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■ 論文要旨 ■ 

当社では、コミュニケーションツールの１つとして、H.323 プロトコルに準拠した

ビデオ会議システムをいち早く取り入れ、日本国内に点在する拠点同士の会議・打ち

合わせに活用してきた。 

グローバル化の進展、組織横断型プロジェクトの増加に対応するため、ビデオ会議

システムの海外拠点での導入、多地点接続システム(MCU)の活用、タブレット端末を

利用した適用範囲の拡大を順次実施し、ビデオ会議システムの拡充を進めた。 

システムの拡充にあたっては、H.323 プロトコルの特性を考慮したネットワーク構

成、各拠点の状況を踏まえたシステム構成、ユーザビリティを重視したシステム利用

方法等の課題に対して、個別に解決を図った。 

その結果、海外拠点とのコミュニケーションの拡大、部門・拠点を跨いだ横断的プ

ロジェクト推進の一翼を担うコミュニケーションツールとして活用されている。 
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１.はじめに 

１．１ 当社の概要 

当社は等方性黒鉛材料やカーボンを用いた製品の製造、販売を行っており、生産および

販売の拠点を、日本各地、世界の重点地域に配置(図１)している。当社は、直販と個別受

注生産を強みとしており、販売組織と生産組織の密接な情報連携が必要不可欠である。そ

のため、情報共有のツールとしていち早くビデオ会議システムを導入を計画し、日本国内

の拠点（以下、国内拠点という）では８年以上前から各国内拠点間でのビデオ会議を可能

としている。 

 

 

図 1 海外事業拠点の概要 

 

１．２ 当社ビデオ会議システムの概要 

当社で導入しているビデオ会議システムは H.323 プロトコルに準拠した機器である。国

内の各拠点のネットワークは、専用線・インターネット VPN で相互に接続されており、ひ

とつのプライベートネットワークとして構築されている。そのネットワークを利用するこ

とで、国内拠点では相互にビデオ会議接続が可能になっており、多地点接続装置（以下

MCUという）を利用することで、複数の拠点を同時に接続することも可能である。 

 

１．３ 海外拠点とのビデオ会議網構築 

近年のグローバル化に伴い、経営方針の策定、販売戦略の立案に際して、海外拠点との

コミュニケーションが重要になっている。また、日本メーカーの海外進出に伴い、国内拠

点と、海外拠点との連携が必要なケースも増加している。これらに対応するため、海外拠

点とビデオ会議が行える仕組み作りが急務となった。また、国内拠点間においても組織を

横断したプロジェクト体制を敷いて課題に取り組む必要がある案件が増加し、多数の拠点

に居る担当者が、適時コミュニケーションを取ることができる環境の必要性が増してきた。

本論文では、当社で実現した海外拠点を含んだビデオ会議システムの構築手法と、構築に

あたり検討した内容について述べる。 
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２．実現方法 

２．１ 基本方針 

 

（１）ソリューションの選定 

 WEB 会議等の新たなソリューションを併用する方法も検討したが、ユーザーへの利用方

法の浸透が難しいと判断し、ユーザビリティの変化が伴わない方法を選択することとした。

そのため、既存設備と滞りなく接続が可能な、H.323 機器を海外拠点にも導入することと

した。 

 

（２）接続方法 

 国内拠点の手法を踏襲し、各海外拠点との VPN を構築すればビデオ会議システムの導入

は可能である。しかし、専用線による VPN の構築ではランニングコストが膨大となる。そ

のため、インターネット回線を利用してビデオ会議を行える環境を構築することとした。 

 

２．２ ネットワーク接続 

H.323 の機器同士が正常に通信を行える環境の構築について検討を行った。国内拠点で

は、インターネット網に出るためにファイアウォールを通過するように設計されており、

ビデオ会議システム間の通信は、VPN網を通るようにルーティングされている。H.323プロ

トコルは同一ネットワーク間の通信を前提としているため、単純にインターネット接続が

可能な領域に機器を配置しただけでは、ビデオ会議システム間の通信に不具合が生じる。

そのため、海外拠点への新設にあたっては、ネットワーク環境の構築についても合わせて

検討する必要があった。 

 

