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投資回収率の向上を促進する次世代のシスコ ユニファイド 
コミュニケーション プラットフォーム 

Cisco® Unified Communications System Release 8.0 により、従来の時分割多重

（TDM; Time-Division Multiplexing）からユニファイド コミュニケーションへ移行する際の

コスト削減額を 2 倍以上に高めることができます。 

概要 

これは VOIP について説明したホワイトペーパーではありません 

このホワイトペーパーは、これまでに出た Voice over IP のホワイトペーパーとは全く別のもので

す。従来、TDM からユニファイド コミュニケーション（UC）へ移行した場合の TCO 削減率は平均 

20 パーセントでしたが、数々の新たな機能により、その 2 倍を超える 50 パーセント以上という、か

つてないレベルの削減率の達成が可能となります。この ROI の大幅な向上は、現在進行中の展

開を加速させるための大きな根拠となります。また、この新たなコスト削減を計算に入れれば、ユニ

ファイド コミュニケーションのわずか 2 ～ 3 年前のビジネス ケースをも再考する必要が生じるほど

です。 

このペーパーでは、次のような革新的な機能について説明しています。 

● SIP トランキング：同時音声セッション処理を行うことで音声専用の複数の外部回線が不要とな

り、市内通話コストが低減される 

● Intercompany Media Engine：企業間（B2B）での通話や、インターネットまたはあらゆる IP 

ネットワークを通じたリッチ メディア通信を、エンタープライズクラスの品質とセキュリティを確保し

ながらルーティングできるため、コスト削減額がさらに増大する 

● セッション管理：中央集中型ルーティングと VOIP 管理により、全体コストの削減が実現する  

● モビリティ ソリューション：携帯電話料金とローミング コストを削減する 

20 分のお時間をいただき、お読みいただければ、貴社に何百万ドルもの経常コスト削減をもたら

す可能性と、ユニファイド コミュニケーションの限界に対する既成概念への反論、さらに、貴社に実

り多い進歩をもたらす方法についてご理解いただけます。次世代のユニファイド コミュニケーション

による変革に投資するには、それなりの理由を示す必要があるでしょう。このホワイトペーパーは、

それを示すことに苦労しているテレコミュニケーション担当エグゼクティブ、企業アーキテクチャ担当

者、プロジェクト マネージャの方々のために書かれたものです。ぜひ先をお読みください。 

イントロダクション 

世界的な経済危機と急速な経済シフトにより、企業経営陣のビジネスに対する基本的な考え方ま

でもが揺るがされています。生き残りのため、そして今あるリソースを 大限に活用するためには、

規模を縮小することが必要となっています。しかし、この数年間に顕著となってきた重要なマクロ ト

レンド、すなわちグローバル化、バリュー チェーン パートナーへの依存度の高まり、労働人員のモ

ビリティ、業務の高速化に対しては、何の変革も加えられていないのが現状です。 

企業や政府がより少ないリソースでより多くの成果を上げ、消費者、顧客、国民により良いサービ

スを提供しようと努力を続ける中で、かつてないほど重要性を帯びてきているのが、コラボレーショ

ンです。現在の経済不況は、企業がビジネスをどのように行うか、また組織の敏捷性を高め、独自

の競争力獲得に役立つコラボレーション プラットフォームへの投資をいかに行うべきかについて、

再考する機会でもあります。しかし現在の投資は、それがどのようなものであっても、低リスクであ

りながらも投資回収率（ROI）を加速度的に高め、既存の資産を十分に活用できるものでなければ

なりません。 
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シスコ ユニファイド コミュニケーションの今回のリリースには、かつてないほどの優れた総所有コス

