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企業コミュニケーションの進化が VoIP 技術者の価値を高める 

― 「IPTPC 認定技術者資格制度」の新たな方向性とその役割 ― 
2010/04/13 

 IPTPC（IP 電話普及推進センタ）エバンジェリスト 
竹井 俊文 

はじめに 
 IPTPC (IP 電話普及推進センタ※)は、2003 年より VoIP 認定技術者資格制度の運営を行っており、OKI、NEC、日

立製作所、岩崎通信機、富士通およびパナソニックシステムネットワークスの 6 社が参加しています。VoIP 認定技術者

資格制度とは、IP 電話技術の普及を目的として、業界で統一的な水準の VoIP 知識・技術を持つ技術者を認定する制

度です。累計資格者数は、2009 年 11 月の時点で 15,000 名を超えています。 
 本稿では、企業コミュニケーションの変遷を概説し、ユニファイドコミュニケーションへと進化を続ける企業コミュニケー

ションが、VoIP 技術者の価値を高めていくことを解説します。また、これからのクラウド時代における、IPTPC の新たな

方向性と ICT 社会の実現に向けた新たな役割について紹介します。 
 ※ IPTPC: IP Telephony Promotion Center, IP 電話普及推進センタ URL: http://certification.iptpc.com/index.html 

１．VoIP が牽引した企業コミュニケーションの進化 
 さて、企業がコミュニケーションツールを導入し、企業の情報通信インフラを構築してきた経緯を通して、新たに登場し

てきたコミュニケーションツールの多様化、VoIP による企業コミュニケーション環境の進化、および企業課題への対応の

変遷について説明します。 

①VoIP インフラ 

 ブロードバンドの普及にともなって、IP-PBX や

SIP サーバなどの VoIP システムが導入され、音

声とデータを IP ネットワーク統合することによっ

て、PC から電話とメール、さらには相手が不在

時に音声メッセージをメールで送信するボイスメ

ールも使えるようになりました。また、VoIP シス

テムと連携したアプリケーションサーバが導入さ

れ、相手を検索し表示された電話番号をクリック

すると発信ができる Web 電話帳や、相手のプレ

ゼンス（居場所と状態）を確認し、チャットなどの

リアルタイムなテキスト（文字）コミュニケーションができるインスタントメッセージング（IM）も使えるようになりました。 

・VoIP によるコスト削減と生産性向上 
 音声の IP 化によって、オフィスの移転やフロアレイアウトの変更も含めたインフラ整備コストの削減、通信コストの削減、

保守運用コストの削減や、利便性の向上とコミュニケーションの効率化による「生産性向上」も可能になりました。 

②VoIP モバイルインフラ 
 モバイルブロードバンドと携帯端末の普及にともなって、企業にセキュアな無線 LAN と VoIP モバイルシステムが導入

され、場所に拘束されず、オフィスを移動しながらモバイル PC や携帯電話から電話とメールなどが使えるようになりまし

た。また、VoIP システムと連携した通信事業者の FMC（Fixed-Mobile Convergence）サービスによる定額の内線電話

（ワンナンバー）も利用可能となりました。ワンナンバーは、相手の端末・番号を意識せずにつながり易くするものです。さ
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らに、VPN（仮想閉域網）によるセキュリティポリシー遵守のもとに、携帯電話から EIP（企業情報ポータル）連携もでき

るようになりました。 

・VoIP モバイルと FMC によるワークスタイル革新 
 モバイルインフラの導入によって、通信費の「コスト削減」のみならず、オフィスのフリーアドレス化やリモートオフィスな

どによる「ワークスタイル革新」が可能になりました。フリーアドレスとは、個人に固定席を割り当てず空席を効率的に使

って仕事をするオフィス形態のことで、組織の枠組み越えたコラボレーションや、在席率が低い営業部門などでは、居る

人の数だけの共用デスクを配備して、オフィスのスペースを減らし設備コストを削減すことも可能となります。 

③ビジュアルコミュニケーション・インフラ 
 更なるブロードバンドの普及にともなって、VoIP システムと連携した Web 会議サーバが導入され、相手の顔を見なが

