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ワークスタイル変革はUNIVERGE 3Cで始める
マルチデバイス対応や内線連携を強化
ワークスタイル変革のツールとして企業が注目しているのがユニファイドコミュニケーション（UC）
だ。NECは、UC&C
プラットフォ−ム「UNIVERGE 3C」を7月にバージョンアップする。コミュニケーションサーバ「UNIVERGE SV8500」
との内線連携機能を強化し、電話システムへのUC 機能のアドオンをサポートする。
＊

＊UC&C：Unified Communications & Collaboration

3 つ目の特徴は、UCクライアントお
よびモバイルクライアント（Android）
か
ら、UNIVERGE SV8500 の内線電話
が操作できる「SV 内線連携」を実現し
たこと。これも、コミュニケーションにお
ける音声品質へのこだわりの1つである。
7月から提供を始める最新バージョンの
V8.5で実現される。
V8.5 は、市場の声を取り入れ、音
声品質の高さや慣れ親しんだ操作性と

モバイルクライアントのコンタクトリスト画面を操作することによってSV 内線連携の利用が可能
になった（左）
。バージョンアップした UNIVERGE 3C はタブレット端末の大画面を有効活用する
専用 UIを提供する（右）
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図表

でもスマートデバイスでも同じ使い勝手

UNIVERGE 3C の特徴

マルチデバイス対応
様々なデバイスから
プレゼンス、IMを利用可能

高音質な
コラボレーション会議

自分の音声を
電話参加

モバイル
UCクライアント クライアント

PC用
スマートデバイス用
アプリケーション アプリケーション

様々なデバイスで同様の
ユーザーエクスペリエンス
（操作感覚）
を提供
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V8.5〜 SV内線連携
メンバーの
アイコンクリックで、
自分の内線から
相手に発信

他ユーザーを
音声で招待
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SV内線

SV内線／外線電話を利用
して、高 音 質のコラボレー
ション会議を実現

UCクライアント、モバイル
クライアントからのSV内線
の操作
（発信／切断等）
や
話中情報のプレゼンス反
映を実現

リックすることによって、U N I V ERGE

がいない中小企業でもUC が容易に導

を提供することだ。クライアントソフト

UNIVERGE SV8500をすでに導入し

3C による電 話 や I M が 利 用できる。

入できるよう、クラウドサービスとして

は画面構成や操作性を共通化し、ユー

ている企業にとっては、従来から利用

O ut lo okに慣れ親しんでいるユーザー

UNIVERGE 3Cを提供することも視野

ザーに同じ操作感を提供している。デ

している内線電話を包含する形で、段

が UC 機能をスムーズに利用できる環

に入れている。

バイスが変わっても直感的に“同じ感

階的にUC 環境を構築することが容易

境を提供しているわけだ。

こ う し た 機 能 強 化 に よ り、

ワークスタイル変革の形は企業によっ

覚”
で操作できることは、コミュニケー

て異なる。若杉氏は「モデルケースを

ション端末として重要な要素だ。

提示して企業にワークスタイル変革のイ

2 つ目の特徴は、Web 会議の音声品

メージをつかんでいただきたい」とUC

質だ。インターネットを利用するWeb

の具体的な利用シーンも提 示しなが

会議は音声品質が担保できないので、

ら、UNIVERGE 3C のさらなる強化を

音声が聞き取りにくい問題が生じる。

進めていく考えだ。

それに対して U N I V ERGE 3Cは、コ
ミュニケーションサーバ「UNIVERGE
S V8500」が音声通話を担う仕組みと
し、高品質な会議通話を実現している。

従来からのプレゼンス参照に加
えて、Outlook 上からプレゼンス
や IM、コラボレーション会議設
定が行えるため、UC 機能をス
ムーズに利用できる
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