ト（TCO）を達成するような次世代の特長や機能が備えられています。ユニファイド コミュニケーショ

ンのプラットフォーム展開によって、ROI が増大し、現在の展開を加速させることの必要性が立証

されるのです。たとえば、新機能のサブセットの 1 つ（IP テレフォニー + セッション開始プロトコル

（SIP）トランキング）を実装するだけで、従来の TDM システムと比較した場合、テレコミュニケー

ション回線料金を 大 75 パーセント1節減できます。 

この新たな、相互運用可能なユニファイド コミュニケーション用プラットフォームにより、それぞれの

企業の枠を超えた、包括的で柔軟、かつセキュアでコスト効率の高いコラボレーションが実現しま

す。これによってもたらされる利点はまさにブレークスルーと呼ぶにふさわしく、この新たな機能か

ら得られるコスト削減機会を計算に入れると、わずか2 ～ 3 年前のユニファイド コミュニケーション

のビジネス ケースでさえ再考の必要があるほどです。たとえば、ある大手金融企業では、この新た

な機能を考慮に入れてビジネス ケースを見直したところ、TDM からこの新しいユニファイド コミュ

ニケーション プラットフォームへの移行のための投資回収期間が 30 ヶ月から 13 ヶ月以下になる

ことがわかりました。新機能が単一のプラットフォームに統合されることで ROI が向上し、ユニファ

イド コミュニケーションを展開するお客様の投資回収期間が短縮されます。 

図 1 TCO 計算を変えるシスコ ユニファイド コミュニケーションの新機能 

 

シスコ ユニファイド コミュニケーションは、4 つの主な利点を通じて、新たなコスト削減をもたらしま

す（図 1 参照）。 

IP テレフォニーの完全展開：サイト間の音声トラフィックを、コストの高い公衆電話交換網（PSTN）

から内部データ ネットワークに切り替えることで（トール バイパス）、15 ～ 25 パーセントの TCO 

削減が可能になります。このコスト削減は、運用コストの低減、トール バイパス、きわめて低コスト

のルーティングの導入により得られるものです。もう 1 つのイノベーションである、ネイティブ VPN 

を備えた家庭用 IP 電話により、インターネットを利用することによって、テレワーカーへの導入およ

び維持コストを 40 ～ 50 パーセント引き下げることができます。 

SIP トランキング：同時セッションを処理できる SIP ボイス チャネル（チャネル数を約 80 パーセント

削減できます）を装備することで、複数の専用音声回線が不要となり、市内通話コストが低減でき

ます。これにより、 大 12 ～ 26 パーセントのさらなる TCO 削減が可能になります。ここで 大の

                                                 
1 Voicecon, No Jitter Blog, VoIP/SIP Trunking Savings – Sorell Slaymaker, Unified IT Systems 
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コスト削減範囲が見込めるのは、小売業、小売銀行、または多くの支店を有する企業のように、業

務が広範囲に分散している場合です。 

Cisco Intercompany Media Engine（IME）：Cisco IME により、企業間の通話をインターネット

経由でルーティングし、高品質でセキュアな通話を維持しながら、さらに 5 ～10 パーセントの TCO 

削減を達成できます。Cisco IME はまた、企業のファイアウォールを越えて、さまざまなメディアに

よるセキュアなコラボレーションやビデオ通信ができるため、外部のお客様やパートナーとのコラボ

レーションに変革をもたらすことができます。 

セッション管理：シスコの次世代コラボレーション アーキテクチャの基盤コンポーネントである Cisco 

Unified Communications Manager Session Management Edition により、ルーティングと管理を

集中させることで、さらに 4 ～ 8 パーセントの TCO 削減が可能になります。比較的少ない初期投

資で、既存のテレフォニー資産からの経費節減が得られ、迅速に投資回収を達成できます。ユニ

ファイド コミュニケーションへ完全に移行した場合、Cisco Unified Communications Manager 

Session Management Edition はさらに大きなコスト削減をもたらします。 

モビリティ：Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition とシスコの

モビリティ ソリューションを併用した場合、急上昇を続けるモビリティ コストを 13 ～ 20 パーセント

削減できます。これらのソリューションを利用することで、携帯電話料金を低減させることができ、シ

ングル ナンバー リーチによってローミング コストを削減することができます。また、国際通話のダイ

ヤリングが簡単になり、コストも下がります。 

IP テレフォニーの完全展開：TCO を 15 ～ 25 パーセント削減 

ほんの 5 年前には、ほとんどの企業は TDM ベースの音声通話ソリューションを使用しており、

フォーチュン 100 企業の 1 シートあたりのコストは、業種により違いはありましたが、音声接続の

みで毎月約 30 ～ 45 ドルに上っていました。この費用には、各支店用の専用データ回線に伴うコ

スト、高額の市外通話料金、高価なサポート コストが含まれていました。 

図 2 業種別 1 シートあたりの TCO の比較：TDM 対  IP テレフォニー 

 

