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 プロダクトレポート                        

Visual Nexus プロダクトレポート 

 

 トーメンサイバービジネスは、IP ネットワーク多地

点ビデオ会議システム Visual Nexus のバージョン

3.0 を昨年１０月にリリースし、海外展開も強化を図っ

ているが、今回同社 インターネットプロダクツ事業部

マーケティンググループ 主事補 丸田 雄介氏に、

Visual Nexus の製品としての特長、強みなどを伺った。 

 

トーメンサイバービジネス株式会社  

インターネットプロダクツ事業部  

マーケティンググループ 主事補 丸田 雄介氏 

 

Visual Nexus バージョン 3.0－デスクトップに

最適化したコミュニケーションツール 

 

バージョン 3.0 では今までのバージョンから、オーバーホ

ール的に見直しをした。リセットしたような感じだと丸田氏は

言う。今までとは画面のインターフェイスも全然違う。以前

のバージョンは画面一杯に占有するタイプだった。ビデオ

会議のイメージから当初の Visual Nexus の製品化がなされ

ているため、そのような設計思想が反映した形であった。 

しかし、バージョン 3.0 からはビデオ会議という切り口に

加え、ユーザーに対する新しい提案を盛り込んだ。そのた

めに設計思想からユーザーインターフェイスの作りまで、新

たに Visual Nexus を生まれ変わらせたという感じだ。 

Visual Nexus をビデオ会議という位置づけではなく、PC

の上でメールをみたり、オフィスツールを立ち上げたり、相手

の在席状態（プレゼンス）をみたりしながら、コミュニケーション

が行えるツールとして生まれ変わった。言い換えれば、デスク

トップに最適化したコミュニケーションツールとなった。 

ミーティングをコントロールする Meeting Manager、実際に

通話している相手の画面、データ共有画面のそれぞれを分

離して、ユーザーは、デスクトップ上の好きなところに配置で

きるため、PC の画面一杯を占有することがなく、必要なデー

タを見ながら会話をすることができる。 

「3.0 になってユーザーインターフェイスが変更になり、当初

戸惑った既存ユーザーもいたが、そのユーザーも含めて、

Visual Nexus バージョン 3.0 の評価は、以前よりも格段に上

がったと実感している。」（トーメンサイバービジネス株式会社 

インターネットプロダクツ事業部 マーケティンググループ 主

事補 丸田 雄介氏） 

「ビデオ会議の枠の中にあったら、ユーザーの意識も使わ

れ方も変わらない。使う人の意識まで変えてしまう、もっと言

えば、ビデオ会議と思っていたのにビデオ会議ではない。そ

うゆう所まで根ざした変更をしている。この点に関して、今回

のバージョンアップについて我々は野心的に取り組んだ。」、

「使い始めれば意識がかわると思う。ビデオ会議業界ではこう

いった方向に走っているベンダーは非常に少ない。ウェブ会

議が近いのかもしれない。それを引っ張っていきたい。」（同 

丸田氏） 

「今度はコミュニケーションのやり方を根本から変える。当初

はビデオ会議から始まったが、コミュニケーション全般をサポ

ートするようなシステム、ソリューションを目指したい。」、「バー

ジョン 3.0 での製品全般のメッセージとしては、プレゼンスを

中心としてどれだけすばやく相手とコミュニケーションを行え

る環境を持てるか。どれだけ意志を共有して、話をすることが

できるか。この製品を使うとどうなるの。これを使うと何が変わ
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るのか、どのように環境がかわるのということをお客様に説

明していきたい。また、業界にインパクトを与えていきた

い。」（同 丸田氏） 

バージョン 3.0 は、海外でも同社のイギリスの法人 Visual 

Nexus 

Limited か

ら リ リ ー ス

された。バ

ー ジ ョ ン

3.0 のユー

ザーインタ

ーフェイス

は、ワール

ドワイドの

市 場 を 意

識 し て 海

外 で デ ザ

インしたと

いう。「英語版の Visual Nexus 3.0 のリリースと同時に、世界

各国から引き合いが急増している。ASP 業者からの引き合

いも多い。」（同 丸田氏） 

 

