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www.alang
Alango
o.com
Technologies
車載用ハンズフリーシステム、
Bluetooth 通信ヘッドセット、携帯電話、タブレット、聴覚補
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助、聴力改善装置などの用途のための音声・オーディオ拡張 DSP ソリューションを、下記の
テクノロジーでサポートします。
適応型デュアルマイクとマイクアレイ
ノイズサプレッション エコー除去 ハウリング低減 適応型ウィンドノイズ低減
自動ゲイン＆ボリューム制御 マルチチャネル・ダイナミックレンジ圧縮
インテリジェントスピーチミキサー MuRefiner ミュージックエンハンサー 言語認識強化

特徴

2002 年設立の Alango は、音声、オーディオ、聴覚向け前処理 / 後処理 DSP テクノロジーの
最も豊富なポートフォリオを提供する、最も歴史の古い独立企業です。また Alango は、製品
を差別化するため、次に挙げるようなユニークなテクノロジーも提供しています。
自動ボリューム＆イコライゼーション―ダイナミックノイズ軽減
EasyListen －リアルタイムの言語速度低下 ListenThrough －警報機能
Alango のソフトウェアは、利用可能なリソースと最小限の電力消費で使用できるよう最適化
されており、数多くのデザインに適応でき、あらゆる主要 DSP 及び MCU コアに移植されて
います。

www.alvarion
Alvarion
.com
Technologies
Alvarion の使命は、人とグループと社会をもっと密接に結びつける無線ソリューションを提供
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することです。
Alvarion はハードウェアインフラストラクチャやソフトウェアベースのアプリケーションを
含む無線ベースのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。 Alvarion は多種多
様な Wi-Fi ソリューションや、無線ベースのポイント・ツー・ポイント及びポイント・ツー・
マルチポイント技術を設計、製造しています。
Alvarion の包括的ソリューションがあれば、お客様はさらに多くの付加価値サービスとアプリ
ケーションをエンドカスタマーに提供できます。

特徴

屋外 Wi-Fi ソリューション、サイバーセキュリティ Wi-Fi ソリューション、 Wi-Fi 三角測量
に基づく位置情報サービス、、スマートシティアプリケーション、キャリア Wi-Fi ソリュー
ション、高密度環境に特化したアクセスポイント。
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www.anagog
ANAG
.com
OG
Anagog の強力なシステムアーキテクチャは、搭載された機械学習アルゴリズムによるデバイ
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ス上でのモビリティステータスと所在地の検知を行います。これにより、世界でも他に例のな
い徒歩移動者からクラウドソーシングされたビッグデータを駆使して、ユニークなビッグデー
タの収集と洞察に満ちた分析の生成を可能にします。
当社の SDK はスマートフォンの複数センサーを利用して、匿名でモビリティステータスを検
知し、ユーザの活動の前後関係を理解します。当社の技術と機械学習を組み合わせることで、
Anagog SDK はアプリ開発者がユーザの正確な活動レベル、前後関係、所在地を理解する支援
をします。

特徴

より優れたアプリの構築－アプリ開発者は、個々の状況におけるユーザの実際の動きや設定を
理解することにより、エンゲージメントを増加させることができます。
SDK との統合が簡単―軽量・高性能な SDK １つで－開発者にとって扱いやすく、インストー
ルも容易。
常時 ON －超低電力で連続使用可能。バッテリの消耗を最小限に抑えるよう最適化。
プライバシー保護－当社は業界規準に則って高レベルのプライバシーを保証します。当社では
個人を特定できるデータ（ PII ）を収集しません。
クラウドの力－数百万人もの既存ユーザから得たクラウドソーシングしたデータで構成された
当社のグローバルパートナーのネットワークにアクセスできます。人力データの利点を活用し
てください。

www.atomatio
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Atomation 社の IoT プラットフォームは、
3 つの主要要素で構成されています。
1. Atom Nucleus + Skins ： Atom Nucleus は Atomation 社のハードウェア / 組込みソリュー
ションです。 Skins は Atom Nucleus に追加して接続できるセンサーとアクチュエータ
で、 Nucleus の機能を拡張します。
2. Mobile SDK ：迅速な統合を可能にし、モバイル開発者は簡単にアプリを構築できま
す。 SDK は Atom が収集した情報を送信し、データをクラウドプラットフォームに送りま
す。
3. クラウド プラットフォーム：情報を集計し、ビッグデータを利用して洞察を発見し、 API
を提供します

特徴

Atomation の IoT プラットフォームは拡張性に優れ、堅牢で、非依存型です。ソフトウェア
SDK はどのハードウェアにでも接続でき、プロジェクトを通して多数の様々なセンサーを
追加できます。さらに、 Atom Nucleus も多種多様なセンサーに接続でき、最大の柔軟性を
実現します。
アプリの構築を容易にするモバイル SDK 。
ハブ開発のためにハードウェアを追加する費用を節約するモバイルゲートウェイ。
カスタマイズされたレポートの作成、第三者データベースへのデータのエクスポートなどを可
能にするクラウド API 。
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www.axonize
Axoni
.com
ze
Axonize は、アプリケーションやセンサーを超えてデータとビジネスロジックを容易に結びつ
ける本格的な IoT オーケストレーション・プラットフォームです。 Axonize ではすべてが構
成・拡張可能であり、カスタマイズのため専門家のサービスを受ける必要もないので、強力な
IoT アプリの構築も簡単です。また Axonize により、システムインテグレータがビジネスロジ
ックやその他のプラットフォームのカスタマイズを完全に別個の IoT アプリに再利用すること
もできますので、毎回ゼロから始めなくてもよくなります。

特徴

あらゆる事を Axonize する－ Axonize はあらゆる業界のあらゆるデバイス、プロトコルを扱
っています。そして今後も扱い続けます。御社は常に 100 ％の相互運用性を保証できます。
あらゆるロジックを Axonize する－ Axonize は御社のどのような IoT アプリケーションの要
求事項でも直ちに充足できる、最も深く豊富な、常識の枠にとらわれないビジネスロジックレ
イヤーを提供します。
アプリケーションをまたいで Axonize する－ Axonize は、あらゆるデバイスやデータポイン
トでアプリケーションをまたがる洞察を提供できる唯一の IoT プラットフォームです。
すべての人を Axonize する－ Axonize プラットフォームでは、御社はすべてを構成、拡張する
ことができます。専門家によるサービスはもはや過去の物です。

www.breezomete
BreezoM
r.com
eter
BreezoMeter は世界中の大気質データを最大で路上レベルまでリアルタイムで提供するビ
ッグデータ企業です。 28 カ国に 5000 万超のユーザを有する、世界的に信頼されている業
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者です。 BreezoMeter の提供する高度な機能には次のものがあります。
汚染ヒートマップ
完全な汚染物質濃度（二酸化窒素、 PM2.5 、 PM10 、二酸化硫黄、一酸化炭素、オゾン）
実施可能な健康上の助言 予想（最高 4 日間） 詳細大気質指標 履歴分析 花粉
当社では、下記のような様々な業界の企業に対し、統合しやすい API を通じて DaaS （サービ
スとしてのデータ管理）を提供しています。
スマートホーム モビリティ 健康 不動産 バイル 天気予報 保険

特徴

BreezoMeter は、各企業が顧客との関わりを深め、製品価値を高め、ユーザの日常業務の
一部となるための支援を行います。高いパフォーマンスを保証するため、科学的な手法
や厳密な精度分析・検証方法を用いて、自らの精度を定期的にテストを行い挑戦しつづ
ける唯一の会社です。
既存の大気質ソリューションでは、直近の（数マイル離れた所にある場合が多い）モニ
ターから得た未加工・未検証のデータしか提供できません。大気質は交通、人間の動
き、大気の状態などの複雑なフローダイナミクスに左右され、一日のうちに何度も、街
路によっても変わるので、ユーザは BreezoMeter のようなカスタマイズされた、関連性の
高い、所在地ベースのデータを求めています。
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www.callup
CALL
.net
CanVAS －次世代 VAS ； IPUP
メッセージング、クラウドベースの VAS ソリューション－
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CALLUP は CSP の多種多様な付加価値サービスを提供します。魅力的な CALLUP の製品は、
各キャリアが運営費の一部を撤廃するのに役立っています。 MDM+ －モバイルデバイス管理
と SIM OTA ソリューション－ OTA プラットフォームは、 CALLUP の MDM+ 、すなわち最先
端のデバイス管理プラットフォームに基づいています。セキュリティ保護されたリモートフ
ァイル管理、リモートアプレット管理、その他のリモート SIM 操作などの機能を提供します。
CALLUP ラボ－特許出願中の革新的ソリューション－ CALLUP の Wi-Fi Calling は CSP が Wi-Fi
ホットスポットを通じて通話 /SMS を携帯電話から IP ネットワークへ自動的かつシームレス
に切り替えることを可能にします。