２．２．１ ネットワークアドレス変換 

ファイアウォール配下のインターネット接続が可能な領域に機器を置いた場合、インタ

ーネット網に出る際に、ネットワークアドレス変換(以下 NAT という)が行われる。NAT に

よって IPパケットのプライベート IPアドレスがグローバル IPアドレスに付け替えられる

が、H.323 プロトコルで規定されているデータ部に保存された IP アドレスが書き換わらな

いため、正常に通信を行うことができない。そのため、単純にプライベートネットワーク

に機器を配置しただけではビデオ会議を行うことはできず、NAT 無しにインターネット網

へ接続可能な構成を取る必要がある。 

 

２．２．２ DMZへの配置 

ビデオ会議システムを DMZに配置し、グローバル IPアドレスを直接機器に割り振ること

で、NAT を介さずにインターネット網へ出られるようにすることで、前述の問題は解消さ

れる。ビデオ会議システム自体は複雑なソフトウェアではなく、ウイルス感染、ハッキン

グ等による被害を受ける可能性は非常に低いため、セキュリティリスクは低いと考えられ

るが、80 番、443 番等の管理コンソールへの接続が可能なポートについては、インターネ

ット側からの接続を制限するなど、ファイアウォールの設定を行う必要がある。 

当社では第 1ステップとして、図２の構成でビデオ会議システムを設置し、本社-海外拠

点とのビデオ会議を可能とした。 
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図２ DMZ配置概略 

 

 図２は、グローバル IP アドレスを複数取得できるインターネット回線契約を結び、DMZ

に置いたビデオ会議システムにマッピングする設定を行う旨を記した概略図である。海外

拠点での設置に際しては、図２の内容を伝えることで、見積もり・機器手配まではスムー

ズに進めることができた。実際の設置の際にはファイアウォールの設定等、詳細部分の設

計が必要になるが、特殊な設定は必要でない。 

 

２．３ トラバーサルサーバーの配置 

DMZ に本社-海外拠点間のビデオ会議は実現できたが、次のステップとして、その他の国

内拠点についても、海外拠点のビデオ会議を可能にする方法を検討した。国内拠点の数は

多く、複数台のビデオ会議システムが設置されている拠点もあるため、ビデオ会議システ

ムを全て DMZに配置し、個々にグローバル IPアドレスを付与するには、ネットワーク構成

の大幅な見直しと、契約手続きが必要となる。そのため、トラバーサルサーバーを設置し、

既存のファイアウォールを経由せずにインターネット網との通信を行うこととした。 

 
図３ トラバーサルサーバー設置イメージ 

 図３は、トラバーサルサーバーとして、Polycom 社製 Video Border Proxy(以下、VBP と

いう)を設置した概略図である。VBP はそれ自体にファイアウォールの機能も持ち合わせて

おり、直接グローバル IPアドレスを割り当ててインターネット網との通信を可能にできる。

また、一つのグローバル IPアドレスで社内のテレビ会議端末と外部のテレビ会議端末との
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接続が可能な H.323プロキシとしての機能も持っているため、１つのグローバル IPアドレ

スを利用して、複数台のビデオ会議システムを同時に利用することが可能となった。 

 

２．４ 他企業・機関との連携 

ビデオ会議を導入するにあたっては、プライベートネットワーク内での使用に限らずイ

ンターネット網を通じた通信をサポートしておくことで、利用範囲の拡大を見込むことが

できる。H.323 プロトコルに準拠した仕様のビデオ会議システムは、市場で高いシェアを

持っており、同様の仕組みを持った企業・研究機関が多数存在する。そのため、ビデオ会

議システムの利用範囲は社内での打ち合わせにとどまらず、対外的な打ち合わせにも利用

が可能である。当社でも、海外拠点との接続方法としてインターネット網の利用を可能と

したことにより、取引先や法律事務所といった社外との打ち合わせにも利用範囲を拡大す

ることができている。 

 