Meeting Server－MCU をコアとしゲートキーパ

ー、予約管理システム、データ会議機能を統合し、

国際標準準拠＆大規模導入に対応 

 

Visual Nexus は、ビデオ会議という面から見ても、ウェブ

会議という側面から見ても、両方のよい面を持っている、ま

さに、Best of Ｂreed な製品だ。ビデオ会議のイメージから

みると、MCU がコアになる訳だが、Visual Nexus は、国際

標準の H.323 に準拠している。また、自社で開発した PC ソ

フトウェアの Visual Nexus Meeting Manager の他、H.323 に

対応していれば接続可能な端末のベンダー、機種を問わ

ない、マルチベンダソリューションを提供していることだ。 

最近は、MCU をキーにして製品を投入しているベンダーを

見受けられることもあり、Visual Nexus の MCU としては、

H.323 で行うビデオ会議をすべてサポートすることがポイント

と考え他社メーカーの製品との接続性を高める努力をしてい

る。 

その MCU

の機能を提

供 す る

Visual Nexus 

Meeting 

Server は 、

単にMCUの

機能を提供

しているだけ

ではなく、他

社では別売

りになってい

る 場 合 が 多

いゲートキー

パー、会議予約管理システム、T.120（データ会議）などの機

能を標準で搭載している。これらの要素がひとつになってミ

ーティングをコントロールするということで Meeting Server とい

う名称があるのだが、映像・音声・データを使ってミーティング

を行いたいという要求に対して一つの製品で提供出来る強

みが Visual Nexus にはある。 

さらに、MCU 単体のスペックで見た場合、MCU を複数台数

連携させる、カスケード接続をすることによって、非常に大規

模なビデオ会議の需要にもスケーラブルに対応できる。「大

規模構成に要求される安定性も重要だ。それを備えた Visual 

Nexusは、過去３年間のMCUとしての販売実績は、国内で最

上位レベルにあると思う。」（同 丸田氏） 

 

Meeting Server－ソフトウェアMCUの強み 

 

 MCU というと従来のイメージは、ハードウェアだが、Meeting 

Server は、ソフトウェアで開発されている。丸田氏は、ソフトウ
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ェアで行う意義をこう説明する。「ソフトウェアで行う意義は、

機能要望に対して、即座に対応できるという強みにある。」

また、システム拡張も柔軟に行える。たとえば、ハードウェア

の MCU だと、現状接続可能なビデオ会議端末が 10 台で

使用していても、将来台数が増えた場合に、MCUのハード

ウェアを買い足す必要が出てくる。 

それに対して、Visual Nexus は、ライセンスを追加するだ

けで台数増に対応できる。サーバーのマシンのスペックに

も連動してくるが、ライセンスキーを追加するだけで需要の

増加に簡単に対応できる。「ここはソフトウェアならではの強

みと思っている。」（同 丸田氏） 

Meeting Server は、リナックスのサーバーにインストール

するソフトウェア MCU である。リナックスの一つの特徴は

OS として円熟していて安定しているということ。安定したリ

ナックス OS 上で稼働しているので MCU のように安定性の

もとめられる性格の製品には適した OS と見る。 

MCU の性能については、同時に何台接続できるかは、

CPUのパワーにも依存してはいるが、その時市販で手に入

るベストなハードウエアサーバーを購入すれば非常によい

スペックで Meeting Server を運用できる。 

「極端な話、台数を増やしたいという時に、このスペック

のハードウエアサーバーではつなげられない場合は、

MCU のライセンスは買い直す必要はない。サーバーのス

ペックを代えるだけで MCU のスペックが上げられる。」（同 

丸田氏） 

ソフトウェアのバージョンアップによって追加された機能

の一例としては、Visual Nexus バージョン1.0 では搭載して

いなかった予約管理システムがあり、ユーザーからの要望

に応えて、後のバージョン 2.0 から製品の標準機能として

搭載している。早いペースで新しいバージョンを投入できる

のはソフトウェアであるからだ。 

 

Meeting Server－ゲートキーパー機能の強化 

 