ら会話、資料共有などができる Web 会議が PC から使えるようになりました。これは、映像メディア（音声＋ビデオ画像）

の IP 化によるビジュアルコミュニケーションであり、資料やアプリケーションデータの静止画像、PC のポインターやホワ

イトボード描写、さらにネットワークカメラなどの動画像も含まれます。 

・ビジュアル遠隔会議によるワークスタイル革新 
 遠距離間で頻繁に会議が開催されるオフィスにおいては、NGN 回線も利用できる遠隔 TV 会議システムが導入され、

F2F（Face-to-face）の対面会議に近い臨場感のあるテレプレゼンス（高品質 TV 会議）などが、会議端末などから使え

るようになりました。この人の移動をともなわない遠隔会議（TV 会議、Web 会議）の利活用によって、バーチャル会議や

テレワークなどの「ワークスタイル革新」が可能になりました。 

④Web2.0 コミュニケーション・インフラ 
 情報発信と情報検索・分類・更新を目的とする Web2.0 コミュニケーション（Enterprise2.0 と呼ぶこともあります）インフ

ラとして、企業情報システムに企業内データベースを活用した SNS（Social Networking Service）が導入され、Blog
（ブログ）、Wiki、Twitter、SBM（Social Book Mark）などの Web2.0 技術を活用したテキストコミュニケーションツール

も可能になりました。これは、人・人が強くつながっている電話、ビデオ会議、IM とは対極をなすものであり、「ゆるい」コ

ミュニケーションあるいは弱い紐帯とも言われる形態です。これらの中でも、Twitter（つぶやき）はリアルタイムに近い

Web2.0 ツールであり、今その利活用方法が注目を集めています。 

２．今後 UC へと進化する企業コミュニケーション 
 以上、企業コミュニケーションの変遷を見ると、IP 化以降のインフラにおいては、VoIP 技術が企業コミュニケーションの

進化を支えてきたことが良く分かります。そして、各インフラ導入において登場してきた多様なコミュニケーションツール

の一部あるいは全てを統合し、それらをダイナミックに活用するのが、以下に解説するユニファイドコミュニケーション

（UC）です。 

（１）ユーザー視点はシステムの利活用へ 
 今後の企業のコミュニケーションは、ユーザー視点の変化

と共に、システム・セントリックからヒューマン（人）・セントリッ

ク（中心）へ大きく変化していくものと考えます。分かりやすく

言えば、端末と端末、アドレスとアドレスをつなぐだけでなく、

人と人をうまくつないでコラボレーションを強化するという企業

活動の原点へ回帰していくということです（図表 2 参照）。 

・ICT を利活用して企業が抱える課題を解決したい 
 多くの企業が厳しい事業運営を余儀なくされている昨今、ICT システムを自社の課題を解決するソリューション手段と

して、利活用したいというニーズが増えてきています。企業の課題とは、「コスト削減」「生産性向上」「新価値創出」が三

本柱であり、これらの課題を解決する有効な方法論として、「ワークスタイル革新」ならびに「業務プロセス革新」によるコ
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ラボレーションの強化が注目を集めています。また、「新価値創出」にはCO2削減やBCP（Business Continuity Plan: 
事業継続計画）なども含まれます。そして、ユーザーの視点は、今までの「システム導入によるコスト削減」から、「システ

ム利活用によるコスト削減、生産性向、新価値創出」へと、着実に変化しています。 

（２）ユニファイドコミュニケーションへの期待 
 企業が期待するソリューションとして、ユニファイドコミュニケーション※があります。代表的なユニファイドコミュニケーシ

ョンは、多様なコミュニケーションツールを適材適所で有効に利活用し、最適な人との最適なコミュニケーションを実現す

ることを目標としています。そして、ユニファイドコミュニケーションによる社員、ビジネスパートナー、顧客とのコミュニケ

ーションの効率化を図りたい、新たなイノベーションを起こしたいというビジョンを謳うユーザーが増えてきました。 
 たとえば、FMC を利用したリモートオフィスの内線電話と、業務システム連携による社員間のコラボレーションの強化、

