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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. 17 No.18 2015年 9月 30日    

 

 ビジネス動向-国内            

■エイネット：中国の上海縁通とテレビ会議

システムの中国総代理店契約を締結、中国

進出を本格化 
 （9月 17日） 

エイネット株式会社（http://www.anets.co.jp/）（東
京 都 千 代 田 区 ） は 、 上 海 縁 通

（ http://www.yuantong.cn/jp/ ）（中国・上海）と
FreshVoiceをはじめとするテレビ会議システム製品の

中国本土における総代理店契約を締結し、中国での販

売に本格的に参入する。 

上海縁通（設立：2001 年）は、プライベートクラ

ウド事業を展開する IT企業。設立当初は、中国在住の

外資系企業向けに IT システム構築サービスを提供し

ていたが、2008 年よりプライベートクラウド事業に

移行し、2011 年には、銀行、保険、基金、通信、化

粧品、物流など 100 社を超す顧客にプライベートクラ

ウドサービスを提供している。また、日本の大手通信

企業やコンピュータ企業ともパートナー契約を結び、

クラウドやデータセンサーを通じて日本と中国のビジ

ネスの橋渡しを行っている。 

今回の締結により、上海縁通は、エイネットの

FreshVoice をはじめとするテレビ会議/ビジュアルコ

ミュニケーション製品を中国全土で総代理店として独

占的に販売にあたる。また、中国側の回線やVPNルー

タなどのインフラ手配も同時に行うことで、中国との

テレビ会議環境の構築をワンストップで提供する。 

また、上海縁通が持つ、中国に進出している外資系

企業との太いパイプを活用し、顧客企業に対して

FreshVoice のほか、エイネットが日本を含むアジア向 

 

 

 

 

けに提供しているテレビ会議向けネットワークインフ 

ラ「GCC（グローバル・クラウド・カンファレンス）」

を提案していく計画もある。 

今回の締結によって、エイネットにとっては、上海

縁通の強力なネットワークを活用し、アジア内の企業

同士をテレビ会議 FreshVoice で結ぶための最初の第

一歩となる。 

 

■ブイキューブとパイオニア VC:国際間を結

ぶ独自のネットワークサービスにブラジル

を追加、サービスの利便性向上を実現 
 （9月 18日） 

 株式会社ブイキューブ（http://jp.vcube.com/）（東
京 都 目 黒 区 ） と パ イ オ ニ ア VC 株 式 会 社

（http://pioneer.vcube.com/）（東京都目黒区）は、海
外接続性向上の一環として、国際間を結ぶ独自のネッ

トワークサービスにブラジルを追加した。 

 各データセンターを接続している強力なバックボー

ン回線（IBMクラウドサービス「SoftLayer」）により、

南アメリカ地域との遠隔コミュニケーションをこれま

でよりも一層快適に実施できるとしている。 

対象のサービスは、遠隔多言語通訳サービス

「V-CUBE トランスレーター」、Web 会議サービス

「V-CUBE ミーティング」、遠隔サポートサービス

「V-CUBE アシスト」、Web 会議システム「xSync Prime 

Collaboration」。 

 来年は、リオデジャネイロオリンピックが開催され、

観光や出張など現地への大幅な渡航者が予想されてい

る。このような背景の中で、V-CUBE トランスレーター

http://www.anets.co.jp/
http://www.yuantong.cn/jp/
http://jp.vcube.com/
http://pioneer.vcube.com/
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は、ポルトガル語などに不安のある渡航者が旅先にお

ける宿泊先や移動先、医療機関などで安心して活用で

きるという。また、現地へ進出している法人や現地取

引先との国際間会議でも、24 時間 365 日、ストレス

なくスムーズに利用できるとしている。 

 