出典：Salire Partners、IP テレフォニー TCO 比較データベース 
 

IP テレフォニーの出現により、企業は社内のサイト間通話を企業のデータ ネットワーク経由でルー

ティングすることが可能になり、市外および市内通話の PSTN 料金が削減できるようになりまし

た。今日では、IP テレフォニーによる TCO 削減の可能性は広く知られるようになっています。一般

的な IP テレフォニー展開の場合、トール バイパス、低い保守およびサポート コスト、低料金での

移動・追加・変更（MAC; moves, adds, and changes）、ネットワーク会議を併用することで、音声

通信費を正味 大 25 パーセント削減することが可能です。 

All contents are Copyright © 1992–2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 5 of 14 
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シスコ ユニファイド コミュニケーション プラットフォームは、さまざまな分野において、IP ベース通信

から得られるコスト削減の可能性を高めます。たとえば、移動中や遠隔地にいる従業員のための

通信設定作業が簡単になります。自宅で働く従業員は、ルータを追加する必要はありません。IP 

電話をインターネットに接続するだけでよいのです。このように簡単かつ低コストで家庭へ導入でき

るため、在宅勤務の従業員をユニファイド コミュニケーションに容易に組み込めます。これは在宅

勤務の従業員にかかる導入および維持コストを 40 ～ 50 パーセント削減できるプロセスです。 

SIP トランキング：さらに 12 ～ 26 パーセントの削減 

過去数年間、TDM から IP テレフォニーへの移行は進みましたが、その一方で、もう 1 つの大きな

市場の変化が勢いを増してきています。1 台あたりの音声接続コストを下げるため、SIP トランキン

グを利用する企業が増えているのです。SIP トランキングは、集中または分散接続を導入するもの

で、企業は PSTN 回線数と回線の端末ハードウェア数を減らすことができます。SIP トランキング

のもたらす利益は、小規模の支店を多数保有する企業（小売業など）で特に大きくなります。SIP ト

ランキングによって削減できた費用を使って、新しいユニファイド コミュニケーション プラットフォー

ムへ移行することも可能です。このほうが、投資効率の低い旧型のハードウェアとソフトウェアを 

SIP 対応にするために資金をつぎ込むより、望ましい方法だと言えます。 

SIP トランキングを使用することで、企業は直接的なコスト削減が得られるだけでなく、より柔軟で

シンプルなシステムを使用できるようになります。新しいオフィスにも、回線の追加を待つことなくす

ぐにシステムを設置でき、統合されたネットワークによりサポート コストも低くなります。 

表 1 音声通信費の 1 台あたり月額運用コストの比較（TDM 対 SIP） 

コスト区分 TDM SIP トランキングを使用 

直通社内通話（DID; Direct Inward Dial） $4 ～ 6 $5 ～ 8 

チャネル コスト PRI：$27 ～ 37 $3 ～ 6.8 （同時通話密度に基づき、チャネルが 5分
の 1 ～ 8 分の 1 に削減されたと想定） 

MPLS データ サービス 該当事項なし $1.4 ～ 2.8（ブランチあたり 10 ～ 20 名のユーザを
想定） 

SIP 機器 該当事項なし $1 ～ 2.1 

合計コスト $31 ～ 43 $10.4 ～ 19.7 

 

音声通信に対するこれらのスケール メリットは、ほんのスタートにすぎません。 大の ROI がもた

らされるのは、SIP トランキングとその他のコラボレーションの革新機能が結び付けられたときで

す。このような革新機能は今、単一の企業の壁を越え、優れたコスト効率で展開できるようになって

います。ビデオ通話は、音声と同一の相互接続と SIP を使用するように移行でき、また 2 つの企

業や組織間で忠実度の高い通信が実現します。このように、SIP トランキングは将来、音声、ビデ

オ、データの統合をさらに進める取り組みを先導することになるでしょう。 

サービス プロバイダーもまた、SIP トランクを 大限に活用し、ROI を高めるためのソリューション

を提供しています たとえば Verizon 社の Burstable Enterprise Shared Trunks（BEST）では、1 

つの場所で空いているトランク容量を、他の場所で増加したトラフィックの処理に使用できます。こ

の種のサービスがあれば、企業は各地で購入する市内通話容量を削減し、共有リソースを 大限

に活用することで、時間帯による変化やピーク時への対応をより低コストで行うことができます。 

シスコのお客様による実際の展開例は、SIP トランキングから得られる劇的なコスト削減の可能性

をはっきりと示しています。SIP はさまざまなインターフェイスを備えているため、Cisco Unified 

Communications Manager と Cisco Unified Border Element を併用すれば、各サイトで構内交

換機（PBX）のためのソフトウェアをアップグレードする必要がなくなり、SIP トランキングの展開が

容易にできます。ある大手金融企業では、音声接続コストを 29 パーセント削減し、今後 5 年間で 
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9600 万米ドルのコスト削減を見込んでいます。別の金融企業は、トランク回線を 8 分の 1 にする