Visual Nexus は、外部のゲートキーパーと連携する機能

を、バージョン 3.0 で強化している。 

「日本では、ゲートキーパーは今後急速に普及すると思う

が、外国では、グローバル展開する企業ですでに自社でゲ

ートキーパーを何台か運用していて、地域毎にその地域の

個別の端末を管理していることがあった。そういったところに

Visual Nexus を投入していくとなると他のゲートキーパーとの

連携機能が重要になってくる。」（同 丸田氏） 

ゲートキーパー装置は他のビデオ会議ベンダーでは通常、

登録可能台数や同時に通話できる台数などで価格が変わる

が、Visual Nexus ではゲートキーパーは Meeting Server の標

準機能となっており、Meeting Server の価格体系は、MCU に

同時に接続する数に応じて決められている。「Meeting Server 

は、MCU、T.120 データ会議、ゲートキーパー、会議予約シ

ステムを含めこれだけの高機能でありながら、コストパフォー

マンスの高い価格比を持っている。ユーザーにはメリットが高

いと思う。」（同 丸田氏） 

 

Secure Transport－ファイヤ・ウォール／NATへ

の対応 

 

Visual Nexus は、企業での H.323 の導入で必ず問題にな

る、ファイヤ・ウォールと NAT の問題に対応している。 

H.323 のビデオ会議端末を使ったインターネット越えの通

話には Secure Transport を使う。端末にグローバルの IP アド

レスを割り当てることなく、端末をファイヤ・ウォールや NAT の

内側にプライベートの IP アドレスを割り当てた状態でインター

ネット越しの通信ができるため、運用面でもセキュリティ面でも

利便性の高いソリューションである。 

Secure Transport も、Visual Nexus システムの一部として稼

動するソフトウェアある。他社の同様な製品との違いは、別途

ゲートキーパーなどの装置を購入必要がないことだ。 

「Secure Transport は、H.323 トンネリングという技術を使っ

てどの H.323 ビデオ会議端末でも、プライベート IP アドレスを

使ってファイヤ・ウォール／NAT 超えの通信を可能にするソリ

ューションだ。そのためのゲートキーパーなどの別のハードウ
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ェア装置の購入は不要。Secure Transport を各拠点に準

備するだけだ。」（同 丸田氏） 

Secure Transport システ

ムでは、ファイヤ・ウォール

内のプライベート IP 環境に

設置されたビデオ会議端末

から、公衆インターネット回

線を越えて他のプライベート

IP 環境にある、H.323 ビデ

オ会議端末との間に H.323

通信専用のトンネルを通す

ことでこの二つの拠点間で

のビデオ会議を可能にす

る。 

企業でビデオ会議を導入

する際にシステム管理者に

とって懸念となるのは、H.323 ビデオ会議端末の通信は通

信に当たってファイヤ・ウォール上の多数のポートを使う点

にある。このため、セキュリティの管理に厳しい企業ではビ

デオ会議端末にプライベート IP アドレスを割り当てて運用

することがなかなか難しいのが現状である。しかし、Secure 

Transport を使用するとシステム管理者は最も少ない設定

では任意のポート一つだけを指定して、Secure Transport

での通信に割り当てることで、ファイヤ・ウォール/NAT を越

えたビデオ会議通信が可能になるという点が画期的である。

また、Secure Transport によるインターネット経由の通信は、

128 ビットから 256 ビットの強度で AES による暗号化を行う

ことができる点も大きな特徴だ。 

ファイヤ・ウォールは、ネットワークの外から内側への不

要な通信を遮断し、内側から外への通信を管理することが

基本的な機能であり、内側から外に向かっての通信のリク

エストとそれに対するレスポンスについては、外から内側へ

の通信を許可するといったようなルールを設定できる。

Secure Transport の H.323 トンネリング技術はこのファイヤ・

ウォールの基本的なルールに則り、H.323 ビデオ会議端末

同士の通信を一つのポートを使った通信にまとめ、ファイヤ・

ウォールへリクエスト/レスポンスの仕組みに沿って各拠点間

の双方向通信を可能

にしている。 

丸田氏は、仕事で

使うモバイルノート PC

に Visual Nexus のクラ

イアントソフトと、その

Secure Transport クラ

イアントをインストール

しているという。この環

境を持ち歩くことで、

たとえば自宅や出張

先などからインターネ

ッ ト を 介 し て Secure 

Transport で暗号化を

かけてMCUに接続し、社内のメンバーとビデオ会議を行って

いるという。(写真上：トーメンサイバービジネス丸田氏（右）

と編集長橋本) 