■ブイキューブ：ロボット関連事業を行う子

会社の株式会社ブイキューブロボティク

ス・ジャパンを設立 
（9月 28 日） 

 株式会社ブイキューブ（http://jp.vcube.com/）（東
京都目黒区）は、ドローンを中心としたロボット関連

事業を行う子会社、株式会社ブイキューブロボティク

ス・ジャパン（東京都目黒区）を 2015 年 10 月 1 日

に設立する。 

 
ブイキューブロボティクス・ジャパン（ブイキューブ） 

 ブ イ キ ュ ー ブ ロ ボ テ ィ ク ス ・ ジ ャ パ ン

（http://www.vc-robotics.com/ ）の事業内容は、ビ
ジュアルコミュニケーションを活用した、ドローンな

どロボテックスサービスの提供。資本金は 5,000 万円

（資本準備金を含む）。代表取締役には間下 直晃 氏

（ブイキューブ 代表取締役社長）が、また、取締役

には、高見 耕平 氏、船津 宏樹 氏が就任する。 

 これまでブイキューブでは、ドローンを中心とした

ロボティクス技術を提供するRapyuta Robotics株式会

社へ 2015 年 1月に出資、続いて同年 2月には実証実

験の公募を行うなどの取り組みを行ってきた。 

 これら実証実験を通じた顧客ニーズの把握や課題の

洗い出しなどを進めるなかで、今回の設立は、ドロー

ン関連のソリューション提供やサービス開発に関する

意思決定の迅速化を図り機動力と柔軟性を高めること

で、ブイキューブグループとしてのさらなる事業成長

を目指す。 

  

 ビジネス動向-海外            

■Dimension Data 社と Arkadin 社：「Cisco 

WebEx Cloud Connected Audio(CCA-SP)」

プラットフォームの提供で、グローバル

パートナーシップを締結 
 （9 月 23日） 

Dimension Data 社（http://www.dimensiondata.com/）
と Arkadin 社（https://www.arkadin.fr/）の両社は、
「Cisco WebEx Cloud Connected Audio(CCA-SP)」プ

ラットフォームを提供するため、グローバルパート

ナーシップを締結した。 

 両社ともNTT グループに属する企業で、Dimension 

Data 社が持つ UC インフラストラクチャ構築力と、迅

速な導入が可能でROI を短い時間で達成できるクラウ

ドモデルを提供する Arkadin 社のノウハウと実績を組

み合わせることで顧客への付加価値（ value 

proposition）を高めるのが狙い。 

 Dimension Data 社は、1983 年設立。67億ドルの事

業規模の ICT ソリューション＆サービス提供事業者。

一方、Arkadin 社は、ワールドワイドに中小から大企

業まで 37,000 社の顧客を持ち、33 か国に 56 のオペ

レーションセンタを展開し、19の言語でサービスを提

供している。 

 

 

 

 

 

http://jp.vcube.com/
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http://www.dimensiondata.com/
https://www.arkadin.fr/


CNAReportJapan           

_________________________________________________________________________________________________________________ 

CNAReportJapan                               3/4                     Vol.17 No.18, September 30 2015 
 

 

■Blue Jeans Networks 社：7,650 万ドルの資

金調達を実施、欧州・アジア・オーストラ

リアへのビジネス拡大を狙う 
 （9月 23日） 

Blue Jeans Networks 社（http://bluejeans.com/）
（米国・カリフォルニア州）は、ベンチャーキャピタ

ルより 7,650 万ドルの資金調達を実施した。 

 今回の資金調達に応じたベンチャーキャピタルは、

これまでの出資者である、Accel 社、Battery Ventures

社、Norwest Venture Partners のほか、あらたに、Glynn 

Capital 社、Quadrille Capital 社、Derek Jeter 社など。 

Blue Jeans Networks 社は 2009 年に創業、2011 年

よりクラウド型ビデオ会議サービスを開始している。

これまでに同社が得た資金総額は1億7,500万ドルに

達する。 

 Blue Jeans Network 社は、今回得た資金を、製品開

発へ投資させるとともに、欧州・アジア・オーストラ

リアにおけるビジネス開拓・拡大の目的に活用すると

している。 

 今回の資金調達が実現したのは、予約数（ARR）、サー

ビス販売額、利用契約者数、ミーティング開催数・分・

参加者数といった指標において記録的な実績を達成し

ているためという。 

 最近の動きとしては、API を公開することで業務

アプリケーションなどとのインテグレーションを可能

にしたり、今年に入り、フラッグシップのミーティン

グサービスのほかに、同社のサービスとして第二の柱

となるストリーミングサービス「Blue Jeans Primetime」

を提供開始している。 

 