ことで、31 パーセントのコスト削減を実現しました。 

また、ある地域銀行では、Verizon 社の BEST ソリューションを導入し、40,000 本の回線を 8000 

の同時通話の共有プールに置き換えることができました。約 3,000 のサイトを有するこの銀行で

は、サイトあたり平均 14.3 の基本電話サービスまたは PRI チャネル（サイトあたり 1 本の T1 

データ回線を含む）から、サイトあたり 2.9 の共有パスへと変更しました。音声接続コストは 62 

パーセント削減され、現在の削減額は毎月 77 万米ドルを超えています（詳細については、次の表 

2 を参照してください）。 

表 2 ユニファイド コミュニケーションと Verizon BEST（SIP トランキング）による、地域銀行でのコスト削減 

以前の TDM によるテレフォニーの月額費用 現在のユニファイド コミュニケーションと SIP トランキングによるテレ
フォニーの月額費用 

$30/回線（または PRI あたり $420）
x 40,000 回線 

$1,200,000 8,000 の同時パス x $28 $224,000 

月額市外通話料金（1.833M 分  x 
$.025） 

$45,833 月額市外通話料金（1.833M 分 x $.0155） $28,417 

その他の支店の基本電話サービス
通話（$30 x 7,000） 

-  $210,000 

ATM 機の基本電話サービス通話
（$30 x 339） 

-  $10,170 

月額合計コスト（$） $1,245,833 月額合計コスト（$） $472,587 

図 3 UC および Verizon BEST（SIP トランキング）を使用した地域銀行の要約 

 

Cisco Intercompany Media Engine：TCO を 5 ～ 10 パーセント削減 

Cisco IME は、自社のシスコ ユニファイド コミュニケーション エクスペリエンスをビジネス パート

ナーやお客様に拡大できる画期的な方法です。境界のないコラボレーションを通じて、豊富な機能

を備えた相互運用性が実現し、コスト削減も可能です。 

この世界規模のピアツーピア ネットワークにより、次のことが可能となります。 

● クラスタ間での通話機能がパートナーにも使用可能になる  

● Cisco Intercompany Media Network に参加したビジネス パートナーすべてに対する通話を通

じて、新しいルートを記憶する  

● Intercompany Media Engine を使用したパートナー間の通話すべてに、暗号化されたシグナリ

ングとメディアを提供する  

● ハイレベルのセキュリティとスパム ブロッキング機能により、企業が持つ通話可能な番号を探し

当てられることを防止する 

● 通話を PSTN からインターネットまたはエクストラネットを介する直接 SIP トランクへ移すことで、

ゲートウェイとオーバーヘッドを減少させる 

All contents are Copyright © 1992–2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 7 of 14 
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ユニファイド コミュニケーションとコラボレーションのためのソリューションは、かつては PSTN に包

