
Ricoh Technical Report No.37 127 DECEMBER, 2011 

リコー ユニファイド コミュニケーション システム P3000 
Ricoh Unified Communication System P3000 

宮松 宏州* 
Hirokuni MIYAMATSU 

要  旨 

リコー ユニファイド コミュニケーション システムは，人と人とが映像／音声を中心とした

多様な情報（ドキュメント，テキスト，手書き入力等）を統合（Unified）して，自由に共有／コ

ミュニケーションする環境／機器を提供するクラウドサービスである．サービスの一つであるビ

デオ会議システムは，専用端末を起動するだけで簡単に遠隔地とビデオ会議を行なうことができ

る．ユーザは特別な設備投資は要らず，インターネット環境が有りさえすれば，リコー ユニファ

イド コミュニケーション システムを介して「いつでも･どこでも・だれでも・だれとでもコミュ

ニケーション」することが可能となる． 

 

 

 

ABSTRACT 

Ricoh Unified Communication System is cloud services to offer environment and equipment for 

freely sharing and communicating among people by unifying various information, document, text, 

handwritten input, and particularly image and voice imformation. The video conference system is one 

of the services that offers easy remote video conference just by using dedicated devices. The user 

can establish the communication of "Anytime, Anywhere, by Anyone, and with Anyone" through 

Ricoh Unified Communication System with just Internet environment and without any special facility 

investment. 
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 1. 背景と目的 

課題を抱えるコミュニケーションツールのIT統合 

IT環境が整う中，ネットワークを利用したコミュニ

ケーション手段（ツール）の活用も拡大している．グ

ループウェアや掲示板，FAQサイト，WiKi，電子メー

ル，インスタントメッセージ（IM）など既存のツール

群に加え，テレビ会議やWeb会議，あるいはSNS，動

画共有サービスといったソーシャルメディアを自社の

コミュニケーション基盤（インフラ）に採り入れる企

業も多くなっており，また一方でホワイトボードや電

子黒板，プロジェクターなど，従来からリアルコミュ

ニケーションの場で用いられてきたツール群もIT化が

図られ，その利便性は急速に高まっている． 

こうしたさまざまなコミュニケーションツールをシ

ステム的に統合して，より生産性の高いコラボレー

ションワークを実現しようという動きがはじまってお

り，それがユニファイド コミュニケーションと呼ばれ

ている． 

しかし，いざユニファイド コミュニケーションを導

入してみたものの，制約が多くて使う場面が限られる，

機能を十分に使いこなせない，操作が煩雑，維持・管

理に手間やコストがかかるなどといった理由により，

利用が進まないという実態もあり，規模・範囲を問わ

ず柔軟に対応でき，簡便な操作と運用・管理が行え，

かつ低コストで高品質のアウトプットを得られる，導

入効果の高いユニファイド コミュニケーションが今，

求められている． 

リコーのユニファイド コミュニケーションは，これ

までのシステムが抱えていた，場所への依存性や導入

コストの高さ，操作の煩雑さなどの課題を顧客起点で

解決する．これによって，コラボレーションワークの

鍵となる高密度なコミュニケーションがいよいよ現実

のものになろうとしている．オフィスでのドキュメン

トを中心にしたコミュニケーション環境を提供しつづ

けてきたリコーは今，いつでも，どこでも，誰でも，

誰とでも気軽に，しかも高密度なコミュニケーション

が行える，革新的なユニファイド コミュニケーション

の実現に向け，その第一弾としてポータブル型のビデ

オ会議システム「リコー ユニファイド コミュニケー

ション システム P3000（以下，P3000）」を発売した

ので紹介する． 

 

 2. 製品仕様 

Fig.1に製品外観を，Table 1に主な仕様を示す． 

 

Fig.1 RICOH Unified Communication System P3000. 

Table 1 Specification of P3000. 

