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 製品・サービス動向-国内            

■ジランソフトジャパン：初期費用０円、1

ユーザ 1,190 円からの Web 会議ソリュー

ション販売開始 
（Dream news：1 月 27 日） 

 株 式 会 社 ジ ラ ン ソ フ ト ジ ャ パ ン

（http://www.jiransoft.jp/）（東京都新宿区）は、企業

や自治体向けにWeb会議ソリューション「VideoOffice」

を 1 月 28 日より発売する。 

 

VideoOffice（ジランソフトジャパン） 

 VideoOffice は、15 年間以上 Web 会議サービスを提

供してきた実績のある 4NB 社の製品。現在、米国をは

じめ、日本、中国、韓国の 2,500 社以上にサービスを

提供しているという。 

 VideoOffice は、PC、iOS、Android 端末に対応し

つつ1ユーザ1,190円からと業界最安値でありながら、

ホワイトボード、文書共有、Web ページ共有、遠隔操

作などビデオ会議に必要な機能を標準装備しており、

最大 300 人までの同時会議も可能となっている。クラ

ウドもしくはオンプレミスいずれの環境でも利用でき

る。 

映像は HD に対応し、会議参加人数や用途にあわせ

て 19 種類のビデオモードを提供している。Internet 

Explorer・Chrome・FireFox・Opera・Safari など多く

のブラウザに対応し、AES・SHA-1・VOENC などデー 

 

タ別二重暗号化設計によって会議データも個人情報も

安全という。さらには、NAT や VPN 環境など多様な

ネットワーク環境をサポートしている。対応言語につ

いては、日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓

国語・タイ語・ベトナム語となっている。無料トライ

アルも提供する。 

 利用料金について。クラウドでの利用では、初期費

用はかからないが、ユーザライセンス料が月額 1,190 

円/人～（税抜）。 

 一方、オンプレミスでは、初期費用はクラウドと同

じくかからないが、ユーザライセンス料が 6 万円/人と

なっている。ただし、サーバ基本ライセンスが 80 万

円が別途かかる。 

 同社としてはビデオ会議ソリューション市場が今後

も順調に拡大していくと期待している。企業のグロー

バル化がさらに加速し、2020 年東京オリンピック開

催とそれに伴う外国人観光客の増加により、拠点間の

コミュニケーションや外国語のオンライン教育需要が

増えると見込む。 

 

■エイネット：テレビ会議/Web 会議システ

ム「FreshVoice」がユニバーサルWindows

プラットフォームに対応 
 (1 月 28 日) 

エイネット株式会社（http://www.anets.co.jp/）（東

京都千代田区）は、テレビ会議/Web 会議システム

「FreshVoice」が UWP（ユニバーサル Windows プラッ

トフォーム）に対応したと発表。 

 マイクロソフト社は、Windows アプリのクロスプ

ラットフォーム化を推進しており、Windows8 から異

なるプラットフォーム間のアプリの共通化を行ってき

http://www.jiransoft.jp/
http://www.anets.co.jp/
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たが、たとえ同じソースを使ったアプリであっても、

X86/64系のPCとARMベースのスマートフォンでは、

別々の実行プログラムを用意する必要があり、

Windows ストアでも、それぞれ別々のアプリとして提

供されてきた。 

 Windows10 から新たに採用された次世代アプリ基

盤 UWP では、PC/タブレット、スマートフォンのみな

らず、ゲーム機（XBOX）、組み込み機器などであって

も、Windows10 が動作しているデバイスであればひ

とつのユニバーサル Windows アプリを利用するだけ

でよい。しかし、従来の Windows デスクトップアプ

リは、ユニバーサル Windows アプリへ変換する必要

がある。 

 そこで、エイネットではいち早く同社の FreshVoice

のユニバーサルアプリ化を行った。これにより、

Windows10 の動作するデバイスでは、PC、Windows

タブレット、Window Phone、XBOX などプラット

フォームの違いを認識することなくどのデバイスでも

FreshVoiceによるテレビ会議を行うことが可能になっ

た。 

 FreshVoice は、ブラウザの違いや、プラグインの有

無などによる動作の制約を排除し、セキュリティに対

する万全の備えを講じるため、クライアントソフトの

インストール方式を採用している。今回の UWP 対応

により従来にも増してユーザの利便性が高まると期待

している。なお、発売日は未定だが、価格は 20,000

円（5 同時接続）からとなっている。 

 

■エスクロー・エージェント・ジャパンとブ

イキューブ：業界初の「保険代理店向け

Web内部監査サービス」を提供 
（1 月 25 日） 

 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

（http://www.ea-j.jp/）（東京都中央区、以下、EAJ）

は、2016 年 5 月に施行される保険業法改正に対応し

た「保険代理店向け Web 内部監査サービス」を提供す

る。 

 
保険代理店向けWeb内部監査サービス概要（ブイキューブ） 

利用イメージと監査報告書サンプルイメージ（ブイキューブ） 

本サービスは、全国 30 万店を超える生・損保保険

代理店が今後、保険業法改正（2016 年 5 月施行）に

より定期的に実施する点検・監査業務を、EAJ が提携

する有資格者（司法書士および弁護士の法人）が、ブ

イキューブ（https://jp.vcube.com/）のクラウド型 Web

会議を通じて、遠隔からもサポートできる業界初の

サービスとなる。 

 EAJ が全国にネットワーク化している有資格者（法

人）が、各保険代理店の事業内容に合わせた監査業務

の実行を、実地と Web の組み合わせによってサポート

する。 

加えて、ブイキューブの Web 会議を通じて非対面で

もコミュニケーションできる環境を提供し、保険代理

店は、定期的な監査に加えて、法的見解などのサポー

トを受けたい場合にも利用できるようになる。 

 このサービスは人的リソースやノウハウ面での課題

を感じている保険代理店にとって、効果的に点検・監

http://www.ea-j.jp/
https://jp.vcube.com/
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査を行う仕組みとして利用できるとしている。 