囲された「IP の島」という状態に甘んじていました。その状況では、IP ネットワークから ROI を得る

には次のような問題がありました。 

● 従業員が外部のグループとコラボレーションしようとしても、通常はブロックされてしまう。 

● テレフォニーのシンプルな機能（例：発信者番号）でさえ、企業のファイアウォールを越えて十分

に活用することができない。音声よりも高度な機能では、問題はさらに困難になる。 

● 他の企業間コラボレーション サービスや機能（発信者の写真付き ID、会議リスト、在席状況通

知機能、オンライン会議セッションの自動スタート、その他多数）の利用は、企業内のチームにの

み制限されている。 

● 参加者全員が同じ機器とソフトウェアを持っている場合でも、PSTN 上ではビデオ会議ソリュー

ションは機能しない 

Cisco IME テクノロジーによって、企業間（B2B）コミュニケーションが自由に行えるようになり、ユニ

ファイド コミュニケーションから得られる 大のコスト削減を達成できるようになります。シスコの 

B2B ソリューションは、通話を PSTN から、公共のインターネット上で確立される企業間の直接接

続に移行させるものです。 

Cisco IME を導入するパートナーが増えれば増えるほど、企業のコスト削減は進みます。シスコ

は、現在お客様から寄せられている一般的なコスト削減額に基づき、トランキングまたは市内通

話、市外通話、国際通話、携帯機器での通話など、いくつかの部門における Cisco IME による削

減額を概算しています（表 3 を参照）。これらのコスト削減額は、年間で考えると大幅な経費削減と

なります。同じ表には、例として毎年 4000 万米ドルを通信に支払っている企業の年間節約額も示

されています。シスコでは、大企業の場合、Cisco IME により TCO 削減率が 大 10 パーセント

まで上昇する可能性があると推定しています。 

表 3 Cisco IME により削減できる可能性がある通話コスト  

コスト削減の可能性 年間費用が 4000 万米ドルとした場合の実際
の年間削減コスト額 

経費区分 

ユニファイド コミュニ
ケーションのみの場
合 

Intercompany 
Media Engine を併
用した場合 

ユニファイド コミュニ
ケーションのみの場
合（単位：百万米ド
ル） 

Intercompany 
Media Engine を併
用した場合（単位：百
万米ドル） 

トランキング/市内通話 10 ～ 30% 30 ～ 50% 2.0 4.0 

市外通話 20 ～ 35% 40 ～ 50% 1.1 1.8 

国際 60% 75 ～ 80% 1.2 1.5 

モビリティ 10 ～ 15% 20 ～ 30% 0.4 0.8 

出典：複数のシスコ TCO SIP トランク コスト削減分析 
 

表 3 に示されているように、音声通信費を年間 4000 万ドル支払っている大企業の場合、Cisco 

IME によって 4 つの経費区分の合計でさらに 340 万ドル（8.5 パーセント）のコスト削減が可能と

なります。 

Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition 

Cisco Unified Communications Session Manager Management Edition は、まだ移行され

ていないサイトにおいても、テレフォニーへの移行中に 4 ～ 8 パーセントの TCO 削減を達成しま

す。 

Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition は、Cisco Unified 

Communications Manager を基盤とし、集中トランキング、ユニファイド コミュニケーション アプリ

ケーション統合、ポリシー コントロール、集中ダイヤル プランを提供します。これにより、管理費が
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削減され、 小コストでのルーティングが可能となり、完全な IP テレフォニー環境への移行が容易

になります。 

Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition により、インフラストラ

クチャの変更を 小限に抑え、既存の IT チームがセッション管理を使用するために必要な再ト

レーニングのコストを削減することができます。変更（ダイヤル プラン等）または新規のユニファイド 

コミュニケーション機能やサービスを導入する場合、複雑度が増すことによるコスト上昇を避けるた

め、企業は管理を集中化し、既存の通話コントロール クラスタの更新に必要なリソースを 小限に

抑える必要があります。Cisco Unified Communications Manager Session Management 

Edition（図 4 参照）を使用すると、進行中のシスコ ユニファイド コミュニケーション サービスの展開

に集中モデルを活用し、単一の管理レイヤを通じて全ての通信トラフィックをルーティングすること

が可能になります。TDM から IP テレフォニーに移行する際に、セッション管理アプリケーションを

用いて通話コントロールを集中化することで、コストをさらに 4 ～ 8 パーセント削減できます。 

図 4 Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition 

 

Cisco Session Management に Cisco Unified Border Element を組み合せると、Voice over IP

（VoIP）がもたらすコスト削減が直ちに実現します。企業は既存の PBX を相互接続し、PSTN への

アクセスを集中化できます。既存の PBX を集約することで、移行期間中も既存のインフラストラク

チャから価値を引き出しつつ、コラボレーションを目指した発展を続けることができます。同時に、

集中ルーティングにより、数多くの次世代通信とコラボレーション機能の展開や運用にかかるコスト

の引き下げが可能になります（図 5 を参照）。ユニファイド コミュニケーション インフラストラクチャ

に Cisco Session Management を併用した場合、TCO コスト削減につながる要素のほとんどが

もたらされます。 
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図 5 幅広いコラボレーション サービスの展開を集中化する Cisco Session Management 

 