特徴

特許出願中の革新的ラボ：スマート Fi －ローミング中のお客様に向けた、シームレスな
Wi-Fi へのログイン RCS 機能を備えた Wi-Fi Calling ローミングのハイブリッドステア
リング
SaaS としての VAS ： クラウドベース 全 VAS 製品のための統一 ONM 着実な設定、ス
リムアップされた価格
NFV 及び OpenStack 準拠
MDM+ ：ユニークな SIM OTA ソリューション デバイス管理プラットフォーム OTAF
－ CDMA ネットワーク向け

www.callvu.
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CallVU はデジタル及び音声チャネル全体につき同一の顧客体験を可能にすることにより、ス
マートな顧客エンゲージメントを提供します。チャネル統合又はチャネル間の切り替え、コ
ンテキストの伝達、選択したアクセス方法（モバイルアプリ、ウェブ、音声、メール送信）に
よる個人化の改善などが消費者とのやり取りに役立ちます。
CallVU は、デジタルサービスの利用に慣れていないお客様をデジタルの世界へ誘導する、使
いやすいプラットフォームを企業に提供します。 CallVU は、オンライン及びモバイルのセル
フサービスを適切なタイミングで再利用し、通話利用者にとって適切な体験を生成し、音声及
びデジタルコンテンツを融合させて単一の、統一化されたデジタル通信チャネルを作り出す
ことにより、そういったセルフサービスへの既存の投資を活用します。

特徴

デジタルエンゲージメントの変換－インタラクティブなデジタルコンテンツと音声との融合
消費者による採用率の高さ－金融機関、電話事業体などでの高い採用率
臨場感のあるリモートブランチ－リアルタイムでの共同ブラウジング、インタラクティブス
クリーン、ファイル及びイメージ共有、デジタル署名など、お客様と代理店とのリアルタイム
な相互作用の改良
オムニチャネル－ CallVU は、お客様がより簡単にスマートフォンを通じてエンゲージできる
ようにすることで、顧客体験、セルフサービス、初回コールでの解決率を向上させます。
コンタクトセンターの最適化－複雑なプロセスをコンタクトセンターからセルフサービスへ
移行します。
実装のしやすさ－ CallVU はあらかじめテレフォニーシステムと統合されており、既存のデジ
タル資産を再利用します。
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CellMining 独自の特許取得済みの加入者ネットワーク分析技術が加入者データを読み取って利
用パターンを識別し、個人及び法人顧客グループの通話・通信のフロー全体を再構築します。
その後、加入者、サイト、位置、ハンドセット、道路などのプロファイルを構築し、そこから
真の加入者ネットワーク体験の質に関する比類のない洞察を提供します。これらの洞察は自動
ネットワーク最適化（ SON ）を推進し、収益を生み出し解約率を減らすのにも役立ちます。
CellMining のテクノロジーとソリューション：行動に基づいた SON と加入者体験ハブは現場
での使用実績があり、マルチベンダー及びテクノロジー・ネットワークをサポートします。実
際の製造ネットワークで長年稼働しています。 CellMining は先日 Gartner から「クールベン
ダー」と評されており、その顧客体験に基づく SON は GTB から賞を受けました。

特徴

・加入者体験に基づく SON 。最も重要な事柄（すなわち、加入者が期待しているものや、実
際に加入者に提供されたサービスの質など）に合わせてネットワークを調整するプロバイダは
CellMining だけです。・外部化され、 CEM アプリケーションに送られた詳細な加入者洞察。
・上記の両ソリューションのための単一テクノロジーの加入者ネットワーク分析。・ SON と
最適化の関係者のため、ネットワークは加入者体験の洞察に基づいて最適化されます。 ・
CEM の関係者のため、 CellMining は実用的な加入者データを提供するだけでなく、加入者の
体験によってネットワークを最適化する戦略における実際の第一歩を踏み出します。 ・ネッ
トワークへの非依存性－トレースにもプローブにも依存しません。 ・他の SON/ CEM ソリュ
ーションを補完します。 ・ NFV 対応
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www.getdrupe
.com

今までのランチャーとアプリのパラダイムを打ち破る drupe のレイヤは、モバイルユーザが同
じスワイプを 1 回行うだけですべてのコミュニケーションをこなせるようにします。「通
話」「メール」「チャット」「支払」「カーナビ」「スケジュール」「ツイート」など、すべ
てがスワイプ一つで済むので簡単です。
drupe のコンテクスチュアルエンジンは適切な時期に、適切な人を、その人へアプローチする
適切な方法と共に表示します。
drupe の最初のアプリは 2015 年に発売されましたが、今や 1000 万ユーザに近づきつつあり、
すばらしいフィードバックや利用状況を示しています。

特徴

かつて存在したことのない、ユニークな真のアセット－
あらゆる種類のアプリからのあらゆる通信と相互作用のために使われる豊富なレイヤ
OEM/ キャリアのユニークな差別化要因
ビッグデータと文脈化の活用
アプリとサービスの宣伝
プレミアムサービスを利用してもらうためのエンゲージメントブースター
ブランド統合

#

Inspired by
innovation

www.equatel
5E8
EQUATEL
.com
ソリューション
1
LTD.
お客様は、当社の公開ハードウェアに自分の
SIM またはスマートカードを挿入すれば、通

信、ネット閲覧、取引を行うことができます。当社のデバイスのシリーズには公衆電話、イン
ターネットキオスク、 POS 端末が含まれており、すべて強力なクラウドベースの管理システ
ムに統合されます。こうした特注ソリューションによって、事業者、政府、 NGO 、サービス
プロバイダは新しいデジタルサービスを提供できるようになります。 Equatel プラットフォー
ムは e ヘルス、 e 教育、 e ガバナンス、支払、マルチメディアなど多種多様なデジタルサービ
スをホスティングします。
Equatel Health™- 当社独自の完全な EHR プラットフォームにより、すべての医療管理を一つの
クラウドベース・プラットフォームでデジタル化・一元化できます。患者データを入力するた
めの安全でシンプルなソリューションを提供すると共に、政府や NGO のあらゆる保健プログ
ラムを監視、整理、追跡します。当社は血圧・心拍数・体温の貨幣化、 e コンサルテーショ
ン、病気の警告と通知、処方 / 医薬管理などの多数の外部医療センサーを提供します。患者は
すべての e ヘルスサービスと自身の健康記録にアクセスできるだけでなく、遠隔医療専門家の
同時見守り及び指導も受けられます。

特徴

モバイルアンテナに接続できるのは 5-10km 離れたモバイルデバイスに限られます
が、 Equatel のソリューションは接続範囲をモバイルアンテナから 35-40km の距離にまで延
ばしました。これにより当社はあらゆる僻地にまでリーチし、 e ヘルスサービスをはじめと
する音声及びデータの接続性を提供できます。
もう病院へ足を運ぶ必要はありません。 Equatel はあなたの家や近所へあらゆるデジタル医療
ソリューションをもたらします。 Equatel 動画プレゼンテーション：
https://www.youtube.com/watch?v=BJyDHGwt5vs
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eyeSight の組込み型コンピュータ視覚ソリューションは深層学習やその他のコンピュータ視
Technologies
覚ツールを活用して、スマートホーム＆ IoT デバイス、車載システム、 VR （バーチャルリア
リティ）ヘッドセット、その他の家電などのユーザ体験を拡大します。このソリューション
は、タッチフリーのジェスチャ制御により能動的に、あるいは受動的センシングを用いてユー
ザ検出・認識に基づく個人化された体験のため、インテリジェントなタッチフリー相互作用を
提供します。 eyeSight のコンピュータ視覚ソリューションはさらに、ユーザの年齢、性別、
感情の検出などの顔分析を行い、ユーザに適した体験を提供することができます。例えば子供
にとって不適切なコンテンツのブロック、関連性の高い広告の表示、お気に入りチャンネルの
お勧めなどです。

特徴

eyeSight のジェスチャ認識機能は市場では最高のものです。標準 CMOS センサーを使って、デ
バイスから最大 5 メートル離れた指先程度の動きを認識できます。
ユーザ分析データと同時に、インテリジェントな個人化・簡略化されたユーザとの対話処理を
提供しているのは eyeSight だけです。
内蔵されたテクノロジーは、遅延や接続の問題を回避しつつエンドユーザのプライバシーを確
保します。
eyeSight は標準 2D 、立体、深さ、 IR など様々な種類のセンサーをサポートします。このソリ
ューションはスマートフォンからスマートホームまで様々な種類のデバイスと統合でき、ま
た Windows 、 Android 、 Linux 、 iOS 、特注 OS など様々な OS と互換性があります。
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Giraffic

www.giraffic.co
m

アダプティブ・ビデオ・アクセラレーション™（ AVA™ ）はクライアント側から見たインタ
ーネット接続の帯域幅の制限や動画エコシステムの複雑さを完全に除去します。この特許取得
済みのソフトウェアはどんな OS でもシームレスに作動し、次に挙げる 3 つの主な技術上の構
成要素で成り立ちます。リアルタイムのネットワーク分析とネットワーク動作予測。ビデオ再
生整形、ビデオファイル自体の分析と利用可能なフラグメントの動的リサイジング。分析後の
データの適用。 AVA は最善の高速化戦略を割り当て、複数の HTTP 接続を管理し、 TCP のパ
イプライン化を行い、効果的に複数のストリームをスティッチングします。クライアント側
での高速化は絶えず変化する WiFi 及び携帯ネットワークに合わせて調整され、大幅に高いス
ループットを抽出しますので、高品質で滑らかな視聴体験を実現します。