 EAJ とブイキューブは、2015 年に業務提携を行い、

金融機関向けプラットフォームを提供してきた。その

中で、保険商品を取り扱っている多くの金融機関より、

今年施行の改正保険業法に対応するサービスへの要望

があり、今回、これまで培ったノウハウを活かしたサー

ビスを開発した。両社は、５年で 45,000 社への提供

を目指す。 

 

 ビジネス動向-国内            

■システム・テクノロジー・アイ：インドの

Edu Tech カンパニーFliplearn 社との業務

提携を発表 
 (1 月 29 日) 

 株 式 会 社 シ ス テ ム ・ テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア イ

（http://www.systech-i.co.jp/）（東京都中央区、以下

STI）は、インドで教育プラットフォームを提供する

Fliplearn Education 社（インド・ニューデリー）との

業務提携を発表。インド市場での事業展開を開始する。 

 システム・テクノロジー・アイは、2015 年 12 月に

株式会社ブイキューブの連結子会社となり、ブイ

キューブグループ（https://jp.vcube.com/）の教育分

野の中核企業。Fliplearn Education 社の LMS（学習管

理システム）サービスは、インド国内において、提供

開始からわずか 7 カ月で約 2,000 の学校と約 40 万人

の生徒および保護者に利用される教育プラットフォー

ムに成長している。 

 今回の Fliplearn Education 社との業務提携は、シス

テム・テクノロジー・アイがインド市場への事業展開

を図り、拡大していくための大きな１歩となる。 

 提携の内容としては、Fliplearn 社の LMS とブイ

キューブの「V-CUBE ミーティング」および「V-CUBE

セミナー」とを組み合わせた、「iStudy Live」（システ

ム・テクノロジー・アイ提供）を提供する。なお、iStudy 

Live の提供に関しては、Fliplearn 社への独占提供権を

獲得した。 

 リアルタイムかつ双方向での授業環境を加えること

により、サービスの相互補完、より高い学習効果の提

供が可能になるという。 

 ビジネスモデルとしては、Fliplearn Education 社が

自社サービス利用中の学生から授業料として料金を回

収し、その授業料の一部を iStudy Live のサービス利用

料としてシステム・テクノロジー・アイに支払う形に

なる。 

 システム・テクノロジー・アイとしては、かねてよ

りシンガポールおよびマレーシアへの海外展開を開始

しており、本件は、ブイキューブグループ参画後初の

海外向け大型施策となる。これを皮切りに、中長期的

な事業拡大を図る。 

 また、急成長中の Fliplearn 社は、インドにおける 1

億 7 千万人の学生に対してサービス提供の拡大を図る

とともに、それらユーザに対して展開するオンライン

家庭教育サービスのインフラとして、今回のリアルタ

イム双方向性が実現される新たな教育サービスを積極

的に提供していく。 

 

 ビジネス動向-海外            

■Spirent 社：携帯端末 OEM 大手 Foxconn

社がVoLTEモバイル端末向けビデオクライ

アントフレームワークを採用 
(1 月 19 日) 

Spirent Communications 社の発表によると、携帯端

末の世界的な OEM メーカーFoxconn 社が、Spirent 社

のビデオクライアントフレームワーク SDK「BEEHD」

を採用した。 

Foxconn 社が採用したのは、「BEEHD VoLTE client 

Framework」。Android ベースのモバイル端末において、

VoLTE音声とビデオコール機能を実現するためのSDK

http://www.systech-i.co.jp/
https://jp.vcube.com/
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となる。 

BEEHD は、旧ラドビジョン TBU 部門が提供していた

もので、Spirent 社が 2014 年 7 月にラドビジョン社

TBU 部門の買収を発表していた。なお、日本での窓口

は 、 Spirent Communications Japan 株 式 会 社

（http://www.spirent.com/Japan/）（東京都中央区）。 

 

  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＞ 
 

■製造業コミュニケーション変革実践事例セミナー ～リ

コー社内実践紹介：コミュニケーション改善による設計開発

業務の効率化～ 

日時：2016 年 2 月 2 日(火) 15:00～17:00（受付：14:30

始） 

会場：株式会社リコー 新横浜事業所（横浜市港北区） 

主催：株式会社リコー 

詳細・申込：http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/15S172.html 

 

■モバイル利用による最新の音声・ビデオコミュニケーショ

ン統合 デモセミナー 

日時： 2 月 5 日(金) 15：00?16：30(受付:14：45～）  

会場：メディアマート セミナールーム（東京都千代田区）  

主催：デルタパスジャパン株式会社/メディアマート株式会

社  

詳細・申込：http://mediamart.jp/seminar20160205/ 
 

 

 

 

 

 

■V-CUBE Box を体験してみませんか？ 

日時：2 月 9 日（火）、2 月 24 日（水） 

※午後に開催される 1 時間半のセミナー。 

※2 月から 6 月にかけて毎月開催。 

会場：ブイキューブ本社（東京都目黒区） 

主催：ブイキューブ株式会社 

詳細・申込：
https://jp.vcube.com/event/seminar/V-CUBE_BOX_2016.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：2 月 26 日（金） 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/330 

 

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。 

 

 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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