
OAB-J番号を利用できる

ソフトフォン

ビジュアルソフトフォンはNTT東日

本，NTT西日本より「ひかりソフト

フォン」という名称でフレッツ光ネク

ストのひかり電話ユーザに対して無償

で提供されている，Windows PC上

で動作可能なソフトフォン（PC上の

ソフトウェアとして実現した電話端末）

です．初版は2009年２月に提供され

ていますが，2010年７月にはデータコ

ネクトに対応したコンテンツ転送機能

（PC上のデータファイルを送受信する

機能）を追加提供しています．

市中にはSkypeをはじめとしてさま

ざまなソフトフォンが存在しますが，

End-End遅延を小さくすることは非常

に難しい問題です．現在0AB-J番号の

要件として規定されている150 msの遅

延を達成しているソフトフォンはビジュ

アルソフトフォンを含め数例しかあり

ません．

アーキテクチャ

一般にPC上のソフトウェアはユーザ

の指示（入力）をきっかけとして動作

し，各種の処理を施して結果をユーザ

に返すという動作を行います．これに

対しソフトフォンは動作のきっかけと

してユーザの指示だけではなく，第三

者からの着信を意識する必要がありま

す．また市販されているさまざまなヘッ

ドセットやカメラ等の外部デバイスに

対応する必要があります．さらにソフ

トフォンはそのほとんどの機能をソフト

ウェアで実現するという性格上，さま

ざまな機能追加や動作変更が比較的容

易に可能であるという特徴を有します．

この特徴を最大限に活かすためには，

全体のパフォーマンスを犠牲にするこ

となく，機能追加や仕様変更を極力

容易にするためのアーキテクチャが重

要になってきます．

このようなソフトフォンの特性を考

慮し，ソフトフォンは図１のように大

きく①ユーティリティ，②ロジック，③

GUI，の３つの要素から構成されてい

ます．

ユーティリティ部はPCの各種ハード

ウェアの差異を隠蔽することでさまざ

まな外部デバイスへの対応を可能とし，

またSIP（Session Initiation Proto-

col）の処理やメディアのRTP（Real-

time Transport Protocol）送信と

いった汎用的な処理を行うことで外部

からの着信等に一元的に対応します．

ロジック部はソフトフォン全体の動作

の制御を担い，ソフトウェアの状態に

応じた入出力の制御などを行います．

GUI部はユーザに対する入出力を担う

部分となります．

主 な 機 能

ビジュアルソフトフォンの主な機能

を表１にまとめます．従来の電話の機

能をはるかに超えた，テレビ電話や広

帯域電話，コンテンツ転送といった機

能を有し，ユーザのニーズに応じてこ

れらの機能を最適に使い分けることが

可能となっています．

映像通信機能

ビジュアルソフトフォンにおける映像

通信処理部の構成を図２に示します．

カメラから入力された映像信号は，解

像度変換部にてあらかじめ設定された
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ビジュアルソフトフォンによる
新たなコミュニケーションの提供

ビジュアルソフトフォンは市販Windows PC上にインストールすることで，
さまざまなコミュニケーションを実現するツールとして商用提供されていま
す．本稿ではその概要と，ビジュアルソフトフォンにより提供されるさまざ
まなコミュニケーション形態について簡単に解説します．
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図１　アーキテクチャ概要 

