
－注意事項－

・本テキストの内容については､断りなく変更を行うことがあります。

・本テキストの内容の誤りに関連して生じた偶発的、あるいは派生的な損害については、
その責任を負いかねます。

・本テキストはビジュアルコミュニケーションアドバイザ研修の評価用にビジュアルコミュ
ニケーションアドバイザ研修テキスト 1.1版を基に作成したものです。 他の目的での複
製、再利用、再利用を禁じます。

All rights reserved, Copyright(C) 2002-2016 Oki Electric Industry Co., Ltd.





1章-3-

１章 学習目標： ビジュアルコミュニケーションの概要とユニファイドコミュニケーションとの関係を説明でき
るようになる。

１．ビジュアルコミュニケーションの変遷を以下の観点で説明できること。

①ビジュアルコミュニケーションとは何か？

②インフラおよび製品の変遷

２．ビジュアルコミュニケーションの種類および特徴を説明できること。

①ビジュアルコミュニケーションの分類を利用形態、実現形態、利用場所で説明できる。

②ビデオ会議、Web会議、テレプレゼンスのそれぞれの特徴と用途。

３．ユニファイドコミュニケーションとビジュアルコミュニケーションの関係を説明できること。

①ユニファイドコミュニケーションとは何か？

②ユニファイドコミュニケーションの中のビジュアルコミュニケーションの位置付け。

４．ビジュアルコミュニケーションの基本を説明できること。

①ビジュアルコミュニケーションの基本はビデオ会議である。

②ビデオ会議の基本的な構成要素や機能概要。
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IPTPCが考えるビジュアルコミュニケーション（VC）の定義。

・音声と連動して、相手の顔等の映像を見ながら会話すること。

・音声と資料、アプリケーションデータ等の共有が出来ること。

・IP技術によって音声、画像と資料、データ、アプリケーションの融合が可能となる。

VCとして、音声と連動して、相手の顔を見ながら会話したり、データ、資料共有などが出来ること。実現手段として
は、IP技術やISDN技術による音声と画像やデータ/資料の融合であり、話者の映像以外に、プレゼンテーション、
文章作成、表計算の資料やアプリケーションデータとして静止画像、ホワイトボード描写等も含まれることもある。

資料やデータの共有は会議端末そのものを使う場合と会議端末とは別の端末を連動させる場合もある。

また、VCとしてビデオ会議システムやWeb会議システムそのものを表すこともある。

また、ネットワークカメラ、コンテンツ配信、IPTV等の映像サービスで、双方向でコミュニケーションが可能であれば、
VCの一種と考えてもよい。

近の地上デジタル放送は双方向性のサービスを含んでいるので、ビジュアルコミュニケーションの1種として考え
ることも出来る。

デジタルサイネージ（1-2-12参照）のような片方向の映像伝達は一般的にはVCとは言わない。

*1.画像：ここでは｢動画像｣の意味で使用している。また、本テキストでは｢動画像｣の意味で｢映像｣という用語を使
う場合もある。

参考情報

一般的なビジュアルコミュニケーション（Visual Communication）の解釈 は、図や写真、映像等を中心にした視覚
伝達である。視覚コミュニケーションとも呼ばれる。

ビジュアルコミュニケーションには、芸術(Art)、サイン(Signs)、写真(Photography)、活版印刷(Typography)、デッサ
ン(Drawing)、色(Color)および電子リソース(Electronic Resources)などがある。この分野での 近の発展は、ウェブ
デザインに代表される。参考情報として記述した｢ビジュアルコミュニケーション（VC）｣は本テキストで述べるVCと
は別解釈のものである。
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ビデオ会議システムは、専用ハードウェア（本体）とカメラ、マイクおよび、相手の映像と音声を出力する
ためのディスプレイ（液晶やプラズマなどのモニター）が必要となる。ビデオ会議システムはテレビ会議シ
ステムと呼ばれることもある。 近はテレビではなく、PC等で映像を（ビデオ）配信することもあるためビデ