参考：CrunchBase：Blue Jeans Network 企業情報 

https://www.crunchbase.com/organization/blue-jeans-network 

 

 

 導入・利用動向-国内          

■ブイキューブ：北陸銀行、「V-CUBE」を導

入し、顧客向け情報提供オンラインセミ

ナーを開催 
（9月 16 日） 

株式会社ブイキューブ（http://jp.vcube.com/）（東
京都目黒区）は、ほくほくフィナンシャルグループの

株式会社北陸銀行（http://www.hokugin.co.jp/）（富山
県富山市）が、「V-CUBE セミナー」を採用したと発表。 

北陸銀行では、2015 年 5月から 7月にかけて、「投

資信託」をテーマにした計13回のオンラインセミナー

を V-CUBE セミナーで実施し、顧客向け情報提供オン

ラインセミナーのインフラとして活用している。 

従来、同行では、平日の日中にホテルなどの会場で

実施するセミナーを行ってきた。しかし、少子高齢化

を控え資産形成や相続といったライフイベントを抱え

る顧客層には、現役世代でもあり来店や会場セミナー

での情報提供や対面取引は難しい場合が多かった。口

座の活性化や取引継続に向けた情報をどのように提供

していくかといった検討が進められ、ITを活用した手

段を模索していた。 

 ブイキューブは金融業界における顧客向け情報提供

セミナーに豊富な知見と万全のサポートを提供してい

る。また、顧客が「いつでも」「どこでも」「だれでも」

参加できる簡便性、さらには、特別なソフトウェアの

インストールや操作、サービス利用環境が必要のない

点などが決め手となり採用に至った。 

 ブイキューブとして今回の事例は、金融機関が顧客

に対して直接情報提供を行い、効率的に新規取引や継

続取引活性につなげることができた取り組みの好例と

考えている。 

 

 

 

 

http://bluejeans.com/
https://www.crunchbase.com/organization/blue-jeans-network
http://jp.vcube.com/
http://www.hokugin.co.jp/
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  PR                       

 

＞株式会社日立ハイテクノロジーズ 
http://cnar.jp/Hitachi-HighTech3.htm 

 

  セミナー・展示会情報                     
＜国内＞ 

 
■ITPro EXPO 2015 

日時：9月 30日（水）～10月 2日（金） 

会場：東京ビックサイト 

主催：日経 BP社 

詳細・申込：http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2015/ 

 

■大学におけるアクティブラーニングと教育 ICT  

― 長崎大学の事例をご紹介 ― 

日時：10月 8日（木）13:30～15:00（接続開始：13:20～） 

会場：オンラインセミナー 

主催：株式会社ブイキューブ 

講演者：長崎大学 ICT 基盤センター、ブイキューブ 

詳細・申込：
http://jp.vcube.com/event/seminar/20150915_1400.html 

 

■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 

日時：10月 23日（木） 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/319 

 

■Polycom Day--ビジネス環境の変化に合わせたビデオ会議

ソリューションへの移行、最適化、Microsoft Lync 連携など

をサポートするポリコム グローバル サービス ソリュー 

ションをご紹介します！ 

日時：11月 18日（水）15:30～16:30（開場：15:15～） 

会場：ポリコムジャパンセミナールーム  

主催：ポリコムジャパン株式会社 

詳細・申込：http://www.polycom.co.jp/company/events.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。 

 

 人材募集-国内                

遠隔会議関連企業での人材募集情報を掲載しています。 

 

■Acano 社--ビデオ会議ソリューション 

-セールスエグゼキュティブ（日本） 
http://acano.com/open_position/asia-pacific/sales-executive-japan/ 

-セールスエンジニア（日本） 
http://acano.com/open_position/asia-pacific/sales-engineer-japan/ 

 

 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-2015 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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