特徴

AVA はネットワーク制限を解消することで帯域幅パフォーマンスを最適化し、鮮明で安定した
画質の、中断のない HD 及び UHD 4K の視聴体験を提供します。内蔵されたストリーミング最
適化機構は既存ネットワークから 200 ％以上も高いスループットを抽出するので、視聴者は解
像度の最大 300 ％増、バッファリングによる一時停止の最大 80 ％減を体験します。 AVA のサ
ービス品質機構は不要なビットレート切替を最小限に抑え、解像度の変化を半減させ、ネット
ワーク状態が混雑していても安定したストリーミング動画を提供します。クライアント側のみ
のソフトウェアはシームレスに作動し、サーバ上やネットワーク側での統合を必要としないた
め、バッファリングや低画質による視聴の際の不満を解消し、ユーザエンゲージメント、視聴
時間、ブランドロイヤリティを高めます。
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HopOn は公共交通機関に容易に統合できるユニークな低コストのモバイルクラウドベースの
ソリューションであり、初のシームレスなモバイル発券プラットフォームです。このソリュ
ーションは、ユニークなアルゴリズムに加えて革新的な無線検証技術（ユニークな BLE 及び
超音波ビーコンに基づくもの）を備えているので、大量輸送交通機関ネットワークでもわずら
わしさのない同時モバイル発券体験を実現し、分析用のビッグデータも生成します。このソリ
ューションは運用費を削減し、乗車までの時間を減らし、新たな顧客体験を生み出し、交通機
関と都市の効率を高めます。

特徴

HopOn は公共交通機関に容易に統合できるユニークな低コストのモバイルクラウドベースの
ソリューションであり、初のシームレスなモバイル発券プラットフォームです。このソリュ
ーションは、ユニークなアルゴリズムに加えて革新的な無線検証技術（ユニークな BLE 及び
超音波ビーコンに基づくもの）を備えているので、大量輸送交通機関ネットワークでもわずら
わしさのない同時モバイル発券体験を実現し、分析用のビッグデータも生成します。このソリ
ューションは運用費を削減し、乗車までの時間を減らし、新たな顧客体験を生み出し、交通機
関と都市の効率を高めます。
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Humavox

www.humavox.
com

当社の ETERNA プラットフォームはカスタマイズ可能なプラットフォームであり、デバイス
メーカーに Humavox の ETERNA 無線充電技術を提供するものです。このプラットフォームは
近接無線周波数（ RF) 共鳴を利用し、アクティブなコンポーネントと独自アルゴリズムを組み
合わせて、ユニークな特性を持つキャビティ（充電ステーション）に適用します。その結果、
システムの送信エレメント (Tx) と受信エレメント (Rx) の間に強力な RF カップリングパスが
形成されます。充電ステーション内の配置、位置、方向にかかわらず、充電中のデバイスに対
する非常に効率的な無線電力伝送を可能にします。

特徴

他の技術よりも劇的に小さい受信機のおかげで、どんな小型の電子装置にも組み込めます。他
の技術では実現可能な解決策を得られなかった補聴器やウェアラブルなどのデバイスにも無
線充電できます。
他の技術と違って、受信機と送信機の配置や位置合わせを精密に行わなくても効率的な無線電
力伝送が可能です。
ユーザの無意識の習慣に最も自然にフィットするシンプルな「ドロップ＆チャージ」体験を提
供します。
複数デバイスの同時充電機能を備えています。
OEM 側の設定や希望するルック＆フィールに最もよく合うよう自由にカスタマイズ、デザイ
ンされた NEST 充電ステーション付きの融通の利くプラットフォーム。

5D8
1
ソリューション

Imagry

www.imagr
y.co

3 つの手順で構成されるセルフサービスのウェブツール：
1. 独自のエンジンをデザインする
• リストからオブジェクトを選択する • 実行中にその場で新しいオブジェクトを追加する
2. 関連するレイヤをアタッチする
• 規則 • リンク • 分析 • 情報 • 行動の呼びかけ
3. SDK を入手して任意のデバイスに埋め込む

特徴

ローカル：クラウドへのデータ送信は不要
リアルタイム：遅延はありません
クロスプラットフォーム：どんな種類のデバイスでも作動します
高速：新規のビジュアルアプリケーションが 1 時間以内に作れます
簡単に使える：テクノロジーに詳しくなくても構いません
低価格：手頃な価格設定モデル
プライベート：映像はスリム化されません
効率的 : 必要とされる計算資源はごくわずかです
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ネットワーキング、サイバーセキュリティ、機械学習に関する専門知識のユニークな組合せを

5D
ソリューション
81

応用した imVision のソリューションは、 NFV 、ハイブリッド及びレガシーネットワーク環境
に適用できる、サービスを意識したネットワーク及びリソースベースの異常検知プラットフォ
ーム（ ADP ）としては最初のものであり、現在唯一のものでもあります。 ADP は、特定のネ
ットワークサービスに関連するすべてのエンティティ / 機能の NFVI リソース消費だけでなく、
制御及び管理トラフィックをもモニタリングします。プラットフォームはエンティティ間の
挙動を相関させることにより、サービス相互作用における異常を迅速かつ効率的に検出し、か
かる異常の原因に対する分析を詳細に行います。

特徴

ADP のコアテクノロジーは以下のものに基づきます。
「サービスを意識した学習」－詳細なネットワークサービス挙動に関する専門知識を活用し
た、従来の機械学習アルゴリズム事前トレーニング済みのモデルとのハイブリッドアプロー
チ
あらかじめ定義済みの知識のおかげで、強力なインシデント表示を可能にする相関行動分析ア
ルゴリズム
効率的な軽減と是正のため、未加工の異常イベントを有意義なインシデントに変換する L4-L7
データ分析エンジン
使い慣れたネットワークサービスのプロトコルと手順を理解することにより、 ADP のような
相関 BA プラットフォームは、一般的な BA システムや従来型の OSS ベースの相関ソリューシ
ョンより多大な付加価値を提供します。

www.ionterra.co
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IonTerra のリアルタイムコンピュータビジョン認識（ rtCVI™ ）ソフトウェアは、組込み型の
カメラを持ち車両で運搬されるデバイス（例えば運転手のスマートフォンやカメラと接続され
た自動車などのデバイス）で作動します。
走行中、各デバイスは、通り沿いにある空き駐車場、歩行者、都市インフラ、看板など、カメ
ラの見た物をシームレスに検出、分析します。デバイスは分析したデータを IonTerra のクラ
ウドサーバに送信します。
IonTerra は複数デバイスから送信されるデータを同時にクラウドソーシングします。こうす
ることで IonTerra は都市、地域、あるいは国全体でさえもリアルタイムにマッピングしてい
ます。その後データはリアルタイムデータとして、あるいは長期トレンドレポートとし
て、 IonTerra のお客様に提供されます。

特徴

スマートフォンや車載 CPU などの低計算資源を使った、視覚情報のユニークなリアルタイム
コンピュータビジョン認識 rtCVI ™ 分析。
柔軟性
既存のスマートフォン又はコネクテッドカーと携帯電話インフラなどを利用した費用効率の良
いソリューション。
一対多数。一つのデバイスが、街中を移動中に多くの物に関する情報を収集します。
プライバシーと匿名性。 rtCVI ™ はデバイスレベルでの分析を可能にするので、ユーザのプラ
イバシーは守られます。
迅速な導入と拡張性。

#
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www.ipgallery.c
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ソリューション

ステムは、都市の課題に対応するためのクラウド（都市 / クラウド / ハイブリッド）エンドツー
エンドソリューションであり、次の 6 つの主要要素で構成されます。 1. 計画ツール 2. 都
市運営者ダッシュボード 3. 市民向けシティアプリ－ 1 つのアプリで複数のサービス 4. 自
動ワークフロー 5. 都市の各部門と他の機関との間の特別な目的のための通信システム 6.
ビッグデータ分析： IoT 、オープンデータ、ソーシャル、アプリ及びサービス－より高価値の
強力な分析機能 このソリューションは計画ツール、アプリ / サービスを組み合わせることに
よって、緊急イベントを効果的に処理し、一元制御室でのイベント処理と AI メカニズム、デ
ジタルサイネージ、スマート街灯及びデバイス、双方向の市民エンゲージメント、都市の関係
者及びその他の機関とのコミュニケーションなどを通じて、最も効率よく都市を正常な状態に
戻そうとするものです。