オ会議と呼ばれている場合が多い。映像データは音声データに比較するとデータサイズが大きく、その
ままネットワークに流せないため映像特有なデータ圧縮方法を使って伝送する必要がある。

ビデオ会議システムの基本動作は、カメラとマイクに入力された映像と音声の信号を符号化処理（エン
コード）し、圧縮したデータをネットワークへ伝送する。相手側に届いたデータは復号処理（デコード）され、
ディスプレイとスピーカーに出力される。この動作が双方向に行われお互いの映像と音声がやりとりされ
る。

3拠点以上を接続することを「多地点接続」と言い、多地点接続するための専用の装置を「MCU（Multi-
point Control Unit：多地点接続装置）」と呼ぶ。会議端末本体にMCU機能を内蔵している製品もある。

会議端末本体にカメラやマイクを備えた専用機器製品のことを「セットトップタイプ」と呼ぶことがある。会
議端末本体にカメラとマイクを内蔵した一体型の製品を、ディスプレイの上に設置したことから「セットトッ
プ」と呼ばれるようになったものと考えられる。

セットトップタイプに対して汎用PCのWebブラウザソフトを使ったり、専用ソフトウェアを用いてビデオ会
議を行う汎用機器製品を「デスクトップタイプ」または｢Web会議｣と呼ぶ場合もある。USBカメラ、USBヘッ
ドセット、USBマイクやスピーカーなどを接続したパソコンでビデオ会議に参加する。ビデオ会議システム

には、拠点対応の画面分割、話者強調（発言者を大きく表示したり、枠で囲って強調すること）、データ
共有、会議予約等の機能を有する製品が多い。

ビデオ会議システムの構成要素および実現技術の詳細は2章で解説する。
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各種ビジュアルコミュニケーション製品の特徴や機能を整理すると以下のように分類することも出来る。

（１）ビデオ会議は、標準化対応のMCUやゲートウェイを設置することにより各種会議端末と相互接続が

可能となる。会議システムとしての基本機能も十分備わっており、設備・費用面でも中間的な位置付けで
ある。専用機器タイプと汎用PCタイプがある。

（２）Web会議は、汎用PCを会議端末として使用し、ビデオ会議とほぼ同等な会議機能を実現している。
ASPサービスを利用すれば、専用設備を持つ必要がなく、導入が容易である。

（３）テレプレゼンスは、臨場感溢れる機能や性能は非常に高いが、構築するための専用設備や費用は
大きくなる。

（４）ソフトフォンは、汎用PCに専用のソフトウェアをインストールすることで、プレゼンス機能、電話機能お
よびソフトフォン会議が可能である。気軽に導入できるコミュニケーションツールである。

（５）テレビ電話は、NGN網を利用することで、品質の確保された高音質、高画質の通信を実現できるよう
になった。また、携帯電話を利用したテレビ電話も身近なコミュニケーションツールとして活用できる。
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２章 学習目標： ビデオ会議システムに関する基礎知識について以下の説明ができるようになる。

①ビデオ会議システムの基本的構成および構成機器の機能概要を説明できること。

② ビデオ会議では、H.323が標準プロトコルであり、その基本的な構成や内容を説明できること。

③コーデックについては、映像コーデックのH.261、H.263、H.264の概要を説明できること。

④映像の伝送方式として、RTP、RTCPの概要と音声伝送と映像伝送の違いやリップシンクを説明

できること。

⑤データ共有の基本的な方法（H.239を含む）を説明できること。

⑥MCUの基本的なアーキテクチャや機能概要を説明できること。

⑦ビデオ会議で使用する各種ネットワークの種類と特徴を説明できること。

⑧ビデオ会議で必要なネットワーク帯域の考え方、算出方法を説明できること。

⑨その他、Firewall/NAT越えの課題と対策、セキュリティ対策（暗号化等）を説明できること。
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ビデオ会議端末の基本的な仕組み