３．小規模拠点への拡張 

比較的大きな規模の拠点であれば、ビデオ会議システムと、それに対応したネットワー

クの改編も実施可能だが、数名規模の拠点に導入するには費用・作業量の負担が大きく、

導入の敷居が高くなる。また、レンタルオフィス等を利用している場合独自のインターネ

ット回線の引き込みができず、グローバル IP アドレスの取得や、DMZ への機器配置が不可

能な場合もある。そういった環境の拠点からもビデオ会議に参加できる仕組みを構築する

必要があった。そのため、一般的なネットワークアドレス変換を伴うインターネットアク

セス環境上に端末を置いた場合でも H.323を利用できる方法の検討を行った。 

 

３．１ SSL-VPNの利用 

小規模拠点への導入については、H.323 対応アプリケーションをインストールした端末

を SSL-VPNで社内ネットワークに接続する方法を適用した。 

当社では SSL-VPN を利用し社内ネットワークに端末を接続することで、ホワイトリスト

で許可された資源へのアクセスが可能となる仕組みを導入している。SSL-VPN で接続され

た端末にはプライベート IPアドレスが疑似的に付与され、社内ネットワークの資源へはル

ータでのアドレス変換を行うことなく接続が可能である。ホワイトリストに対象のビデオ

会議システムの IP アドレスを登録しておき、SSL-VPN での接続を許可し、H.323 での通信

が可能なように設定を行った。 

 

３．２ タブレット端末の利用 

当社の SSL-VPNは、Windows7、Android4.0以降、iOS6以降を搭載した端末であれば利用

することが可能である。従来からも、パソコンに H.323 に対応したアプリケーションをイ

ンストールし、マイク・スピーカを接続したビデオ会議システム用端末を社内ネットワー

クに配置して利用していたが、起動が遅い、マイク・スピーカーのトラブル、オペレーシ

ョンシステムに起因するトラブル等が起こることが多く、可用性に問題があった。そこで、

動作が単純で、ビデオ会議システムに必要な機能がハードウェアに統合されたタブレット

端末の導入を検討することとした。タブレット端末の選定においては、同一端末の入手が

容易で、安定性の高い iOS搭載機器を選択した。 
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・SSL-VPNにより社内ネットワークへの接続が可能 

・H.323に対応したビデオ会議用のアプリケーションが動作する 

・カメラ・マイク・スピーカーの機能が会議に必要な水準を満たしている 

 

という３点を確認し、試験的に導入したところ、ユーザー側からビデオ会議システムとし

て利用可能な水準に達しているという評価を受けることができた。この結果を受け、ネッ

トワークの整備に制限のある拠点へ配備する簡易システムとして採用し、導入を行った。 

 また、海外拠点への新設のみではなく、国内拠点のビデオ会議システム増設の要望に対

しても、利用人数・頻度を勘案し、タブレット端末を配備している。 

 

４．多地点接続システムの導入 

４．１ 従来の多地点接続システム 

当社では従来から多地点接続システム（以下 MCU という）を内蔵した機器を導入してお

り、当該機能を有するビデオ会議システムを利用すれば最大４拠点までの多拠点間で会議

を行うことが可能である。しかし、MCU 内蔵機器は、その機能が無い機器に比べて高価な

ため、全てを MCU 内蔵機器にすることはコスト面で難しく、一部の拠点のみに配備されて

いる。そのため、多拠点での会議を行う場合には、意識的に MCU 内蔵機器を利用する予定

を組まねばならず、使用できる会議室にも制限があった。 

 

４．２ 導入検討の背景 

社内横断的なプロジェクトの増加もあり、多拠点を同時に繋いでの会議が増える傾向の

中、機器の増設を要望する声が社内からあがってきた。また、海外拠点へのビデオ会議シ

ステムの配備、ビデオ会議可能なタブレット端末の配備により、５拠点以上の拠点で同時

に会議を行いたいという要望も合わせて増加してきたため、従来型の MCU 内蔵ビデオ会議

システムではなく、MCU単独の機器導入を検討することとした。 

 