特徴

• バンドルされた都市管理ソリューション。 • エンドツーエンドの、耐障害性に優れたスマ
ートで安全な都市ソリューション。 • クラウドベース（都市クラウド / パブリッククラウド /
ハイブリッドクラウド）• 1 つの都市アプリで複数のサービス。 • IoT 、オープンソース、ソ
ーシャル、アプリ及びサービスを含む、結合されたビッグデータ分析。都市にとっての価値が
高い、より強力な分析。 • 一元制御室 • 機械学習と AI メカニズム。 • 様々な IoT 、 NFV
ESTI 及び 3GPP 標準に準拠。 • アーキテクチャ、 OSS/BSS との相互接続、応答時間（タイム
クリティカルなアプリの場合）、拡張性、性能、サイバーセキュリティ及び高可用性などの点
でキャリア級のソリューション。
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IsItYou

www.isityo
u.biz

IsItYou は、ネットワーク事業者、銀行、クレジットカード会社、ゲーム業界などを含むサービ
スプロバイダ向けに、安全で便利な顔認証ソフトウェアを提供します。このソフトウェアはプ
ロバイダ自身のアプリケーションに追加することができ、クラウドサービスとしても、デバ
イス内の知的エージェントとしても統合できます。
IsItYou の顔認識機能には 2 つの特殊なエンジンが組み込まれています。第一のエンジンは実
際に顔の生体認証作業を行うもので、第二のエンジンは、システムの悪用を防止し人間以外の
侵入の試みを認識できる、当社のユニークななりすまし阻止エンジンです。

特徴

1. なりすまし阻止－自撮り行動のおかげで IsItYou は便利な存在になりました。しかし誰の
顔写真でもウェブ上に流通しており、 IsItYou はなりすましに対して防御できる唯一のシステ
ムです。 IsItYou の顔認識技術は、本物の人間と人間のコピーとを正確に見分けられます。
2. モバイル世界に合わせて構築－ IsItYou はモバイル世界で生まれましたので、携帯電話の
使用の混沌とした性質に対処できるよう特に作られています。それは、サービスプロバイダ
がポーズ、角度、照明、姿勢などを制御できない環境です。モバイルで顔認識に成功するため
には、こういったすべてのパラメータに対応した上、ユーザやプロバイダに一層のセキュリ
ティを保証できる便利なサービスを提供しなければなりません。 効率的 : 必要とされる計算
資源はごくわずかです
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JpU のプラットフォームは、プロバイダネットワーク内のいくつかの戦略的な場所に位置し
ている場合もあれば、それらの場所をオプションの JpU クラウド対応モバイルコアに置き換え
る場合もあります。 JpU はそのデバイスに関するネットワーク制御をオペレータからエンド
カスタマーへ委託します。 お客様はご自分のセキュリティポリシーを定めることができます
ので、 IoT デバイス自体でセキュリティを強化する必要がありません。お客様はご自分のネッ
トワーキングポリシー、ローミングポリシー、デバイス毎の使用量、デバイス毎のアラート
を定め、すべての請求手続を自ら処理することもできます。お客様は上記のすべてをポータル
又は RESTful API コールを通じて実施します

特徴

• 当社の製品は運営費を削減しながらモバイルネットワークを IoT ネットワークに変換できま
す。 • 当社は IoT やネットワーク内の企業モビリティデバイスに新たなレベルのセキュリテ
ィを導入します。 • 車、センサー、電話など、 JpU の IoT に接続されたデバイスはネットワ
ークエッジでのセキュリティを獲得し、ハッキング、窃盗、破壊行為などから保護されます。
• 当社はモバイルオペレータやそのお客様のサービス運営上の手間を大幅に軽減します。 •
JpU を利用すれば、モバイルオペレータは新たな IoT サービスをエンドカスタマーに提供でき
ます。 • クラウド対応、サービスとしてのエラスティックモバイルコア • 場投入までの期間
を短縮し、企業が自らの MVNO となるための知識のギャップを埋めます。

www.kaymera.c
Kaymera
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Kaymera 360° モバイルサイバー防衛システムは、あらゆるモバイル脅威に対抗するための堅
牢で柔軟性と拡張性の高いソリューションを組織に提供します。その中心にあるのは、通信
の傍受とデータ抜き取りの脅威を検出、防止しそれらに対する保護を提供するための
Kaymera の多層防御アプローチです。
強化されたデバイス、セキュリティ中心の OS 、強力に暗号化された通信チャネル、組織レ
ベルでのデバイス管理枠組みなどを統合することにより、各組織に、商用システムの中で最
も高度なモバイルサイバー防御システムを提供します。 Kaymera 360° ソリューションは、
スマートフォンの全機能を使う自由と堅牢なセキュリティ対策との完璧なバランスを取りつ
つ、組織とその利用者を効果的にモバイルセキュリティ上の脅威から保護します。
特徴
• エンドツーエンドの軍用レベルの 360 ° 企業向けモバイルセキュリティソリューション
• Kaymera デバイス－標準的な既製品のスマートフォンデバイス
• 最大のセキュリティと操作性を実現します。
• 複数のデータ機密性レベルをサポートする、 BYOD/CYOD に関する企業セキュリティ戦略
を強化します。
• モバイルチャネル経由の企業の知的所有権侵害を検出、防止します。
• モバイルデバイス又は PBX 通信経由の音声及びデータ傍受を防止します。
• リアルタイムの可視化とレポート作成。
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KIDOZ ネットワークは 1 つの安全なプラットフォームに、子供向けのモバイルスペースの全

プレイヤーを集結させます。当社は、アプリケーション開発者やデバイスメーカーがスポン
サー付きコンテンツ推薦を使って、 COPPA に準拠した、自らの価値観を尊重した方法で収益
を生み出すお手伝いをします。当社の構築するネットワークにより、各ブランドは一つの焦点
を通じて全世界の数百万人の熱中した子供に接触することができ、また同じぐらい重要です
が、子供たちはこれまでより安全かつ親切な方法でモバイルコンテンツやゲームを発見でき
るようになります。

特徴

アプリケーション開発者に対して：• アプリのデザインと体験に合わせてカスタマイズされた
一連のユニット • アプリが Google の「家族向け」プログラムにアクセスすることを可能に
する COPPA 準拠ソリューション • 100 ％の充足度。
各ブランドに対して：• 最も安全で適切で関連性の高い掲載のみを保証するブランドセーフ広
告プラットフォーム • 子供のモバイル空間の至る所にブランド体験を広げる、一流のブラン
ド化ユニット • 2000 万人以上の非常に熱中している子供たちという巨大なリーチ範囲
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kwik commerce
Ltd.

www.kwik.
me

kwik ソリューションには次のものが含まれます。
• ブランド化されたスマートボタンと、動画と音声による確認
• wifi 設定と製品選択のための、使いやすい kwik.me
• 注文、支払、履行、納品のためのクラウドインターフェイス
• リアルタイムの購買行動の分析ダッシュボード
• 技術オリエンテーションとテンプレートのための専用アカウントサービスと、マーケティン
グ開始のためのコンサルティング

特徴

既存のシステムとは異なり、 kwik はいかなるブランド、小売店、支払処理業者、配達サービ
スでも作動します。各ブランドはコードを書かなくても、 4 週間以内に使用を開始できます。
一度インストールしてしまうと、各ブランドは消費の現場で消費者と直接関係することがで
き、分析や個人化されたエンゲージメントのためリアルタイムダッシュボードを利用できま
す。
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www.lucidlogi
Lucidlogix
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PowerXtend
はモバイルデバイスの動作時間を向上させ熱放散を削減する Android ソフトウェア
ソリューション

です。 PowerXtend はバッテリ寿命を最大 15% 延ばします。 PowerXtend はモバイルアプリの
実行中に起動します。 PowerXtend は、ゲーム、ソーシャルネットワーキング、ウェブブラウ
ジング、ナビゲーションアプリなどあらゆるサポート対象アプリと透過的に動作しま
す。 PowerXtend はユニークな特許出願中の技術を用いて、優れた省電力ソリューションをデ
バイスメーカーに提供します。 PowerXtend ソリューションはデバイスの操作性を向上させ、
既存の省電力技術より優れたユーザ体験を提供します。すでに 1 億 7000 万個以上のデバイス
に組み込まれている PowerXtend は「プライベートレーベル」のソリューションとして、完全
なエネルギー管理ソリューションをデバイスメーカーに提供しています。

特徴

PowerXtend は Android グラフィックスに統合されており、グラフィックスのコンテンツとコ
ンテキストを認識します。そのため、フレームレートを恣意的に制限するその他のソリュー
ションとは異なり、 PowerXtend はコンテンツとコンテキストに基づいてリアルタイムの決定
を行うことができます。さらに、 PowerXtend は使用率の高いデバイスからの発熱を低減させ
るのに役立ちます。独自の特許出願中の技術を使って、 PowerXtend は従来の技術と比較して
優れた応答性を実現しています。そのためユーザ体験と省電力の最適なバランスが実現してい
ます。 PowerXtend はゲーム、ウェブ、ナビゲーションなどのコンテンツのため最適化されて
います。当社は各コンテンツタイプ向けに最高のユーザ体験を保証しており、個々のアプリに
合わせて更なる最適化も可能です。

www.mce.medi
mce Media
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AppBox は個人の習慣に基づいてアプリを収容しユーザに通知するパーソナル・アプリマーケ