「端末自体が AES をサポートしていれば、それはそれでよ

いが、暗号化に対応していない端末も Secure Transport で暗

号化ができるのがよい点。また、Visual Nexus クライアントソフ

トとアカウントを提供すれば暗号化の環境ですぐにビデオ会

議ができる。インターネットの契約をするだけで簡単にビデオ

会議が行え、大きなコストダウンができる。」（同 丸田氏） 

トーメンサイバービジネスでは、インターネットに公開サー

バーを立てているため、リクエストに応じてユーザーの環境か

らいつでもデモを行える環境を構築している。 

 

Meeting Manager－プレゼンス機能 

 

「プレゼンス機能は、Visual Nexus 3.0 のポイントになってい

る。プレゼンス機能を新たに搭載した Meeting Manager は企

業の社員ひとりひとりが自席から使う、新しいコミュニケーショ

ンツールという風に考えている。そこで使って頂くために重要
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なのが、プレゼンスという考え方。自席から使うとは、すなわ

ちメールや携帯電話、グループウエアと同列で扱われる。

プレゼンスは、必須のツールではないかと考えている。」

（同 丸田氏） 

バージョン 3.0 から、プレゼンス機能が追加され、Visual 

Nexus の専用クライアントである Meeting Manager 以外にも

H.323 端末のプレゼンスについてもリアルタイムに把握する

ことができるようになった。 

丸田氏によると、実際に社内で Visual Nexus を使ってい

るが、プレゼンスによってビデオ会議の使用頻度はぐっと

上がっているという。ビデオ会議を始めるまでのステップ、

つまり通話を始めるまでの手順が短いのですぐ話をしようと

する気になる。「社内で見かけた同僚に声をかけてちょっと

相談するような感覚でビデオ会議を行える。」（同 丸田氏） 

 

プレゼンス機能－使い方 

 

まずは、PCのデスクトップにある Meeting Manager のアイ

コンをクリックし、立ち上がってきた画面に最初にアカウント

ID とパスワード、つまり自分の権限でログインする。 

このログインの過程は設定により、毎回の入力を不要に

することもできる。ログイン後の初期状態は、自分がアクセ

スできる会議室の一覧がでてくる。見える会議室は、その

人の権限によって変わってくる。権限とはどこまでのメニュ

ーを操作できるかということ。上記の例でいくと、役員用の

会議室には、一般社員はアクセスできないということ。ある

いは、別例では、システム管理者のメニューには、一般ユ

ーザーはアクセスできないなど。 

また、自分がよく話す人をプレゼンスに登録しておくと、

オンライン、オフラインの人がいたりする状態が見える。オ

ンラインとは、Visual Nexus にログオンしている人のことを指

す。 

そのプレゼンスに表示している人と話をしたいのであれ

ば、名前をダブルクリックするだけで通話ができる。相手に

は、“着信がありました”という表示と共に着信音で着信を

知らせることができる。相手が着信を受けるとすぐに映像・音

声・データを使った通話を開始することができる。 

 

使ってもらえるコミュニケーションツールとする

ために－プレゼンスの役割 

 