４．３ MCUの機能 

MCU には社内の既存機器との親和性の高さを評価し、Polycom RMX 1500（以下、RMX1500

という）を導入し、高画質モードで最大９地点、低画質モードで最大 18地点の接続が可能

なライセンスを選択した。RMX1500 では、仮想会議室を設置し、各拠点は仮想会議室に接

続することで、その他の接続してきた拠点から発信される映像・音声を受信することがで

きる。仮想会議室は任意の数だけ設定することが可能であるが、最大接続数は前述の通り

のため、スケジュール管理を行わなければ、予定していた時間に利用できない可能性があ

る。 

 

４．４ スケジュール管理方法 

当社では、ビデオ会議を実施したいユーザーは、グループウェアのスケジュール管理機

能を利用して、ビデオ会議用機器が設置された会議室を予約し、予約時間に従って会議を

実施する運用を行っている。使用できる会議室に限定はあるものの、会議への参加が必要

な拠点の会議室を予約して、そこで会議を行うという直観的に解り易い運用である。 
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MCU の最大接続数を無駄なく最大限に利用しようとした場合、何時、何地点分を、どの

画質で利用するかという管理を行う必要がある。しかし、細かい管理を行おうとした場合、

スケジュール予約は煩雑となり、ユーザー側が行いたい会議に対して、どのような予約が

必要なのか理解してもらうことは非常に難しい。新たにシステムを導入する場合、煩雑な

運用を行ってしまうと利用頻度が下がり、結果的にはより大きな無駄となる可能性がある。 

そこで、標準的な利用方法として、高画質モードのみを利用する、一定の無駄を許容した

簡略な利用方法を策定し、下記の考え方をユーザーへ通知した。 

 

（１） ２部屋の仮想会議室 

最大６拠点まで接続可能な会議室、最大３拠点まで接続可能な会議室の２つを置く 

 

（２） 仮想会議室は繋ぐことができる 

２つの仮想会議室はパーティションで隔てられているが、両方を予約しておけばパ

ーティションを取り払って 最大９拠点まで同時に会議に参加することが可能 

  

（３）各会議室とも、窮屈に使う(＝低画質)であれば、２倍の拠点が収容可能 

 

MCU のリソースを２部屋の会議室として、スケジュール管理を行う手法を取ったことに

より、従来のスケジュール管理との親和性が高くなり、ユーザーの理解も順調に進んだ。

特にタブレット端末との親和性が高く、高頻度で情報交換に利用されている。 
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５．全体構成 

 

図４ 当社ビデオ会議システム網 

 

 各拠点の事情、当社の状況を鑑みつつ、必要なソリューションを組み合わせた結果、現

在は図４のような構成でビデオ会議システムを運用している。国内拠点ではインターネッ

ト VPN 網を利用、ビデオ会議システムを導入済みの海外拠点・取引先とは VBP を経由して

インターネット網を利用、小規模な海外拠点や、外出先からは SSL-VPN を利用するなどし

て、多様な環境・機器からビデオ会議システム網に参加する事が可能な構成となっている。 

 

６．導入効果 

６．１ コスト削減 

海外拠点にビデオ会議システムを導入した結果、従来は電話を利用していた会議が、イ

ンターネット網を利用したビデオ会議に移行され、通信料が大幅に削減された。アメリカ

にある拠点との例では、週に 2時間の定例ミーティングだけでも月額 18,000円程度の通話

料が、インターネットの固定 IP アドレス 1 つ分の維持費用（約 1000 円程度）に抑えられ

るようになった。また、役員会等の数時間に渡る打ち合わせや、機微な情報のやり取りが

必要とされる場合には、担当者が来日して打ち合わせを行っていたが、渡航回数を月２回

から年２回に抑えることで、出張旅費の削減にも貢献している。 
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６．２ コミュニケーション円滑化 