・ビデオ会議端末には、大別してビデオ会議専用に製造された端末と、汎用PCにソフトウェアをインスト
ールし、各種の周辺機器を使用するPCソフトウェア端末の2種類がある。

・いずれの端末も、基本的に映像入力のためのカメラと音声入力のためのマイク、映像出力のためのモ
ニタと音声出力のためのスピーカーを備え、それらの入出力をデジタル圧縮・復元するコーデック、デジ
タル圧縮された映像・音声信号をパケット化してIPネットワークとの通信を行う通信制御機能を搭載して
いる。

・一般に、専用機タイプはカメラ、マイクなどの入力装置は専用のものを使用する必要があり、選択肢が
限られるが、PCタイプではカメラ、マイク、スピーカーなど各種の周辺機器を数多くの選択肢から選ぶこと
ができる。PCタイプでは使用する映像の解像度に合ったカメラの選定や、使用する部屋の広さにあった
マイク、スピーカーの選定が必要となる。

・音声の入出力について、同じ端末のスピーカーの音声がマイクに再帰的に入力されることでエコーが
発生するため、端末あるいは専用の周辺機器がエコーキャンセル機能を持っている。

・カメラで撮影している映像以外に、PCの書類や外部接続機器の映像/資料を接続するための外部イン
ターフェースやソフトウェアインターフェースを備えている端末もある。

参考情報

・ビデオ会議の業界では、｢コーデック｣という用語が｢端末｣そのものの意味で使われる場合があるので注
意が必要である。
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多地点会議では、MCUが必要になる。ゲートキーパも多くの場合必要となるが、 近のMCUはMCUと
ゲートキーパが一体化しているものが主流となっている。

■映像処理

多地点会議における映像表示には、以下の２つがある。

(1)ある瞬間にはひとりの参加者しか表示しない、発言した人に映像を切り替える方式（Video Switching）

(2)複数の参加者の映像を表示する同時表示方式（Continuous PresenceまたはCP）---後の項で詳細に説明

通信開始時のネゴシエーションには、受信側が自分の能力を相手（送信側）に伝え、送信側が自分の送信能力とつき合わせ
て実際の送信モードを決定する方法が用いられる。

ここで注意が必要なのは、(1)のVideo Switchingの場合、全ての端末とMCUの間で音声、映像、データなど個々のメディア信
号のビットレートが同一でなければならないことである。これは、MCUが映像を復号しないで符号化ビット列のまま切替えるた
めである。仮に、端末Aが端末Bからの映像をMCU経由で受信しているとして、次に端末Cからの映像を受信するようにMCU
で切替えたとする。この際、マルチメディアを多重したビットレートは、それぞれの端末で一定なので、端末Bからの映像ビット
レートと端末Cからのビットレートが異なると映像が表示できなくなる。

■音声処理

音声は、全て音声がMCUに集められた後、いったんPCM（Pulse Code Modulation）信号に戻して、他の信号と加算される。そ
れがさらにエンコードされて、各端末に配信される。端末にはMCUが有効な音声を選択し、それらの音声信号を加算したもの
が届けられるので、会議参加者で発言があった複数人の音声を同時に聞くことができる。但し、自分の音声は加算されないよ
うにMCUが制御している。

■データ共有（資料共有）

特定の端末が、アプリケーションやファイルの共有送信権を得て、表示すべきアプリケーションやファイルの表示データを映像
としてMCUに送り、他の端末全てに送信者と同一のアプリケーション画面やファイル画面が分配、表示される。
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動画像コーデック（符号圧縮化）の基本的な仕組み

動画像の情報量を削減する基本的な考え方として以下の手法がある。

①画面内の画素そのものが持つ冗長情報の削減 ⇒ 空間的な冗長度の削減とも言う。

1つの画素の周辺は、それと似通った画素（空の色、雪景色等）になっている性質を利用する。すなわ
ち、DCT（Discrete Cosine Transform：離散コサイン変換）いう手法を用いて、画面（フレーム)内の画素信
号の相関関係（変化のゆっくりとした信号(低周波)成分が多く､変化の細かい信号(高周波)成分が少な
い）を利用して情報を削減して、情報の圧縮を行っている。

