

http://event.otsuka-shokai.co.jp/09/0807bif/index.asp
http://event.otsuka-shokai.co.jp/09/0807bif
http://www.cipcc.cn
http://www.pug.com
https://www.rosei.or.jp
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