あるいは NGN 回線を利用したオフィス間のビジュアル遠隔会議による、遠隔地のビジネスパートナーとの新たなコラボ

レーションの構築などが、その代表的なソリューションです。このユニファイドコミュニケーションへの期待の流れは、一方

のコンピューティングのサービス化によって効率化を図るクラウドの流れとともに、今後も大きな潮流であり続けると思わ

れます。 
 
※ ユニファイドコミュニケーション（UC）： 概念用語であり、業界標準の定義がない。IPTPC では、「多様なコミュニケーションツールを揃

えるだけでは UC ではない」という UC の本質を踏まえて、次の３つを UC の必要条件として定義する。①UC はコラボレーションなどの企

業の課題を解決するソリューションである、②UC は必要なコミュニケーションツールを IP ネットワークによって統合する、③UC は業務プロ

セスと連携して最適なコミュニケーションツールを利活用する 

・UC による「業務プロセス革新」 
  「業務プロセス革新」である既存業務フローの効率

化を実現するためには、業務で使用するメディア特性

（テキスト情報のみか、音声、映像を伴うかなど）を十

分に考慮し、業務プロセスの T(時間)、P(自分と相手

の場所)、O（目的と相手の状態）に合った最適なツー

ルを、多様なコミュニケーションツールの中から、効率

良く選択することが肝要です。その結果、業務プロセス

間で発生する人・人コミュニケーションによる遅延や情

報伝達のミスを低減させることができ、効率的なコラボ

レーションが可能となります（図表 3 参照）。 
 特に、大至急で複雑な依頼をする場合、相手の反応をリアルタイムで確認しながら話し合うことができる電話の価値は

大きいと考えます。そのため、各種の業務アプリケーションから最適な電話端末を呼び出す仕組みが必要となり、この連

携を実現する仕組みには VoIP 技術、とりわけオープンな標準 SIP プロトコルが重要な役割を果します。 

３．UC の普及と共に VoIP 技術者の価値が高まる 
（１）今後も、VoIP が支える企業コミュニケーション 
 メールなどのテキスト（文字）によるコミュニケーションの普及によって、電話トラフィックが減少しています。また、ビジュ

アルコミュニケーションを中心としたユニファイドコミュニケーションの普及と共に、音声コミュニケーションを支える VoIP
技術と VoIP 技術者の価値は下がるのではないかという懸念もあります。 

・テキストコミュニケーションが普及しても電話の価値は変わらない 
 メールの普及により、多くの企業では社員のコミュニケーションが悪くなったという報告もあります。その主たる原因に、

相手と電話で直接話しをすべき用件であったにもかかわらず、手間を面倒がり一方的にメールをしてしまい、相手がメー

ルを見ていなかったとか、相手が誤解して意思疎通がうまく図れなかったなど、そのフォローのために時間を反って浪費
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した、人間関係が悪化したなどの例も少なくありません。 