②画面間の冗長情報の削減 ⇒ 時間的な冗長度の削減とも言う。

1つの画面（フレーム）の前後は、それと似たような画面（背景）になっている性質を利用する。すなわち、

動き補償フレーム間予測を利用して、画面間（フレーム間）の相関関係から情報を削減し情報の圧縮を
行っている。

上記の冗長情報の削減方法の仕組みを組み合せた動画像符号化を｢ハイブリッド符号化｣と呼ぶ。

また、画面が切り替わった時など 初に送信する画面全体のフレームのことを、｢イントラフレーム｣とか
｢キーフレーム｣と呼ぶ。

その他、動画像の情報量を削減するために以下のような特質を利用する。

・数値化（符号化）における数値割り当て方法に工夫する。

すなわち、発生頻度の高い情報には短い符号を割り当て､発生額度の低い情報には長い符号を割り
当てることでトータルの符号の長さを短くする。このことによって、符号化した時のデータ量を削減できる。
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・音声・映像の伝送を制御するプロトコルは、呼を制御するシグナリングプロトコルとメディア（音声・映像）
を伝送するメディア転送プロトコルに分かれる。

・音声・映像の伝送プロトコルとして、RTP（Real-time Transport Protocol）とRTCP（Real-time Transport 
Control Protocol）が国際標準として規定されている。

・VoIPにおける音声メディアの転送にもつかわれるRTPおよびRTCPであるが、映像メディアの伝送に特
有な機能（映像と音声の同期等）も規定されている。

・RTPとは、リアルタイムデータ（音声、映像、テレビ会議など）を伝送することを目的に標準化されたプロ
トコル。

・RTPプロトコルの下位層（トランスポート層）には、リアルタイム通信に適したUDPを使用するが、
UDPにはTCPのような送達確認やフロー制御機能がないため、それを補助する目的でRTCP
プロトコルが使用される。

RTPとRTCPについて、特に映像メディアの転送に特有な機能や映像と音声の同期方法（リップシンク）に
関連する機能に関して、2-4-2～2-4-3で説明する。
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3章 学習目標：