「参加者が 7～8 人以上集まって行う会議というのは、人そ

れぞれがばらばらにもっている情報を一回束ねて、全員の知

識にするために行うといったように「目的」が明確に設定され

た上で開催されることが通常である。この場合、この会議自身

は、仕事を進行させるための共同作業の場ではなく方向性を

さだめ、軌道修正や善し悪しの判断を行うために行う性格が

強い。その後その会議の参加者、例えば A さん、B さん、C さ

んは会議の場で確認された情報や方針に基づいて作業を行

うわけだが、その途中で A さん、B さん、C さんはちょっとした

相談などやりとりをしながら実際の作業は進行してゆく。この

ときお互いの都合のすり合わせやニュアンスを伝え合うような

細かいコミュニケーションの積み重ねによって実際の仕事は

スムーズに進行していくわけだが、このちょっとしたコミュニケ

ーションのきっかけをすくい取るのが、プレゼンス機能の役割

だと思う。同じオフィスの同じフロアにいる環境の場合、たまた

ま通りがかった人を呼び止めて声をかける、用件を伝えるな

どの「偶発的」なコミュニケーションが発生することは日常的に

あることだが、これと同じような「偶発的」なコミュニケーション

を離れた拠点やオフィスの別フロアにいるメンバー同士の間

に発生させることができるのが、プレゼンス機能の大きな特徴

である。 

Face to Face の密度の濃いコミュニケーションを図ることが

できる点が特徴であるビジュアルコミュニケーションのツール

を「会議」の場だけで使うのではなく、離れた場所にいるユー

ザー同士の日常的な細かいコミュニケーションのツールとし

て利用していただくためには、オフィスで使われている PC の

デスクトップで使えることと、このような「偶発的」なコミュニケー

ションを違和感無く実現する仕組みが必要と考えている。 

従来テレビ会議と呼ばれていたような会議室に備え付けて
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あるような、テレビ／ビデオ会議は情報を共有するための

会議に利用されることが多く、ユーザーによっては利用頻

度などの面から費用対効果が期待していたほど高くないと

評価するユーザーもある。その企業のメンバーが、ひとりひ

とり、どんどん使うことによって効果が現れる。そこではプレ

ゼンスがキーになる。」（同 丸田氏） 

ビデオ会議用端末の価格が下がってもなかなか利用が

広まっていかない背景には、端末が会議室の設備として購

入され、ユーザー一人一人にとってビジュアルコミュニケー

ションが日常の業務の流れに根付いていないことが考えら

れる。個人レベルで使えるツールになって、個人レベルで

利便性を感じられないと、定着はしていかないと丸田氏は

考える。 

「そこのブレークスルーをどう作るのか。システムを運用する

立場からは、エンドユーザーにどう使ってもらうか、製品を

提供する側からすると、どう使いやすい製品にするか、どの

ように利便性を実感してもらうかが課題。いかに使いやす

い場面を容易にするか、それに乗って使うことによって効

果が実感できるか。プレゼンスは、ユーザーが使い始める

までのハードルを下げるひとつの大きな仕組みだと思う。エ

ンドユーザーにとってさらなる使い勝手のよさを提供できれ

ばと思っている。」（同 丸田氏） 

 

Visual Nexus が提供するデータ会議 

 

「Visual Nexus が提供するデータ会議の仕組みは高い

機能をもっている。」（同 丸田様） 

Visual Nexus バージョン 3.0 では、Microsoft Office のド

キュメントなどを共有するための機能を強化している。ユー

ザーからの要望から改善を行ったという。スライドの同期を

よりスムーズに行えるようにし、ページでジャンプし、話をし

ている際に書き込みをしたいという要望がでてきて、資料の

上に書き込みをするとすぐに参加者全員の画面に反映で

きる機能加えた。資料を一方的に見ているだけでなく、参

加者からのフィードバックをリアルタイムに反映できるため、

資料をつかった打ち合わせにさらなる双方向性が加わり、情

報伝達の密度が上がった。 

「最近のトレンドで重要になってきた、映像、音声、データ

の統合へ向かう IP コンバージェンス。各ビデオ会議、データ

会議、VoIP ベンダーなどが皆そこに向かって走っている。

Visual Nexus のアドバンテージは、映像、音声の品質と高度

なデータ会議機能。バージョン 1.0 から映像・音声の品質は

高いと評価を得ている。そしてデータを共有する機能につい

てはバージョン 3.0 に至るまでに強化してきた。 

  

特徴的な利用事例 

 