 そもそも、メールと電話は異なるメディアであり、両者にはそれぞれ異なる価値があります。前者の言語情報のみのテ

キスト（文字）メディアに対して、後者の音声メディアの価値の高さは、相手に与える影響度が高い非言語情報（アクセン

ト、トーン、間合い）を有している点にあります。つまり、電話にはメールでは代替できない価値があります。たとえば、調

整・交渉・相談など、込み入った内容の意思疎通が要求される用件の場合には、電話はメールより適切なツールです。 

・VoIP によって電話の価値はさらに高まる 

 IP 電話に変わっても、レガシー電話が持つ高い音声品質と信頼性を確保できるVoIP技術によって、電話の価値を十

分に維持することができます。さらに、VoIPモバイル技術とFMCによって、自分と相手の居場所や、電話端末の種類に

関係なく電話をつながり易くすることができるので、IP 電話の価値はレガシー電話以上に高まります。 

今後、ユニファイドコミュニケーション技術の発展によって、テキストコミュニケーションと音声コミュニケーションは相互

にメディアの連携・補完・変換しながら、企業コミュニケーションにおける重要な役割を維持し続けると考えられます。 

・VoIP が支えるビジュアルコミュニケーション 

 ビジュアルコミュニケーションが普及すると、音

声コミュニケーションの価値が下がると考える人

もいるでしょう。それは、音声メディアに比べて、

顔の表情やジェスチャーが見える映像メディアの

ほうが、相手に与える影響度はさらに大きくなる

ことは間違いないからです。しかし、それは音声

が何不自由なく聞こえているという前提での話し

です。 

 人間がもつ感覚の特性上、音声品質の確保

が画像品質の確保以上に要求されます。たとえ

ば、ビジュアル遠隔会議中に音声が飛んだり、途切れたりした場合、画像品質が悪くなくても会議の続行が不可能にな

るケースが少なくありません（図表 4 参照）。そして、IP ネットワークにおける映像品質を支えているのが、遅延・ジッタ・

パケットロスなどを抑制する VoIP における QoS 技術です。つまり、ユニファイドコミュニケーションの目玉であるビジュア

ルコミュニケーションも、VoIP 技術が中心となって支えているのです。 

（２）VoIP をコアとした広範囲な UC 技術力 
 今後の企業コミュニケーションは、多様な ICT システムを利活用して企業の課題を解決していくユニファイドコミュニケ

ーションへと進化していくことを解説してきました。このユニファイドコミュニケーションの実現には、広範囲な ICT に関す

る技術力とソリューション力が必要となりますが、ここでは、VoIP をコアとしたユニファイドコミュニケーション技術力（以下、

UC 技術）にフォーカスします。 
 UC 技術は、多様なコミュニケーションツールを統合する、UC システムを構築するために必要な技術要素の総称であ

り、FMC などの IP ネットワークインフラ技術、テキストコミュニケーション技術、それと以下に説明する音声コミュニケー

ション技術、ビジュアルコミュニケーション技術、及びアプリケーションとの連携技術を含みます（図表 5 参照）。 

① 音声コミュニケーション技術 
 音声コミュニケーションの実現のためには、レガシー電話システム、IP 電話・ソフトフォン・IVR（音声自動応答／音声

認識）・伝言メッセージ・ボイスメールなどの VoIP システム、ならびに SIP・RTP などの VoIP プロトコル、音声符号化、

音声品質評価などの VoIP 基礎技術を修得する必要があります。その他、FMC に欠かせない携帯電話/PHS/スマート

フォンの通信事業者モバイルシステム技術も、知っておいたほうが望ましいです。 
 また、音声・データ統合のための LAN 設計、拠点間通信の WAN 設計、音声品質確保のための帯域設計と QoS 設

計、VoIP システム設計、無線 LAN 置局設計、無線 IP 電話システム設計などの VoIP モバイル設計、ならびに VoIP セ
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キュリティ設計などの VoIP 専門技術があり、SE や SI は修得する必要があります。 
 さらに、音声メディアの特性を踏まえた各種音声ツールの利活用技術、自分や相手の居場所と状態を管理・広告する