定性的な効果ではあるが、音声のみの電話会議から、相手の状況が見えるビデオ会議に

変わったことにより、通常の会議に近い感覚での会議運営が可能となり、意思決定の効率

化が図れるようになった。また、多地点接続システムを利用して遠隔地に居る通訳も同時

に会議に参加することで国内拠点と海外拠点の担当者間での意思疎通も容易になった。 

従来型のアプライアンス製品に加えて、コストを抑えて導入が可能なタブレット端末を

増設したことにより、使いたい時にシステムが予約で埋まっているという状況も回避され

るようになり、急を要する会議の際にもスケジュール調整が容易になった。 

 

 

７．今後の課題 

７．１ 個人間コミュニケーション 

現在のシステムは会議システムという観点から構築されたものであり、国内拠点・海外

拠点の個人を日常的に繋ぐものとはなっていない。現在、開発部門の各部署にタブレット

端末を配置し、コミュニケーションを活発化するツールとして利用する試みを行っている

が、SKYPE®等の個人間のコミュニケーションを円滑にするツールについても検討していく。 

 

７．２ 海外拠点間のコミュニケーション拡充 

現在の構成では、海外拠点間でのビデオ会議が可能な状態になっている。しかし、海外

拠点へのビデオ会議システム導入に際して、当初の目的を日本国内の拠点との会議として

いたため、海外拠点間の会議が可能であるということの認知度が低い。また、ビデオ会議

システムが未導入の拠点も一部存在するため、全拠点への配備を進めるとともに、国内拠

点を含まない、海外拠点間でのビデオ会議システムの利用についても推進していく。 

 

７．３ MCUの効率的運用 

簡略化した運用により、システムの利用は定着し活用されているが、システムリソース

の無駄が発生している状況である。ある程度システムの利用方法が定着し、ユーザーから

の認知度が上がってくれば、リソースを無駄なく使うことができる運用への移行を検討し

ていく。仮想会議室の設定方法、リソース予約の運用方法について、日々の予約状況や 

ユーザーの反応を観察しながら、最適な運用を導き出していく。 

 

７．４ 会議の実施方法 

ビデオ会議システムの配備により、会議を行うためのシステム的な基盤を整えることが

できた。しかし、本質は会議が行えることではなく、会議によって成果を出すことであり、

ビデオ会議ができることになったことによって、無駄な会議が増加したのでは逆効果を生

んでしまう。現在は、資料の事前準備や、開始時間の厳守、タイムマネジメント等の会議

ルールを策定し、タイムチャージ（一人当り一時間で稼ぐべき額）を意識して会議を行う

ように社内啓蒙活動を行っている。必要な人員が会議に出席できるインフラ提供を継続し

ていくと同時に、最小限の参加者・時間で最大限の効果が得られる会議を行える仕組みを

合わせて構築していく。 
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８．おわりに 

ビデオ会議システムの海外拠点への拡大という課題に対して、今回は自社設備の増強と

いう手法を用いた。WEB 会議等のクラウド型サービスが台頭してきてはいるものの、ユー

ザビリティの面ではアプライアンス製品に一歩及ばない状況である。クラウドサービスの

選定理由として運用コストの削減が挙げられることは多いが、運用コストの中にユーザー

サポートが含まれる点が考慮されない場合も多い。ビデオ会議のようなコミュニケーショ

ンツールは、必ず利用しなければならないシステムではないため、ユーザーが自ら利用を

望むシステムでなければならないが、ユーザーの情報リテラシーは各社各様で、システム

の選定においては一概に何が正しいということは言えないであろう。 

最新、現在の主流のシステム、過去の資産に加えて、自社の状況を正確に把握した上で、

ソリューションの検討を行っていくことが情報システム部の務めであると考え、これを念

頭に、より良い社内コミュニケーションがとれる環境構築を目指していく。 

以上 