JA 全農では８０拠点をつないだ Visual Nexus でのビデオ

会議を行っている。B-FLETS の光接続サービスを使い

Secure Transportを利用してインターネット経由でビデオ会議

をおこなっている。導入前は、ISDN でビデオ会議をおこなっ

ていて、従量課金のためコストがかかっていたという。各拠点

を専用のサービスで結ぶ IP-VPN ではなく、B-FLETS などの

光インターネット接続サービスを利用することで通信コストは

大幅に下げながらも、Secure Transport があるため、セキュリ

ティが保てている。 

JA 全農では、年に何回か全拠点接続でのビデオ会議ミー

ティング。そして、日常的に様々な部署や地域を越えて会議

や研修をおこなっているという。 

「使用頻度が上がったということで喜ばれている。従量課金

は気軽には使えないため運用に歯止めがかかってしまう。

Visual Nexus で通信コストは固定になっている。導入の担当

者様からはいい買い物をした、と言っていただいている。」

（同 丸田氏） 

JA 全農では、Visual Nexus 導入前に利用していた ISDN 回

線を使ったビデオ会議サービスでは従量課金で年間3700 万

円の費用がかかっていて、年々増加するコストが課題となっ

ていた。今回 Visual Nexus を導入するに当たって、システム

を内製化し、回線を全てインターネット回線に変更することで、

システム変更の初期費用はかかっているが、5 年間で 7900
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万円のコスト削減を見込んでいるという。JA 全農ではビデ

オ会議は、毎日利用されているため、今後のプランとして

は、Visual Nexus を利用できる拠点を増やしていこうという

話もある。 

「MCU というものを中心にして大規模のビデオ会議シス

テムを構築したいというニーズに、我々のマルチベンダサ

ポート対応と、MCU の開発ノウハウは生きている。昨年は、

大規模の話は多く、流通小売業での大規模案件がある。

JA 全農様の他、ダイワボウ情報システム様で８０拠点、また、

３５０拠点で使っているお客様もある。何百店舗もあるような

多拠点展開を行う企業ではビデオ会議ツールのように多

数の拠点に対して瞬時に情報を共有できるようなツールが

ないと成り立たない。日々競争で移り変わっていく業界の

中でいかにすばやく大規模な組織を動かしていくかという

ことを考えると、ビデオ会議を活用するそれだけの必然性

がある。このような我々の提案内容や、製品の性能につい

てのコストパフォーマンスを評価していただき導入していた

だいた。このような事例を重ねていくことでユーザーレベル

の要望をどんどん取り込んでおり、過去３年間大規模案件

獲得してきて自信もある。」（同 丸田氏） 

また、システム導入だけでなく、Visual Nexus の認定代理

店であるアールネットコミュニケーションが、Visual Nexus の

ASP サービスを開始した。ASP の良いところは、初期導入

費を低く抑えて、Visual Nexus の機能を使用できるところに

あるので、社内へのシステム導入を検討するよりも気軽に

Visual Nexus の機能を使った環境を構築することができる

ようになった。 

 

競争環境の変化 

 

丸田氏は、これから市場でのライバルがどんどん変わっ

ていくと見る。当初ビデオ会議専用端末のメーカーがいる

中で、我々の価値をどのように築いていこうかという観点か

ら、その最初の１歩は、高性能な MCU を作るということから

始まった。 

「ビデオ会議市場としてみると、なかなか市場が育たない。ち

ょっと視線を引くとその市場の外側に非常にポテンシャルは

あるのではないか。ビデオ会議の近接市場は IP 電話やデー

タ会議のカテゴリー。将来的には、VoIP のシステムを提供し

ているベンダーとの競合やあるいは協業体制になってくるの

かもしれない。Visual Nexus は、このような環境の変化に際し

てもビデオ会議の畑から来ているので音声、ビデオについて

のノウハウの蓄積があると自負している。また、大規模な多地

点でのノウハウがある。これらの我々が持っているアドバンテ

ージを活かしつつ今後の環境の変化の中、常にユーザーへ

の新しい機能・利便性の提供や使い方の提案を行っていき

たいと考えている。」（同 丸田氏） 

 

（プロダクトレポート終わり） 

 

連絡先 

トーメンサイバービジネス株式会社 

インターネットプロダクツ事業本部  

ビジュアルコミュニケーショングループ 

Tel. 03-5715-0821 

E-mail: info-jp@visualnexus.com 

URL: http://www.visualnexus.com/jp/ 
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