プレゼンス機能、FMC や SIP などによるワンナンバー機能、音声認識／音声合成、音声検索ログ、音声・テキスト間の

メディア変換などの UC 特有の技術が挙げられます。 

② ビジュアルコミュニケーション技術 
 ビジュアルコミュニケーションの実現のた

めには、Web 会議・資料共有・アプリケー

ション共有・ホワイトボード共有などの Web
会議システム、高品質 TV 会議（テレプレゼ

ンス）システム、ストリーミングシステム、

IPTV システムなどのビジュアルコミュニケ

ーションシステムの基本構成を理解し、そ

の上で H.323・SIP・RTP・RTSP などのプ

ロトコル、映像符号化、映像品質評価など

の基礎技術を修得する必要があります。 
 また、VoIP 専門技術をベースとした、映

像品質設計技術、映像システム設計、映像

セキュリティ設計など、SE や SI が修得す

る必要がある専門技術があります。さらに、

映像メディアの特性を踏まえた、各種ビジュアルツールの利活用技術、画像認識／画像合成、画像検索ログ、映像・音

声、テキスト間のメディア変換、AR（Augmented Reality：拡張現実）などの UC 特有の技術が挙げられます。 

③ アプリケーション連携技術 
 従来、連携させることが困難であった、アプリケーションソフトウェアと多様なコミュニケーションツールを連携させる技

術です。たとえば、Web サービス技術によって、業務端末や PC などの業務アプリケーションやグループウェアから、コミ

ュニケーションポリシーとセキュリティポリシーに従った、最適なコミュニケーションツールを、ワンクリックで呼出すことが

容易になります。Web2.0 ツールを活用した Enterprise2.0 の実現も可能となります。ここで、コミュニケーションポリシー

とは、使用可能なコミュニケーションツールの中から、業務プロセス毎に TPO に合った最適なツールを選択する基準の

ことで、企業ユーザー毎にカスタマイズされます。 
 また、「業務プロセス革新」などの UC ソリューションには、このアプリケーション技術が特に重要です。 

４．IPTPC 認定技術者資格制度の新たな方向性 
 VoIP をコアとするユニファイドコミュニケーション（UC）技術と、そのスキルアップ手段としての IPTPC 認定技術者資格

制度や、その他の手段との対応関係を図表 6 に示します。 

・【既存】コアとなる VoIP 技術者を早期に養成する資格制度 
 IPTPC の VoIP アドバイザ資格は、音声コミュニケーションと IP ネットワークの基礎をカバーしています。VoIP デザイナ

資格は、それらの専門技術であるVoIPシステム設計と、Ethernet/IPやセキュリティのネットワーク設計をカバーしていま

す。また、VoIP モバイル資格は、無線 LAN 設計と無線 IP 電話システム設計を、VoIP セキュリティ資格は、ネットワーク

を含む VoIP システムのセキュリティ設計とセキュリティマネジメントを、それぞれカバーしています。 

・【新規】ビジュアルコミュニケーション技術に対応する資格を新設（予定） 
 IPTPC の新たな方向性として、ビジュアルコミュニケーション技術に対応する予定です。対応する試験の具体的な計画

は検討中です。音声コミュニケーション技術がコアとなるので、上記４つの VoIP 資格をベースに「ビジュアルコミュニケー

ション資格」を新設予定です。 

図表 5 
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・【新規】ユニファイドコミュニケーション技術に関する新たな情報発信 
 また、後者の UC ソリューション技術については、本稿をはじめ、IPTPC 図書「IP 電話標準テキスト」や「IPTPC セミナ」

で技術情報の紹介をしてまいります。今後、ビジュアルコミュニケーション技術と UC 技術については、「IPTPC Web コラ

ム」で広く ICT 業界へ向けて情報発信する予定です。 

 一方、FMC などの通信事業者モバイルシステム技術（携帯／PHS／スマートフォン、無線アクセス／コアネットワーク、

モバイル端末ソフトウェア、モバイルインターネット、モバイルシステム、モバイルアプリケーションなど）は、IPTPC が連

携している MCPC 検定※5 の資格と図書※6 を推奨いたします。 

 