電話回線と同等の通話品質を持つ SIP トランキングに求められる も重要な要件の 1 つは、高品

質の企業セッション ボーダー コントローラです。Cisco Unified Border Element は、高い安全性、

柔軟性、信頼性でサービス プロバイダーへの接続を行います。 

モビリティ：モバイル テレフォニーのコストを 13 ～ 20 パーセント削減 

シスコのモビリティ ソリューションが提供する ROI は、モバイル通信と固定回線通信とを融合さ

せ、透過的に もコスト効率の高いチャネルでの通信を実現することによりもたらされます。Cisco 

Unified Mobile Communicator ソリューションは、iPhone、Symbian、Windows Mobile といった

複数のスマートフォンのオペレーティング システムをサポートしています。 

図 6 Cisco Unified Mobile Communicator のネイティブ iPhone インターフェイス 
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シスコのモビリティ ソリューションはコストを削減するだけでなく、プレゼンス情報（電話と PC のプ

レゼンスに統合）、デスクフォンと携帯電話との間でのワンタッチ コール ハンドオフ、通話転送、マ

ルチパーティ コール、会議、保留、パーク等、生産性を高める機能を多数備えています。 

具体的な ROI について、シスコのモビリティ ソリューションは、通信コストの大幅な削減をもたらす

次のような機能を備えています。 

● シスコ独自の、シングル ナンバー リーチの 2 方向コール ハンドオフ機能（固定回線とモバイル 

ネットワークの間をワンタッチで透過的に行き来するハンドオフ）は、従業員がデスクにいるとき

に携帯電話に応答する際、携帯電話料金がかからないようにするのにも役立ちます（IDC とノキ

アの調査によれば、従業員が携帯電話に応答する場合の 大 40 パーセントは、デスクフォン

の近くで応答しています）。 

● PBX 経由のモバイル ダイヤル機能により、携帯電話からの国際通話を低コストの PSTN また

は IP ネットワークにルーティングできます。 

● その上、モバイル データ サービスを通じたセキュアなオンネット テキスト メッセージングにより、

従業員間のSMS/テキスティングにかかる通信費も回避できます。 

シスコのあるお客様の、実際のモバイル使用に関するレポートには、シングル ナンバー リーチ機

能を使用するだけでキャンパス内での携帯電話利用を 小限に抑えることができ、それにより毎年 

9 万米ドルのコスト削減が予想されているとあります。シングル ナンバー リーチ機能以外の、ワン

クリックでの PBX 経由の国際ダイヤル機能やローミング 適化機能も使用した場合、さらに 12 万

米ドル以上のコスト削減が可能です（Wi-Fi 対応のスマートフォンが必要です）。 

さらに、Cisco Session Management により、シスコのモビリティ性能をさらに拡張することができ、

従来の TDM PBX インフラストラクチャ上にあっても、関連コストの一部を削減できます。 

シスコが選ばれる理由 

シスコのソリューションと比較した場合、競合他社のセッション管理ソリューションはいずれも、次世

代コラボレーション プラットフォームへ移行する際に、新たな運営、管理、およびサポートのプロセ

スを必要とします。Cisco Session Management では、これまでに展開されていたシスコ ユニファ

イド コミュニケーション ソリューションに適合する高度なコラボレーション ソリューションとサービス

を導入できます。 新のコラボレーション機能の導入、プロビジョニング、サポートにかかわる管理

ツール、インターフェイス、プロセス、手順は、シスコのソリューションに関するトレーニングを受けた 

IT チームにとって、全く違和感のないものです。新規のお客様には、参考サイトや業界で認められ

ているポイントが手助けになり、お客様の既存のセッション管理計画への直接の統合が容易にでき

ます。 

シスコ ソリューションのその他の特長は次のとおりです。 

● シンプルさ：シスコはすでに定評のあるアーキテクチャを基盤としています。競合他社のソリュー

ションでは、新規アーキテクチャへの移行時に、新たなテクノロジーやサービスを導入しながら既

存の投資を保護するため、2 つのアーキテクチャによる管理が必要になります。 

● プロトコルの柔軟性：Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition 

は、ネイティブ SIP サポートを提供するのに加えて、他のプロトコルも完全にサポートします。他

のベンダーでは、お客様は SIP を採用し、SIP 非対応のデバイスを交換しなければならなくなる

場合があります。 

● コール ステータスを常に維持する機能：この機能により、Cisco Unified Communications 

Manager Session Management Edition は通話の記録や高度なコール アドミッション制御

（CAC）、クリックツーコールといったタスクを独自の方法で実行します。 
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● Web 2.0 アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）：シスコ ソリューションにより、