ットプレースです。
当社の小売主導型ソリューションは店舗の内外でお客様に対応します。アプリのインストール
も新しいアプリの発見も簡単にできますし、モバイルデバイスを利用するエンドユーザがア
プリを導入するのにも役立ちます。
個人化推薦エンジンアルゴリズムはアプリの発見に役立ち、エンドユーザが使用を再開したく
なる粘着性を備えています。当社は店舗の内外でまったく新しい、あるいは何度も発生する収
益の流れを生み出しながら、ユーザのデバイスでの最初のアプリのカスタマイズをお手伝い
します

特徴

• 当社は小売主導型です（物理的店舗の中から生まれました）。 • Android および iOS のサ
イドローディングをサポートします。 • 既に 120 社を超える広告ネットワークや、数百もの
デイリーキャンペーンにサービスを提供している主要トラッキング会社に統合されていま
す。 • リアルタイムキャンペーン管理による完全なトラッキング、報告、分析。 • 新たな
収益創出を可能にします。 • 全ユーザにとっての利便性と発見を提供します。 • お客様が初
めて購入したデバイスの個人化、カスタマイズを支援。 • 最も関連性の深い最近のアプリを
表示し、インストールするよう通知するパーソナル・アプリマーケットプレース。 • お客様
の好きなアプリケーションを学習する堅牢な推薦アルゴリズム。 • 広告ネットワーク、直接
広告主、 Google Play から自動的にアプリをキュレーション。 •個人的にブランド化したアプ
リやパートナーアプリのプッシュ通知を許可。

#
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www.mce.syste
mce
ms
Systems
mce は携帯事業者や小売チャネルに対しユニークなソフトウェアソリューションを幅広く提供
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します。デバイス上及びウェブ上のソリューション、店舗内修理回避、返品管理、還元及び前
方物流などです。当社はエンドユーザに最高の顧客体験を提供することに注力します。当社の
ソリューションは修理費を削減し、顧客満足と ARPU と全プロセスに対する内部統制を高め、
不満と解約を抑えるのに役立ちます。当社のシステムは事業者のすべての既存の修理予約及び
その他のシステムと統合し、慣れないユーザでも簡単に扱える一つのシームレスな運用プロ
セスを作り出します。 mce のソリューションは事業者の店舗内、倉庫、コールセンター及び
@home での顧客との接触を対象とします。

特徴

当社では、事業者や小売業者がその店舗をモバイルケア専門家ゾーンに変換し、クライアント
に最高の救済策を提供するのに役立つオムニチャネルのソリューションを提供します。 当社
のソリューションは事業者のすべての既存の店舗管理システムと統合し、慣れないユーザでも
簡単に扱える一つのシームレスな運用プロセスを作り出します。 当社のテクノロジーは、お
客様の個人デバイスやデータを取り扱うにあたり最高レベルのセキュリティとプライバシー
を保証します。当社はエンドユーザに最高の顧客体験を提供することに注力します。当社のア
プローチは、取扱量を増加させ、ヒューマンエラーを大幅に削減し、全プロセスの完全な可視
性と制御を提供します。顧客エンゲージメントや、大幅な ARPU と顧客満足度の向上をもたら
します。

ソリューション
www.mer5C6
MERWISP
Group
全世界の「大手ティア 1 キャリア、
、セキュリティ機関により展開されている Mer グル
ープのソリューションポートフォリオには次のものが含まれます。
group.com
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・ エンドツーエンドの LTE ネットワーク－マクロサイトレベルで開始 ・ CellBOX- 箱入り

の LTE ネットワーク一式 ・ アクティブ分散アンテナシステム－屋内カバレッジ ・ リピー
タ / ジャマー－信号の拡張 / ブロック ・ サイバー脅威インテリジェンス ・ リスクの評価
・ サイバーセキュリティ計画の構築 ・ インシデント対応サポート ・ サイバーセキュリテ
ィに関する研修や指導 ・ サイバーセキュリティオペレーションセンター（ CSOC ）
Mer グループは、各組織がサイバーリスクに効果的に対抗できるようにするための汎用サービ
スパッケージをお客様に提供します。当社のサイバーセキュリティソリューションには次のも
のが含まれます。

特徴

•CellBOX ：フルデジタル VoIP を提供する RoIP 相互運用システムなどの独立 LTE ネットワー
クをスイッチ一つで起動させ、最大 8 種類の無線トランシーバとインタフェースできる、コン
パクトで費用効率の良いソリューション。通話、ファイル転送、マルチキャストなどをビデオ
プッシュで起動します。
• サイバーサービス
・サイバー及びインテリジェンスにおける広大な運用体験
・違反
が発生するたびに対応する体制から、可能性のある脅威に関する情報を収集しハッカーや違反
者に一歩先んじる積極的アプローチへ、セキュリティパラダイムを変更します。
• イスラエルのサイバーセキュリティエコシステムと緊密かつ強力に協力し、防衛機能に関す
るセキュリティ知識の最前線で最高の製品を見出します

#
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Neema

www.getneem
a.com

Neema は移民労働者のニーズに合わせてカスタマイズされた最初のデジタル銀行です。当社
はすべての基本機能（ MasterCard 、送金、携帯電話サービスなど）を、アプリで制御できる一
つのパッケージにまとめて提供します。 MasterCard, remittance, and cellular service.
Neema が生まれる前は、お客様は現金を持ち歩き、祖国へ送金したい時にはウェスタンユニ
オンまで行かなければなりませんでした。食品雑貨店へ行って、大金を支払って携帯電話のプ
リペイドカードを買いました。オンラインで物を買うなど想像もできませんでした。今、お
客様はすべてのニーズを満たすサービスをお楽しみいただけます。

特徴

・ 「ファーストマイル」ソリューション－ユーザが現金を預けに来ると、デジタルアカウン
トに即座に金額が表示されます。
・ 第三者と代理人－お買い上げいただいた製品がお客様の顧客に本当に役立っているか確認
するため、当社はお客様との直接チャネルを持ち、非常に密接なフィードバックループを得て
います。
・ 販売戦略－移民に関連の深い地域に Neema の支店を設けています。 Neema 支店は、預け
入れ、引き出し、顧客サポートなどを扱う当社の独自ソフトウェアに基づき運用されます。
・ 為替手数料や送金手数料は発生しません。

5D8
1
ソリューション

Neura

www.theneura.
com

Neura パーソナル AI サービスは、電話のセンサーと接続されたウェアラブルからの
データを分析し、それを外部チャネルと相関させます。そこから得られた洞察とプロ
ファイルはユーザに提供され、ユーザは自分の使っているデバイス、アプリ、サービ
スに、有償でこのデータにアクセスする許可を与えることができます。

特徴

統合はきわめて簡単です（ 2 時間もかかりません）。製品は成熟しています。当社は
構築に 4 年を費やし、市場でも既に実際のお客様がいらっしゃいます。 Neura SDK
はバッテリ及びデータ消費への影響を最小限に抑えるのに優れており、場所やアクテ
ィビティの種類（仕事、家事など）やアクティビティゾーンの意味認識を活用して、
他に例のない品質のサービスを提供します

#
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www.onesmart
One Smart
star.com
Star
One Smart Star (OSS®) は、今日の多忙な世界のためのユニークで革新的なビジネスソリューシ
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ョンです。覚えやすい 1 つの One Smart Star ナンバー (OSSN®) と 4 桁の数字（ 2265/ 銀行）に
よって、御社の顧客はどんな通信チャネルからでも御社のビジネスに単一の接続ポイントから
簡単にアクセスできます。既存の通信システムに追加される非常に便利なアドオンとし
て、 OSSN® はあらゆるビジネスへの顧客の簡易アクセスを実現します。政府機関、銀行、自
動車ディーラー、ピザ屋など、市、地域又は国全体にまたがる規模の団体の支店に特に役立ち
ます。この独自のブランドニックネームは、音声、ビジュアル IVR ､ファックス、 SMS 、アプ
リケーション、電子メールのみならず、郵便局向けの住所にも役立ちます。

特徴

1 つの短い数字で、企業の単一のアイデンティティを作成します。お客様とのやり取りを迅速
にし、改善します。より効果的な広告。このサービスは事業者により提供される物理 / 仮想ス
イッチ又はその他のデバイス上で作動し、あらゆるビジネスへの顧客の簡易アクセスを実現し
ます。政府機関、銀行、自動車ディーラー・修理工場、レンタカー、ピザ屋など、市、地域又
は国全体にまたがる規模の団体の支店に特に役立ちます。今や OSS サービスには、御社自身
のブランドを付したビジュアル IVR も含まれます。消費者が自分のスマートフォンから御社
の OSSN 又は通常の番号をダイヤルするだけで、御社のモバイルアプリが利用可能なメニュー
とオプションを無制限に表示します。