商品名 リコー ユニファイド コミュニケーショ
ン システム P3000 

映像符号化方式 H.264/SVC 

音声符号化方式 SPEEX wideband/ITU-T G.711/ITU-T 
G.722 

通信 独自手順 

 500kbps-2Mbps 

電源 AC100V～120V 50/60Hz 

消費電力 75W以下 

 待機モード無し 

ウォームアップ時間 約30秒 

騒音 40dB以下 

有線LAN 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 

無線LAN IEEE802.11g, IEEE802.11b 

映像出力解像度 XGA  ：1024×768ドット 
WXGA ：1280×800ドット 

映像出力端子 
（会議画像表示用）

RGB(D-sub15Pin)×1, DVI-D×1 

カメラ 
130万画素（1280×1024pixel） 
水平94°/垂直69°公差±3% 

パンフォーカス方式 

マイクスピーカ 内蔵 ※外部マイクスピーカを接続した
場合無効 
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USBポートA端子 外部マイクスピーカ接続用 

USBポートB端子 画面共有をするPC接続用 

寸法 285mm(W)×189mm(D)×40mm(H) 
突起部除く 

質量 1.6kg以下 

 

 3. 製品の特徴 

リコーのユニファイド コミュニケーションは，チー

ム規模（メンバーの多寡）や場所・時間を問わず，グ

ループコミュニケーションの密度を高めて迅速な意思

決定を行い，期待される成果を上げることを目指して

いる．ここには，長年オフィスでのコミュニケーショ

ン支援を通して培ってきたさまざまなノウハウが生か

されている．電子メールやIM，インターネット電話

（VoIP：Voice over Internet Protocol），テレビ会議，

Web会議など，IT技術をベースに構成されている既存

のシステムは，利用に際して相応のITリテラシーが求

められてきた．それに対してリコーは，こうしたIT

ツール群だけでなく，リアルなコミュニケーションの

現場でも使われてきたツール群を，新たなネットワー

ク環境の下で統合していくことを目指している．すな

わち，プロジェクター，メディアボード，手書きタブ

レットなども含め，利便性の高いネットワーク環境の

下で誰もが使えるよう提供していく（Fig.2）．これに

よって，対面会議に近いごく自然なグループコミュニ

ケーションが可能になる．リコーのユニファイド コ

ミュニケーションが目指すのは，ITツールの統合では

なく，ITを活用したリアルなグループコミュニケー

ションの再現である． 

 

Fig.2 RICOH Unified Communication System. 

3-1 ビジネスプロセスを革新するビジュアルコ

ミュニケーション 

3-1-1 使いやすさが際立つ小型軽量のビジュアル

コミュニケーションシステム 

P3000はノートPC並の軽量小型（285mm(W)×

189mm(D)×40mm(H) 1.6kg以下．）のビジュアルコ

ミュニケーションシステムである．インターネットに

接続できる環境であれば電源投入と宛先指定だけの簡

単操作でどこでも使え，しかも最大20拠点間をつなぐ

ことができる．社内はもちろん，企業間，自宅，サテ

ライトオフィス，海外出張先などで，高品位のビジュ

アルコミュニケーションを手に入れることができる．

超広角レンズ，高解像度イメージセンサが搭載されて

いるため，さまざまな規模の会議に柔軟に対応するこ

ともでき ，資料共有もしながらストレスを感じること

なく会議を進めていくことができる． 

3-1-2 コラボレーションワークを加速させる高密

度なコミュニケーションの実現 

P3000は，特に小規模なグループコミュニケーショ

ンに威力を発揮する．コラボレーションワークではグ

ループの規模（粒度）が小さいほど機動力が増し，生

産性も向上する．そうした規模の小さなグループで，

しかも分散して働く人々が密度の濃いコミュニケー

ションを行うことのできるツールはこれまで存在して

いなかった．顔を直接合わせられる対面会議の開催が

困難な場合，テレビ会議やWeb会議が用いられている

が，前者は施設・設備が必要な上，コストも嵩み，何

よりも設備のある場所へ出向かなければならない．一

方，昨今Web会議の利用も拡大しているが，参加人員

に制約があり，また通信品質にも不安がある．P3000

は，そうした機動性が求められ，かつメンバーや拠点

数の増減にも柔軟に対応することができる（Fig.3）． 
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Fig.3 Small visual communication system. 