UC 技術 スキルアップ手段 

大項目 小項目 
IPTPC 認定 

技術者資格制度 

IPTPC 情報発信 

（推奨資格・図書） 

音声 

コミュニケーション 

技術 

（基礎） システム構成（PBX/KTS、SIP サーバ、VoIP ゲートウェイ、VoIP 端末

他）、VoIP プロトコル、音声符号化方式、音声品質評価手法、セキュリティ   

（専門） 音声帯域設計、音声 QoS 設計、VoIP システム設計、無線 IP 電話

システム設計、VoIP セキュリティ設計 

VoIP アドバイザ 

VoIP デザイナ 

VoIP モバイル 

VoIP セキュリティ 

IP 電話標準ﾃｷｽﾄ※1 

ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ※2 

IPTPC ｾﾐﾅ※3 

IP ネットワーク 

技術 

（基礎） Ethernet、IP プロトコル、LAN、WAN、無線 LAN、インターネット、

QoS、ネットワークセキュリティ、VPN   

（専門） LAN 設計、WAN 設計、マルチキャスト設計、VPN 設計、無線 LAN

設計、ネットワークセキュリティ設計、セキュリティマネジメント 

VoIP アドバイザ 

VoIP デザイナ 

VoIP モバイル 

VoIP セキュリティ 

IP 電話標準ﾃｷｽﾄ 

ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

IPTPC ｾﾐﾅ 

【新規】 ビジュアル 

コミュニケーション 

技術 

システム構成（Web 会議システム、TV 会議システム、テレプレゼンスシステ

ム、資料共有システム他）、Video over IP プロトコル、映像符号化方式、映

像品質評価手法、映像品質設計、映像システム設計、無線映像システム

設計、映像セキュリティ設計、など（検討中） 

2010 年度下期 

新設（予定） 

IP 電話標準ﾃｷｽﾄ 

IPTPC Web ｺﾗﾑ※4 

おわりに、IPTPC の新たな役割 
 最近、クラウドサービスが話題になっていますが、これはネットワークとクラウドコンピューティングの融合により、個人

や企業ユーザーの課題を解決する手段です。ユニファイドコミュニケーション（UC）も、企業ユーザーのコラボレーション

課題を解決するために、ネットワークとコンピュータを融合するものです。それゆえ IPTPC の新たな役割は、ICT 社会の

実現に向けた、ネットワークとコンピュータの双方に見識のある ICT 技術者を養成することです。 
 そのため、IPTPC では従来の VoIP 認定資格試験と VoIP 教育プログラムの推進に加えて、ビジュアルコミュニケーシ

ョンに対応した認定資格試験と教育プログラムを新設する予定です。また、IPTPC では他制度との連携を強化し、VoIP
資格者へのフォローアップはもちろん、広く ICT 技術者へのセミナや Web による情報発信を開始します。 

・ICT 技術者を効率良く養成する「IPTPC 認定技術者資格制度」 
 ネットワーク技術者の中には「コンピュータは不慣れなので・・・」と考えられている方もいます。しかし、ネットワークのＩＰ

化が進む中で、UC とクラウドサービスを理解するためには、まず VoIP の基礎からモバイル、セキュリティへと範囲を拡

大し、ビジュアルコミュニケーションそしてアプリケーション連携へと、段階的に知識を学ぶ IPTPC 認定技術者資格制度

のスキルアップパスが最も効率的です。その意味では、「VoIP 認定技術者」は既に高いバリューを持っており、UC 技術

を駆使する「高度な ICT 技術者」に近い存在である、といっても過言ではありません。 
 IPTPC は今後、VoIP 認定技術者資格制度をさらに充実し、企業コミュニケーションの進化に追従できる有能な技術者

の育成をとおして、ICT 社会の実現に貢献したいと考えております。                             

参考文献・検定制度 
※1 「NGN 時代の IP 電話標準テキスト」（2009 年 3 月発行, IP 電話普及推進センタ編著, リックテレコム発行） 
※2 「月刊テレコミュニケーション」2007 年 9 月号～2008 年 6 月号, 20102 月号記事（IP 電話普及推進センタ著, リックテレコム発行） 
※3 「IPTPC セミナ 2008」「IPTPC セミナ 2009」（無料ｾﾐﾅ：講演・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ） URL: http://certification.iptpc.com/index.html 
※4 「IPTPC Web コラム」（公開ｻｲﾄ：2010 年 3 月開始） URL: http://certification.iptpc.com/index.html 
※5 「MCPC モバイルシステム技術検定」は、IPTPC が新たに連携を開始した MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム）の
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図表 6 ユニファイドコミュニケーション（UC）技術とスキルアップ手段との対応関係 
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