5E8
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PeerApp

www.peerapp.
com

PeerApp の補完的なネットワーク最適化ソリューション：・ UltraBand - 透過キャッシング
・ Celerity+ - QoE 管理及び高速化
UltraBand 透過キャッシングプラットフォームは、サービス又はアプリケーションの会員にコ
ンテンツを近づけることによってインターネットコンテンツの配信を最適化しま
す。 UltraBand マルチサービスアプローチは多種多様なコンテンツの範囲を網羅します。ライ
ブストリーム配信されるイベント、動画及び OTT コンテンツ、人気の高いウェブサイト、ソ
フトウェア更新、ピアツーピアコンテンツをローカル配信することによりピアリングコストの
節約を最大化し、その節約を最大の QoE によって維持します。 Celerity+ は 4 種類のニーズを
満たします。・ QoE/ コンテンツの高速化 ・ 輻輳と容量の制御 ・ 暗号化 /HTTPS の管理
・ QoE をそのまま維持しながら RoI / 節約を実現するトラフィック管理 Celerity+ は TCP
最適化、スマートトラフィック管理、容量 / 輻輳管理という 3 つの主要なネットワーク慣行を
1 つの製品で組み合わせます。

特徴

・ 最高品質のローカルコンテンツ配信ソリューション。 ・ 全世界で 550 社が導入。うち
30% がモバイル。 ・ 本 番環境で 5Tbps 超 のトラフィックを処理。 ・ 実績ある高速
化 /QoE ：最大 6 倍の高速化。 ・ QoE を保証した上でのネットワークの節約：運用コスト
の削減 /RoI ・ すべてのトラフィック及び動画の管理（暗号化 /HTTPS を含みます）。 ・
ダイナミック輻輳管理と容量制御。
COTS サーバをベースにした仮想化ソリューション。

#
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Technologies Ltd.
Powermat
は、統合されたシンプルで強力な充電プラットフォームを通じて、サービス会社と
ソリューション

その顧客との間でエンゲージメントポイントを作成します。 Powermat はハードウェア充電ソ
リューションにとどまらず、継続的な顧客との関わりのための消費者アプリケーション、トレ
ンド発見及びカスタマーインテリジェンスを通じた合理的サポートとより良いビジネス上の意
思決定のためのモニタリング及び分析ツールなどを含むプラットフォームを提供します。
大規模な IP ポートフォリオや標準パートナーにより、 Powermat は無線充電技術をデバイス、
車、表面などに容易に統合するためのプラットフォームを OEM やメーカーに提供します。

特徴

独自のセールスポイントと差別化要因：（最大 100 語）
・ Powermat は業界をリードする進歩的なテクノロジーをお客様に提供します。
・ 業界標準より 3 倍以上速い充電。
・ ネットワーク接続されたテクノロジー－テクノロジーの遠隔アップグレードを可能にしま
す。
・ 現場での実績がある製品－全世界で 100 社を超える提携先に導入されています。
・ マーケティング及び監視プラットフォーム－各企業による無線充電ネットワークの収益化
を実現。
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Prontoly

www.prontoly.c
om

あらゆるデバイスに既に内蔵されているスピーカーやマイクロフォン以外のハードウェアを
必要としない、安全で手頃な価格のシームレスな認証－ Prontoly の Sound Tokenization™ テク
ノロジーはあらゆるデバイスを超音波近接センサーに変えることができ、これらのセンサー
を人対システム認証（例：支払ソリューション、安全なログイン、メディアの個人化）、デバ
イスと環境のペアリング又はフィルタリング（例 : スマートロック、 OOB ペアリング、方向 /
距離フィルタリング）、英数字情報を音声に埋め込み、あるいは音声から英数字情報を解読す
る能力を提供するインテリジェント Sonic QR ソリューションなどのために使用します。

特徴

Prontoly のソフトウェアのみに基づくソリューションには、あらゆる OS に対応するソフトウ
ェア開発キット（「 SDK]) が付いています。 Prontoly の Sound Tokenization™ テクノロジー
は、スピーカーとマイクロフォンを備えたあらゆるデバイスを超音波近接センサーにするこ
とができます。
・ 特別なハードウェアは必要ありません。 ・ それぞれがすべての OS や SDK に対応しま
す。 ・ ユーザの介入を必要としないので円滑なユーザ体験を実現します。 ・ 費用対効果
に優れています。 ・ 万全なセキュリティ。 ・ 盗聴を防止します。 ・ 業界最新の 2FA 基
準と方法に準拠。
・ 方向と距離によるアクションの差別化。 ・ あらゆるデバイスをあらゆるデバイスと接続
します。 の意味認識を活用して、他に例のない品質のサービスを提供します

#
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www.skeinway.
Q-FACTOR
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LTD.
AI の発達のおかげで、 Skeinway ユーザはコンテンツ（写真、動画、音声）を作成し、他のユ
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ーザの類似共有コンテンツを共有及び検索し、未知のユーザによる、指定された類似する関
心、場所及び対象のコンテンツの交換を可能にします。
AI の発達を利用した Skeintracker は、ビデオ監視システム内の一連のカメラにおいて、カメ
ラからカメラへ連続する自動トラックエンジンを作成することができます。このユニークな
ソリューションは、 3D キャプチャを追跡して 2D 画面に転送し、オンライン分析及びプロフ
ァイリング能力で真のトラックを作成する際の困難を克服します。都市安全及び法執行機関
は、認識できるかどうかを問わず、公共カメラ又はモバイルカメラで人、物、動きを容易に追
跡します。 Skeintraker は適応性・柔軟性の高いシステムですので、いかなるカメラにも接続
でき、いかなるビデオ監視システムにも組み込めます。

www.rad.com
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RAD のサービス保証型アクセス（ SAN) ソリューションは、モバイルバックホール SLA 、並

列する eNodeB と BTS を接続する転送ネットワーク、スモールセルなどの簡単で費用効率の良
い制御を可能にします。当社の MEF キャリア 2.0 認証モバイル境界ポートフォリオは、障害
やパフォーマンス低下を迅速に識別、隔離することにより LTE/LTE-A のマルチ CoS 配信を可
能にします。パフォーマンス監視は、レイヤ 2 、レイヤ 3 両方をベースとするバックホールに
対応しています。さらに、 RAD の受賞歴のある vCPE ソリューションは、最大の柔軟性を確
保できるよう、あらゆる実装シナリオに対応しています。そのサービスの敏捷性は、収益化ま
での時間を最小限に抑え、運営効率を高めるため全ネットワーク性能の可視性を提供し、 QoE
を改善して解約率と TCO を低くします。

特徴

分散型のタイミング： 5G/4G モバイル技術のため要求される品質タイミングを提供するため
のコストを激減させる、ユニークな、特許取得済の非侵入型ソリューション。
仮想化： RAD の Whitebox+ のコンセプトにより、各キャリアは費用効率の良い方法で仮想化
サービスを提供し、 SLA により保証されたキャリアグレードのサービス提供を維持できま
す。
パフォーマンス監視： RAD のパフォーマンス監視ソリューションでは、特許取得済みの
MiNID （革命的なミニチュア NID 及びプローブ）を活用して、お客様が固定ネットワーク、
モバイルバックホールのインフラストラクチャ、 TV 放送ネットワークなどの監視及びトラブ
ルシューティングを実施できるようにします。

#
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Radware
5E8
com
特徴
1
・ サイバー制御アプリケーション－ネットワーク全体に広がるマルチベクター攻撃を検出、
調査、緩和する新たな方法を可能にする SDN/OF プログラミング機能を特徴とします。
・ 業界初の NFV ADC - GiLAN ステアリング、ロードバランシング、最高 250Gbps のサービス
チェイニングを可能にします。
・ 統一プロキシ－ RAN 使用率を高め、モバイル CDN ソリューションを強化し、アクセス数
上位 N 位のウェブサイトの体験の質を向上させます。
・ ハイブリッド DDoS 保護 - CPE ､ネットワーク、スクラビングセンター間のフルセキュリテ
ィメッセージングにより、当社のお客様は下記のメリットを得られます。
・ 最も広範囲の攻撃に対し、完全な多層的保護を受けられます。
・ ゼロデイ攻撃及び未知の DDoS 攻撃に対する保護を数秒以内にリアルタイムで自動的に
生成できる、特許により保護された挙動ベースの検出及びリアルタイムシグネチャ生成技
術による、自動ゼロデイ DDoS 攻撃保護。
・ 軽減が現地でリアルタイムに開始するため、保護までの時間が最短で済みます。
・ ユニークな SSL 攻撃軽減。
・ 最高の異常検出、最小限の偽陽性、市場最短の軽減時間などを実現できるよう処理されたセ
ンター及びクラウドセキュリティコンポーネント。