3-1-3 コミュニケーション品質を高める優れた拡

張性 

P3000は，同じネットワークの中にある他のネット

ワーク機器やサービスの機能を生かすことができるよ

うに設計されている（M2M通信技術）．将来的にはリ

コーのプロジェクションシステムIPSiO PJシリーズ1や，

タブレット端末などと連携させることで，さらにコ

ミュニケーション品質を高めることを検討している．

いつでも，どこでも，誰でも，誰とでも気軽に，しか

も高密度なコミュニケーションが行えるP3000によっ

て，さらに多様なワークスタイルが可能となる予定で

ある． 

3-2 リコー ユニファイド コミュニケーション 

システム P3000を支える技術 

リコーのユニファイド コミュニケーションは，次の

新技術により，使いやすく，ストレスのない臨場感溢

れるメディアリッチな環境を実現する． 

・ M2M（Machine-to-Machine）通信制御技術 

・ 新世代映像符号化技術SVCの採用 

・ クラウド型サービスプラットフォーム 

3-2-1 M2M通信制御技術：どこでもつながる 

これまでのインターネットを利用したコミュニケー

ション機器では，移動などによってネットワーク環境

が変わるたびに機器を識別する番号（IPアドレス）も

変更されてしまう．再接続するためには，改めて識別

子の割当（名前解決）作業をする必要があった．そう

した煩雑さをなくし，いつでもどこでもコミュニケー
                                                        

1 プロジェクションシステムIPSiO PJシリーズ： 

http://www.ricoh.co.jp/projector/ 

ションできる環境を実現するために，リコーは，M2M

（Machine-to-Machine）と呼ばれる通信技術とクラウ

ド技術を用い，新たなM2Mプラットフォームを構築し

た（Fig.4）．これは，ネットワーク機器同士を接続す

るための通信制御技術で，リコーが独自開発したプロ

トコルにより実現したものである．M2M通信制御技術

を採用したことで，IPネットワーク上での機器間の接

続と名前解決が自動的に行われ，働く人々はどこへ移

動してもメンバーとのコミュニケーションを行うこと

ができる．携帯電話を使うような気軽さで，世界中ど

こにいてもインターネット環境さえあれば，接続条件

を意識することなくグループコミュニケーションする

ことが可能となる． 
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Fig.4 M2M platform outline. 

3-2-2 新世代映像符号化技術SVCの採用：臨場感

溢れる映像 

テレビ会議を利用する際の課題の一つとして，映像

品質の問題がある．映像乱れや時差（遅延）の発生は

会議参加者のストレスとなり，コミュニケーションに

支障をきたす．これらの障害は，通信速度や帯域の変

動によって生じるものだが，従来用いられてきた映像

符号化技術ではこうした品質劣化を効率よく補正する

ことはできなかった．メディアリッチなユニファイド 

コミュニケーションを指向するリコーは，映像品質は

コミュニケーション品質を左右する重要課題と捉え，

その解決を図るため映像符号化標準規格H.264 SVC2

（Scalable Video Coding）を採用した．SVCは，通信ト
                                                        

2 SVCは，2007年11月「H.264/AVC Annex G」としてITU-TとISO/IECによ

り標準化された技術． 
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ラフィックの変動に応じて映像の解像度やフレーム

レート，圧縮率を最適に制御するもので，これによっ

てWi-Fiなどを用いた不安定なネットワーク環境下にお

いても，安定した映像を双方向でやり取りできるよう

になる（Fig.5）．また，SVCは効率的な多地点映像合

成処理機能があり，これによって多拠点を結んだ円滑

なコミュニケーションを行うことができる． 

 

Fig.5 H.264 SVC image data transfer. 

3-2-3 クラウド型サービスプラットフォーム：エ

コシステム 

“所有から利用へ”“モノからコトへ”──今や市

場の価値観は大きく変化した．そうした市場の変化を

決定づけたのが，クラウド型サービスの普及である．

リコーのユニファイド コミュニケーション向けサービ

スプラットフォームは，ネットワーク回線スピード，

機器の種類にかかわらず，映像や音声，テキストなど

さまざまなコミュニケーション手段を自在に扱える高

品質・高信頼のクラウド型サービスである．グローバ

ルに広がった拠点，複数事業所，サテライトオフィス，

個人宅，移動先など，どこでも変わらず同じ品質のコ

ミュニケーションサービスを受けることができる．

ネットワーク運用・管理など手段系に時間を割かれる

ことなく，価値創造のためのコラボレーションワーク

に集中することが可能になる． 

 

 4. 今後の展開 

「いつでも，どこでも，だれとでも気軽に，高密度

なコミュニケーション」をコンセプトに，P3000に見

られるような使いやすさが際立つユニファイド コミュ

ニケーション機器・システム，アプリケーションを提

供していく．オフィス機器・システム，サービスの提

供を通して顧客のワークフロー，ビジネスプロセスに

深く関わりつづけてきたからこそわかる，「顧客の真

の要望」に応え，ハードありき，システムありきでは

ない，「顧客起点のソリューション」として，既存の

ハードウェアやアプリケーションとは異なるアプロー

チによって，コラボレーションワークを革新するユニ

ファイド コミュニケーションを目指して，今後のリ

コーのユニファイド コミュニケーション事業を展開し

ていく． 