開発者は Web 2.0 API やアプリケーションの統合アプローチを活用できます。これは、他のユ

ニファイド コミュニケーション ベンダーが使用している、確実性の低い IMS 中心のアプローチと

比較すると、非常に幅広いコラボレーション基盤をお客様に提供できます。Web 2.0 ツールを活

用することで、ユニファイド コミュニケーションを新たなソーシャル ネットワーキング ツールに容

易に統合できます。 

● 企業間の拡張性：シスコのアーキテクチャは、Cisco IME の機能により、企業間（B2B）コミュニ

ケーションを合理化します。他のベンダーのプラットフォームは、現在のところこの問題を解決で

きていません。シスコは、コラボレーションは一企業の枠を超えるものであると考えています。

人々がどこで、どの企業のために働いているにせよ、重要なのはその間にあるプラットフォーム

としてのネットワークです。シスコのソリューションは、「ボーダレス企業」を現実にしています。

ユーザは場所を問わず働くことができ、相手がどこにいようとコラボレーションを実現できるので

す。 

● エンドツーエンドのソリューション：シスコは、包括的なコラボレーションのプラットフォームに必要

なゲートウェイやその他のコンポーネントを提供し、ダイヤル プランやその他、管理およびサ

ポートの面に対する統合されたアプローチが可能になります。 

● セキュリティ：Cisco Session Management は、シスコが持つセキュリティの革新技術を基盤とし

ており、コラボレーション環境や、企業にとってきわめて重要なデジタル資産に対し、比類ない保

護を提供します。また、シスコのプラットフォームは何十万ものユーザに対して、すでに定評のあ

る優れたスケーラビリティも提供しています。 

まとめ 

シスコ ユニファイド コミュニケーションは、今後も引き続き、コラボレーション作業向けの実証済み

アーキテクチャを基盤に構築されます。この発展的アプローチにより、既存のインフラストラクチャ

への投資を保護しつつ、さらに高度なサービスやソリューションの導入が簡素化されます。この

サービスやソリューションによって、短期的には ROI の向上を加速させ、長期的にはインフラストラ

クチャの複雑化の防止を達成できます。シスコのソリューションにより、企業はボーダレスな企業組

織を構築し、どこからでも、誰とでも協力し、効率的に働くことができるようになります。 

次のステップ 

コスト削減を実現することが、次世代のシスコ ユニファイド コミュニケーション ソリューションの大き

な特長です。このことによって、ユニファイド コミュニケーションを展開する根拠がより強固なものと

なり（2 倍以上の削減率）、また革新を生み、新たなコラボレーション サービスの展開を促進するの

です。これらの利点を獲得するために、企業がなすべきことは次のとおりです。 

● IT 予算だけに目を向けるのではなく、幅広く事業全体におけるコスト削減効果を評価、追跡する

ことに焦点をあてる（たとえば、携帯電話にかかるコスト、費用のかかるホテルからの長距離通

話料金、テレフォンカードのコスト）。 

● サービス プロバイダーの提供する新規サービスを活用する（たとえば、新しい SIP トランキング 

サービスの導入）。 

● 直ちに利益を得ることができ、自己資金で完全な IP 通信ネットワークに移行するという新たな融

資モデルと展開オプションについて検討する （たとえば、サービスとしてのユニファイド コミュニ

ケーション）。 

● コラボレーションがいかにビジネス プロセスを改善できるかに焦点を絞る。コスト削減はほんの

スタートにすぎない。コミュニケーションの効率を高めることで生産性が向上し、ビジネス プロセ

スが改善される。これにより、さらに大きな利益がもたらされる。 
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関連情報 

シスコ ユニファイド コミュニケーション ソリューションの詳細については、 

http://www.cisco.com/web/JP/solution/collaboration/index.html を参照してください。 

シスコ ユニファイド コミュニケーションへの移行をテーマとする、シスコのユーザ コミュニティの意

見交換に参加するには、 

https://www.myciscocommunity.com/community/technology/collaboration/product/uc/migrati

on [英語] にアクセスしてください。 

お問い合せ、またはお近くのシスコの認定リセラーの検索には、 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do にアクセスしてください。 
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