#
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ソリューション
1
Saguna Open-RAN は、無線アクセスネットワーク（ RAN ）内でオープンエコシステムと長期
成長エンジンを作り出すモバイルエッジコンピューティング（ MEC ）プラットフォームで
す。この標準ベースのプラットフォームは、モバイルオペレータがモバイルユーザやモノの
インターネット (IoT ）デバイスの近くで運営することによりネットワークの収益化、効率、
敏捷性を高めるお手伝いをします。 Saguna Open-RAN があれば、モバイルオペレータはモノ
のインターネット（ IoT ）、仮想 / 拡張現実、コンテンツ配信、企業向けアプリケーションな
どに係る新しい収益創出サービスを効果的に展開できます。プラットフォームの完全に仮想化
されたソフトウェアアーキテクチャにより、ネットワーク機能仮想化（ NFV ）や、独自仕様
のハードウェアから費用効率の良い商用オフザシェルフ（ COTS) ソリューションへの移行が
推進されます。

特徴

Saguna Open-RAN は IT クラウドコンピューティングを RAN に取り入れたモバイルエッジコン
ピューティングプラットフォームです。このプラットフォームがあれば、モバイルオペレー
タはモバイルユーザや IoT デバイスの近くで運営することにより、次の各号を通じてネットワ
ークの収益化を進め、コストを削減できます。
• IoT 接続と触覚によるインターネットアプリケーションのための超低帯域幅
• 多数のデバイスを効果的に接続できる、非常に拡張性の高いアーキテクチャ
• 高速ブロードバンドコンテンツ配信と優れたユーザ体験
• NFV アーキテクチャを推進する、ベンダーに依存しない仮想化ソフトウェア
4G ネットワークに価値を付加し 5G の目標を達成するために不可欠な、将来も使い続けられる
標準ベースのソリューション

#
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SleepRate

www.sleeprate
1. 心拍数制御の夜間監視に基づく検証済みの正確な睡眠測定と統合された、睡眠の認識、挙
動、環境要因、挙動などの分析に基づく睡眠評価。
.com
2. 生理学的測定値を基にしたストレス評価。
3. 生理的信号に基づくリラクゼーション。
4. 睡眠障害のための効率的で検証された認知行動療法に基づく、睡眠の問題を解決するため
のガイダンス。
適切な既製品のウェアラブルセンサーを使って生体情報データを収集します。スマートフォン
アプリがデータ収集と治療ガイダンスのインタフェースの役割を果たし、データ分析はクラウ
ドで実行されます。
特徴

脳、心臓、睡眠の関連性に基づく睡眠測定の破壊的技術。
生理的な睡眠及びストレスの測定値を、主観的な睡眠の認識や環境要因と統合することにより
包括的な睡眠評価を行います。自己管理による睡眠治療に、測定・認識された睡眠変数を取り
込みます。センサーの種類に依存しません - 多種多様なウェアラブル及び非接触型デバイスで
作動しますので、お客様に最大の利便性を提供します。睡眠のモニタリング、評価、治療を含
む一体型の睡眠ソリューション。

www.spirent.co
5C6
Spirent
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Communications
BEEHD は、サービスプロバイダ、アプリケーション開発者、デバイスメーカー、チップセッ
トベンダがカスタマイズ可能な IMS 準拠 VoLTE 、 RCS 、音声・動画通信サービス、 3GPP 準
拠ミッションクリティカル通信ソリューションを開発することを可能にする完全な通信フレー
ムワークです。内蔵 SIM とサブスクリプション管理機能を備えた汎用性の高い標準ベースの
IoT クライアントフレームワークの開発。 LTE デバイス上での音声及び動画の ProLab テスト
ソリューションは実世界のネットワーク状態の模倣を提供します。開発者向けプロトコルスタ
ックは VoIP アプリケーション及びサービスの開発を簡略化、加速します。 MNO 市場及び
MNVO 市場向けデバイス管理ソリューション。それらの市場では、 Tweakker MVNO クラウド
が最先端の APN セットアップ及びスマートフォン向けサポートソリューションです。

特徴

Spirent は音声及び動画オーバー IP 通信及び IoT 向けの完全な開発・テストスイートを提供し、
それは Spirent のソリューションポートフォリオの一部を形成します。 BEEHD はオペレータ
のブランディング及びサービスの要求事項に合わせたカスタマイズを可能にし、新しい携帯電
話に組み込むことができ、既存電話機にダウンロードすることもできます。相互運用性に関す
る完全なテスト済み。 IMS/VoLTE/RCS 規格に準拠。任意のデバイスやチップセットにあらか
じめ統合できます。音声、動画、メッセージング機能を追加するため既存アプリケーションに
追加できます。 Spirent 開発者向けツールは、 Spirent のテストソリューション及びモニタリ
ングシステムと共に、開発、テスト、導入フェーズにまで至る完全なソリューションを提供し
ます。 。 Neura SDK はバッテリ及びデータ消費への影響を最小限に抑えるのに優れており、
場所やアクティビティの種類（仕事、家事など）やアクティビティゾーンの意味認識を活用し
て、他に例のない品質のサービスを提供します
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Technologies
SQream DB の分析エンジンの性能はデータベース分析を桁違いに上回っており、高いコスト
/

パフォーマンス比を実現しながら他の DBMS より 100 倍も高速で大量のデータを処理、分析
することができます。 SQream DB は初の GPU （グラフィック処理装置）ベースのカラムナ
SQL データベースであり、積極的な圧縮手順を採用しているため、ストレージの大幅な節約と
驚くほど高速のクエリ実行につながっています。 SQream DB は手間のかからないプラグ＆プ
レイソリューションです。データモデリングは不要ですし、新しい DBA も必要ありません。
新しいスキルを獲得する必要もありません。標準 ODBC/JDBC 接続を介して第三者によって製
造された ETL 及び BI ツールに接続できます。

特徴

・ 他の主要 DBMS より 100 倍速い洞察を可能にします。 ・ 大幅な拡張性－ペタバイト規模
のデータセットの分析。 ・ 標準 2U サーバと 1GPU カードで 100 テラバイト。 ・ 消費電
力を 90 ％削減。 ・ ビッグデータ分析データベースの平均コストより 80 ％以上優れている
費用効率。 ・ 簡単に使用－標準 SQL （特殊なスキルは不要。インデクシング、キューブな
し）。 ・ プラグ＆プレイの実装 - 業界標準のコネクタ（ ODBC 、 JDBC 、 Net など）。
・ 5 倍以上高速のデータ取り込み。 ・ オンザフライの圧縮と復元。 ・ 操作性。 ・ 最小
の全体 TCO 。

www.superbre
5F8
Superb Reality
ality.com
1 手の動きを制御するためのソフトウェア SDK 。片手及び両手の複数の動きをサポート。
・
ソリューション

・ シングル RGB モジュールでも立体視専用モジュールでも、統合されたソフトウェアとハー
ドウェア。
・ 拡張現実、複合現実、車載ナビゲーション向けの段階式ランドマークベースのナビゲーシ
ョンソリューション。

特徴

・ 内蔵 RGB 標準カメラを使用－追加ハードウエアのコストは不要。
・ パーシャルスケルトン分析。
・ ユーザは自分の「本物の手」が VR/AR 世界に溶け込んでいるのを見ます－自然で強力で
す。
・ 複数同時姿勢認識アルゴリズム。
・ ソフトウェアソリューション、 SDK 。
・ 多くのシステムリソースを必要としません。
・ 多くの使用実例により証明されています：
・ メニューを制御します。
・ ゲームをプレイします。
・ コンテンツとの相互作用。
・ メニューをアクティブにします。
・ カーソルコントロールを使用します。
・ 仮想キーボードでテキストを入力できます。
・ 特許取得済みのコンピュータ視覚テクノロジーに基づいています。

#
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www.SuperCo
どのデバイスでもどこでも利用できる SuperPay モジュール決済ソリューションは政
ソルーション

府、 MNO 、銀行、小売業者向けです。 SuperPay での取引は認証技術を用いてセキュリティ保
m.com
護層で処理されます。 SafeMobile SDK によりサイバー保護された SuperPay には、ゲートウェ
イプラットフォーム、 e コマース及びモバイルマネーのための備え、完全な独立型の POS ソ
リューションが含まれます。 SafeMobile はサイバー保護されたアプリケーション開発運用環境
であり、モバイルデバイス、サーバ、サービスなどから得られたアプリケーションの信頼で
きる安全なデータ同士を接続する際に情報を識別、認証します。

特徴

SuperPay ：・ どのデバイスでもどこでも使用できる、サイバー保護されたモバイル決済。
・ 銀行口座を持たない人々にとって優れた決済ソリューション。 ・ カスタマイズ可能な e
コマース及びモバイルマネーサービス。 ・ 独立型 POS ソリューション。 ・ 汎用性の高い
決済処理方法。 ・ テクノロジーは次の通りです： HCE と音声を使用した NFC 。追加のハー
ドウェア要件はありません。 ・ 統合 IVR 、 OTP を使った決済保護、バイオメトリック認
証、 SafeMoney 。
SafeMobile ： ・ サイバー保護された、堅牢で信頼できる SDK 開発環境。 ・ サイバー保護
の第一層。 ・ サイバー保護されたデバイスの登録、認定、個人化。 ・ モバイルデバイ
ス、サーバ、サービス間のデータを保護。 ・ 安全な単一エントリポイントを提供します。
・ 認証とデバイス登録を保護します。