ビデオ（TV）会議・Web（PC）会議の各種導入事例から、提案のヒントを得て自身の提案活動・導入・運
用に活かす。

①ビデオ会議・Web会議と色々な機器構成が存在することを理解する。

②導入前の背景や課題からどのような会議システムが適するのかを理解する。

③お客様の導入規模、ニーズおよび運用例によりどのようなシステム構成で提案できるかを理解
する。

ビデオ（テレビ）会議端末：ハードウェア型のビデオ会議専用端末。

Web会議端末：パソコンを利用したビデオ会議端末（パソコン上のWebブラウザを利用する製品、
専用クライアントソフトをインストールする製品 等）



3章-13-

３－１ ビデオ会議導入事例：ビデオ会議端末とWeb端末の混在導入例

既存資産であるビデオ会議端末と新規導入したWeb会議システムとの混在運用によりシステム拡張を実現した例である。

■採用事例：大手製造業

■背景・課題

・事業構造改革の目的から組織間の壁を無くし、グローバル環境下での業務のコラボレーション化が必要と

なりビデオ会議の本格導入を検討。

・ビデオ会議端末の拡大設置はコスト高から、既存資産として所有するビデオ会議端末との混在運用が可能で

あり、PC端末で利用可能なシステムを選定理由とした。

■混在導入のポイント

（1）ビデオ会議の国際標準規格であるH.323規格に準拠した製品を選定することにより既存資産であるビデオ

会議端末との互換性を確保。

（2）ISDN公衆回線網とIPネットワーク網の通信回線・規格の違いに対してはH.320/H.323ゲートウェイを導入

することにより互換性を確保。

（3）システム拡張に伴う拠点会議端末増設に対し、高価なビデオ会議端末の設置ではなく、Web端末による

運用に変更。

■効果

（1）デスクで日常使っている既存ＰＣをWeb会議端末として活用し自机から手軽に会議参加可能。

（2）IP-VPN・インターネットVPN・ＩＳＤＮなど、通信インフラの違いにとらわれず 会議を開催可能。

（3）Web会議端末を使った資料共有機能の活用によりプレゼンテーション効果が増大。

■注意点

・H.320/H.323ゲートウェイ装置の導入に当たっては、映像・音声コーデックの制限等が考えられるため

事前検証等を行うことが望ましい。

＜用語解説＞

・H.320/H.323ゲートウェイ：プロトコルが異なるものを接続するための仕組み。H.320のISDN網とH.323の

IP網の相互接続を可能にするための専用装置。
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３－５ Web会議端末を利用した遠隔窓口相談システムの導入例

Web会議端末を来店されるお客様用に画面レイアウト、機能アイコン等をカスタマイズし、本部側専門相談員と
来店されたお客様間における遠隔窓口相談システムとして利用した例である。

■採用事例：地方金融機関

■背景・課題

・高度な金融新商品の説明、複雑化する手続き・事務処理等に対応する高度なスキルと経験を

持つ行員（相談員）を各店舗に配置するのは負担となっていた。

・店舗に来店されるお客様からも専門員による詳細な説明を聞きたいとの要望が多かった。

・専門相談員の集中対応と業務効率化を考え遠隔窓口相談システムの検討を行った。

■ポイント

（1）標準的なWeb会議端末画面を遠隔窓口相談システム用にカスタマイズすることで通常の

社内会議・研修用途とは違う導入を実現。

（2）来店されたお客様のオペレーションミスを無くすべく、画面レイアウト・機能アイコンは

必要 低限の設定としマウスクリック操作のみに限定。

（3）Web会議端末を利用することで専門相談員のPC端末上に用意された説明資料も共有できるため

遠隔対応であっても分かりやすい説明が可能。

■効果

（1）シンプルな画面の見やすさ、クリアな音声による本部専門相談員の丁寧な説明によりお客様の

満足度もアップ。

（2）専門性の高い相談内容を遠隔による本部の専門相談員対応とした事で店舗窓口業務の負担

軽減を実現。

（3）短縮した事務作業時間を別の営業活動 等に振り向けることにより収益増を狙う体制を構築。
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４章 学習目標： ビデオ会議（Web会議を含む、以下同様）システムを扱う営業、SEがビデオ会議システ

ムの提案のポイントを理解して、顧客の課題をヒアリングして課題解決に向けた基礎提案ができるように
なる。

１．ビデオ会議システムを扱う営業、SEが標準的な提案業務について、以下の内容を説明できる。

①ビデオ会議に求められる効果と提案のポイントを説明できる。

②ビデオ会議の活用方法、ビデオ会議以外のシステムとの連携や応用事例を説明できる。

③ビデオ会議システムの方式の違いによる機能実現内容を説明できる。

２．ビデオ会議の具体的な提案の進め方について、以下の内容を説明できる。

①ビデオ会議システムの知識があまりない顧客に対する提案方法を説明できる。

②ビデオ会議システムの知識がある顧客に対する適切な提案方法を説明できる。

③ビデオ会議システム導入を成功させるポイントを説明できる。
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ユーザが利用したいビデオ会議システムの各種要件（機能、性能、利用形態、端末設備、利用ネットワーク
条件、顧客の予算確保状況など）により、提案するビデオ会議システムが異なってくる。