SURF Communication www.surfsoluti
5C6
ソリューション
ons.com
1
Solutions
SURF 通信ソリューションマルチメディア処理プラットフォームは、レガシー及び次世代
NFV/SDN/WebRTC モデルで超 HD ビデオ、音声及び信号処理を有効にする、包括的な次世代
機能を提供します。 SURF の NFV/SDN ソリューションは、 COTS Intel サーバ上で直接又は
仮想マシンとして作動する拡張性に富んだソフトウェアです。運用支出と資本支出を削減する
堅牢かつ包括的なサービスモデルを提供しながら、各会社がネットワークプラットフォームと
ハードウェアの真の分離という NFV ビジョンを実現できるようにします。

特徴

SURF HMP & SURF Motion-HMP ：・ アプリ開発時間を削減する、使いやすい API 。 ・ あ
らゆる主要なメディア及びシグナリングプロトコルを処理：お客様はご自身のアプリケーシ
ョンに集中できます。 ・ 多様なアプリケーションに対応：初期投資を活用することにより
追加の収入源を構築。 ・ 大容量 / 低遅延：競争力のあるポートあたり価格と高品質のユーザ
体験を保証します。
ORION MCU & ORION-HMP : ・ 堅牢なテクノロジー：何百台ものデバイスにより実証済
みの相互運用性。 ・ あらゆる用法、あらゆるシグナリング（ WebRTC 、 SIP 、 H323 ）、
あらゆるエンドポイント（真の BYOD ソリューション）。 ・ マルチレジストラの導入を可
能にする唯一のソリューション（ SIP 及び H323 ）。 ・ 構成及び管理のため高価なサーバは
不要。複雑な展開も不要。
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Aeonix は、異なる複数のビジネスアプリケーションを単一の耐障害性のプラットフォームに
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統合するソフトウェア向けの通信ソリューションです。 Aeonix 統一通信プラットフォーム、
Aeonix コンタクトセンター（ ACC) 、 Aeonix ディスパッチコンソール（ ADC) がすべて一つ
のバーチャルインスタンス又は COTS サーバに収められています。 Aeonix は
VMware 、 Hyper-V などの仮想化プラットフォーム、 AWS などのクラウドプラットフォーム
上で作動し、プラットフォーム間でのポーティングも容易です（「 Bring Your Own Clou
d 」）。クラウドベース、ハイブリッド、自社運用のいずれであっても、 Aeonix は同一の法人
グレードの機能セットと能力を提供します。 Aeonix の比類のない拡張性のおかげで、マネー
ジドサービスを実施しても直ちに ROI を達成できます。

特徴

・ 拡張性 - Aeonix のオープンエンドのアーキテクチャは、現在必要なものだけを購入、イン
ストールできる柔軟性をお客様に提供します。
・ シンプルさ - あらゆるシステムサービ
ス及びアプリケーションの統一管理。直感的な GUI とシンプルなライセンスメカニズムのおか
げでインストール、管理、メンテナンスが簡単です。
・ オープンアーキテクチャ Aeonix は SIP （無修正）、 CSTA 及びウェブサービスなどの標準プロトコルに対応していま
す。
・ 回復力－システムが 1 つ又は複数のサーバで構成されていても、各 Aeonix サーバ
は 100 ％完全なアプリケーション機能を提供します。
・ クラウドポータビリティ－
Tadiran の「 Bring Your Own Cloud 」アプローチのため、規模を問わずあらゆる企業が Aeonix
UC&C のインストールにあたって、自由に選んだクラウドプロバイダを選択できます。
・
災害復旧。

TechSee Augmented www.techsee.
me
Vision
サービスセンターがセッションを作成した後、お客様は問題のあるデバイス、画面、製品又は

5D8
1
ソリューション

文書にスマートフォンのカメラを向け、ご自分の見ているものをエージェントと共有します。
お客様にはアプリもダウンロードも必要ありません。
コールセンターにて、サポートエージェントが端末で問題を見て分析し、問題と解決法を判断
します。視覚的な指示を送信し、お客様がその指示に従って問題を修正している間リアルタイ
ムで支援します。
TechSee を使えば、エージェントはもはやお客様による問題の説明だけに頼る必要はありませ
ん。自分の目で問題を実際に見ることができます。問題が解決したかどうかお客様に説明して
もらうまで待たなくても、エージェントはリアルタイムで、お客様が正しい行動を取ってい
るかどうかを確認でき、間違いを犯す前に直ちに介入して修正できます。問題は直ちに、正確
に解決されます。

特徴

・ アプリケーションは必要ありません。このソリューションはコールセンター業務用に作ら
れており、最適化されています。 KPI （平均通話時間、技術者派遣率など ) にも良い影響を及
ぼします。
・ 問題診断を向上させるため AI や深層学習も利用しています。
・ 視覚的ナレッジベースを開発
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1 Universal Remote －ユーザと IoT デバイスとの相互作用を容易にするためのモバイルア
SURE
ソリューション

プリフロントエンド。 SURE プラットフォームはデバイスライフサイクル管理のためのエン
ドツーエンドソリューションで、クラウドベースの IoT インフラとモバイルソフトウェアフ
ロントエンドを統合します。このユニークなアプリは、使いやすく汎用性の高いリモートモ
バイルアプリを通じて、 IR と WiFi 両方の家電の制御を可能にします。 SURE はテレビ、ケー
ブルボックス、エアコンなど多種多様な IR 家電のみならず、スマートテレビ、メディアスト
リーマー、セキュリティカメラなどの WiFi スマート家電も操作できます。 SURE Universal
Remote プラットフォームは、 IoT の鍵となる、ソフトウェアとハードウェアとの最大の相互
運用性を目指している、今日市販されている中で唯一のソリューションです。

特徴

SURE プラットフォームは、テレビやストリーマーなどのスマート及びレガシー家電、エアコ
ンから LED ライト、 i ロボットまでの IoT デバイスなどと相互作用する究極のユーザ体験をエ
ンドユーザに提供します。アクティブダウンロード数が数百万に達するこのアプリは、 IoT コ
ンテキストにとっての広告となります。モノのインターネット（ IoT ）を有効にし、オンライ
ン・トゥ・オフライン（ O2O) サービスを可能にします。 SURE Things は現在 IBM と提携し
ています。その提携に含まれるのは、 SURE Universal （スマートフォンフロントエンド）と
SURE Things ( クラウド IoT インフラ）です。 SURE Universal はダウンロード数が 500 万を
超え、 Google Play で第 1 位にランキングされる汎用リモートアプリです！

www.trackimo.c
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Trackimo は個人の安全と資産追跡のためのユニークなソリューションを提供しま
す。 Trackimo は強力な GPS 技術と、他の追跡ソリューションよりアクセスしやすく個人化さ
れて役に立つ、世界規模の費用効率の良い通信とを兼ね備えます。それは、手の平や財布の中
に収まるほど小さく、ベルトや犬の首輪にクリップ留めしたり車の中に隠したりでき、世界の
どこからでも、グローバルな 2G 及び 3G の携帯電波で、最も大切な物を追跡します。個人向
けソリューションも法人向けソリューション（フリートトラッキングなど）も提供していま
す。

特徴

複雑でコストのかかるハードウェアやソフトウェアを必要としない、強力で非常に拡張性の高
い資産追跡。競争力のある価格設定で、競合他社より最大 75 ％低い価格を実現しました。追
加費用なしに世界規模のサービスを提供します。当社はグローバル通信用の内蔵 SIM カードを
提供しており、キャリアの SIM カードと統合することもできます。市場で唯一の包括的 2G 及
び 3G ソリューションです。
Trackimo デバイスには、 GPS 、 GSM 通信、（屋内や近い場所については） Bluetooth 及び
WiFi センサの使用を最適化する独自設計の基盤が含まれています。特許出願中のアルゴリズ
ムとプロトコルにより、最低限の通信料金で位置情報とアラートの迅速な配信が保証されま
す。
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Zimperium のモバイル脅威保護テクノロジーは、モバイルへのサイバー攻撃をリアルタイムで
検出する継続的なデバイス上モニタリング・分析機能を提供します。 z9 検出エンジンと、 4
年間の脅威インテリジェンス研究を通じて開発、精緻化されてきた特許取得済みの機械学習モ
デルに支えられ、 Zimperium プラットフォームは動的かつ正確に悪意のある攻撃を識別しま
す。またエントリポイントにかかわらずゼロデイ攻撃を識別します。

特徴

特許取得済みの機械学習アルゴリズムを使ってモバイルの脅威をリアルタイムで分析し、実行
される前に攻撃を検出します。
デバイスがインターネットに接続されていない状態でも攻撃を検出できる、唯一のデバイス上
モバイルセキュリティソリューションです。
侵害されたデバイスをリアルタイムで追跡しサイバー攻撃のソースを見つけ出す、高度な科学
捜査能力。
Zimperium はグローバル大手通信事業者や、サムスン、テルストラなどのデバイスベンダに支
持されています。
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