（１）ビデオ会議（Web会議を含む）機能、性能

・映像品質、音声品質、品質の優先度、データ共有、多地点接続数、多地点画面、

異機種端末接続、付加機能（会議予約機能等）。

（２）利用形態

・利用範囲（社内/社外等）、利用目的（会議利用/会議利用以外）、利用形態（1対1、

1対n、n対ｍ）、全くの新規利用か、既設ありの場合、異機種端末の相互接続の有無。

（３）端末設備

・操作性、会議室の広さ、設置場所、ポータビリティ性（外出先のモバイル利用、

自宅等のテレワーク利用）

（４）利用ネットワーク

・帯域確保、異速度端末接続、FW/NAT超え、ネットワークをビデオ会議以外の用途

（データ、音声利用等）と共有/単独で利用するかどうか。

（５）標準仕様/独自仕様による差異

ビデオ会議の標準プロトコル（H.323、H.263/H.264、G.711/G.722等）を用いたシステムと、

これらのプロトコルを用いず独自仕様でビデオ会議を実現したシステムがある。

それぞれ、特徴、制約事項並びにメリット、デミリットがあるので、その辺のところを

十分理解して顧客に提案する必要がある。

（６）顧客の予算確保状況

・初期導入予算や月々の運用・管理予算を聞き出し、提案内容に反映させることが

顧客にとって現実的な提案となるし、クローズ出来る可能性も高くなる。
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ビデオ会議システムは、VoIPシステムと異なり、まだ実際に導入されていない企業も多く、顧客のビデオ会議に対する知
識に合わせた分かり易い提案活動を実践することが重要である。

①リサーチ活動やプロモーション活動により、対象となる顧客にアプローチする機会を得た場合は、ビデオ会議システム
とはどのようなものかを説明、デモして顧客が利用シーンをイメージできるようにすることが重要である。また、主たる利用
目的（役員会議・会社方針説明、営業支援、人材育成・教育等）によって、以後の提案先部門が異なってくる場合がある
ので、確認しておく必要がある。

②顧客の業務内容をヒアリングし、課題や改善要望を把握する。ヒアリングの際には課題を明確化する意味でもヒアリング
シートを作成し、活用することも効果的である。

③課題および改善点を絞り込み、ビデオ会議システムを導入することで、どの程度の改善効果が見込めか、概略の提案
を行う。

④顧客がビデオ会議システムの導入の検討を進める意向であれば、ビデオ会議システムの要件をヒアリングし、顧客の要
件に適合したビデオ会議システムを検討する。

・ここで、MCU、端末のビデオ会議機能に関する要件、利用形態に関するのみでなく、端末設備に

関する要件、利用ネットワークに関する要件を確認し、検討する。

・顧客が構築をして欲しい範囲（MCUのみか、端末設備、ネットワーク構築、各種利用マニュアル

作成等）を確認し、検討する。

⑤提案書の作成に当たっては、具体的な導入効果の見込み、前提条件および制約条項を明記する必要がある。提案採
用の確度を高めるためには、複数の提案書を作成しておくことが望ましい。

⑥提案に当たっては、導入の意思決定者への実機デモを行うことが重要である。その際に、前提となる条件や品質レベ
ルの確認が必要である。複数の提案書の準備がある場合にはそれぞれの提案内容の特徴や違いを説明する。提案、デ
モした結果、顧客の納得しない場合には問題点を再検討して提案内容を見直す。

⑦ビデオ会議システムを導入したことが無い場合、トライアルや試行を求められる場合も多い。その際には導入することで、
業務改善や業務効率化の効果の把握がし易く、その後の本格導入への展開も容易に行える部門を選定してもらうことが
有効である。この段階で、顧客の実環境での運用方法の改善提案を行い、顧客が簡単に使える様にしなければならない。
トライアル、試行結果をフィードバックする。

⑧顧客の環境でトライアル、試行を実施し、導入効果が認められ、顧客の不安を取り除くことで、システム導入（受注）とな
る。

⑨導入後、顧客に導入効果をヒアリングし、改善の余地があれば、改善提案して顧客満足度を向上させ、その後の増設、
関連会社紹介等の水平展開および継続受注に繋げることが可能となる。