ユーザ操作 

GUI

ロジック 

ユーティリティ 

OS

ハードウェア 

着信等イベント 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 



特
集

NTT技術ジャーナル 2010.12 21

解像度のサイズに変換された後，

MPEG-4コーデック（DSF）に入力さ

れ，RGB-YUV変換されてから映像符

号化部にて圧縮符号化されます．符号

化方式はMPEG-4に準拠し，NTTサ

イバースペース研究所が開発した

MPEG-4コーデックを用いて，処理負

荷を抑えながら高い映像品質を実現し

ています．対応している画像サイズは，

VG A（ 6 4 0画素×4 8 0ライン），

QVGA（32 0画素×24 0ライン），

QCIF（176画素×144ライン）です．

通常は，VGAサイズの画像を用いて，

高品質なテレビ電話通信を行います．

また，近年急速に販売数を伸ばしてい

るネットブックPC等の比較的スペック

の低いPCでも利用可能とするため，符

号化処理負荷のやや小さいQVGAサイ

ズにも対応しました．さらに，ビジュア

ルソフトフォンはPCコミュニケータ（1）

と同様にFOMAとのテレビ電話通信が

可能で，その際にはFOMA側に合わせ

QCIFサイズの画像が使用されます．

また，通常は，カメラから入力され

た映像信号を相手端末に圧縮・送信

していますが，デスクトップ共有機能

を使用した際には，入力切替部にて，

入力信号をカメラ画像からPCのデス

クトップ画面の選択された矩形部分に

切り替えて圧縮・送信します．このよ

うな構成にすることにより，テレビ電

話通信中に，アプリケーションを切り

替えることなく，PC上の画面を相手

端末に送信することができ，スムーズ

な画面共有を可能としています．

音声通信機能

ビジュアルソフトフォンでは，呼制

御をSIPで行い，ホームゲートウェイを

介して，各種のPSTN系の音声電話端

末と通話が可能です（表２）．

音声の符号化は従来の電話網で利

用されているG.711符号化方式に加

え，NTTサイバースペース研究所が開

発したUEMCLIPやG.711.1といった

広帯域の音声符号化方式（2）も搭載し

ており，少ない遅延で高品質な音声通

話を実現しています．

これらの音声符号化方式は，通信開

始時のネゴシエーションによって自動

的に切り替えるので，利用者は相手端

末を意識する必要がありません．

一般にIPを用いた音声通信では，パ

ケットの伝送揺らぎや損失を考慮し，

一定量のバッファを設けています．と

図２　ビジュアルソフトフォンの映像処理部の構成 
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表１　ビジュアルソフトフォンの主な機能

映像通信

音声通信

コンテンツ転送

接続網通話可能なサービス

VGA（640×480）@ 30 fps: MEPG-4

QVGA（320×240）@ 15 fps: MPEG-4

QCIF（176×144）@ 15 fps: MPEG-4

広帯域（７kHz）音声通信: G.711.1 / UEMCLIP

電話帯域（3.4 kHz）音声通信: G.711

音声通信中のコンテンツ転送

映像通信中のコンテンツ転送

非通話時のコンテンツ転送



ころが，このバッファリングの処理は

音声遅延の増大に直結してしまいます．

ビジュアルソフトフォンではバッファ量

を動的制御するとともにバッファの処

理を頻繁に行うなどの対応を行い，極

力バッファリングに起因する遅延が発

生しないように配慮しています．さら

に音声パケットの処理に対して優先的

にCPU資源を確保し，ほかのアプリ

ケーションの影響を受けないようにし

ています．

また簡易なエコーキャンセラ（3）も実

装しています．これにより，マイク－

スピーカ間の距離が２ｍ程度までの環

境であれば，PCにマイクとスピーカを

接続し，ハンズフリーでの通信が可能

となっています．

コンテンツ転送機能

ビジュアルソフトフォンでは，映像・

音声通信に加え，SIP/SDP（Ses-

sion Description Protocol）におけ

るm=application＊メディア種別を使

い，画像，文書等のデジタルデータの

送受信を行うコンテンツ転送サービ

スを実現しています．コンテンツ転送

サービスは，次世代ネットワーク

（NGN）の特徴であるセキュアなネッ

トワーク上で，0AB-J番号によりFAX

感覚で多様なデジタルデータを送受信

でき，個人情報などの慎重な扱いを求

められるようなデータであっても安心し

て送ることが可能となるなど，今まで

にない新たな利用形態が創出されるこ

とが期待されます．

コンテンツ転送サービスは，NTTサ

イバーソリューション研究所が策定し

たコンテンツ転送方式技術仕様を採用

しており，本技術仕様で規定されたプ

ロトコルを採用したほかの機種との相

互接続も可能となります．本技術仕様

では，SIP/SDPによる呼設定の記述

方法と，呼が確立された後のインチャ

ネルでの通信プロトコルが規定されて

おり，インチャネルでのプロトコル構

成はHTTP/SOAP（Simple Object

Access Protocol）を用いています．

コンテンツ転送サービスは，非通話

状態，通話中ともに行うことができま

す．非通話状態からのコンテンツ転送

の場合の例を図３に示します．SIPに

よるINVITEコマンドによりm=appli-

cation指定でセッションを開始した後，

インチャネルでの通信を行います．送
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図３　コンテンツ送受信のシーケンス例 
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表２　ビジュアルソフトフォンと通話可能なサービス

NGN系

通話可能なサービス

＊m=application：通信時のデータ種別を表す識別
子．“application”のほかに“audio”，“video”
などが定義されています．



特
集

NTT技術ジャーナル 2010.12 23

信側ソフトフォンでは，相手ソフトフォ

ンとTCP（Transmission Control

Protocol）接続し，利用者が指定し

たデジタルコンテンツ（最大100ファイ

ル）のリストを送信した後，実デジタ

ルコンテンツの送信を行い，完了後

TCPコネクションをクローズし，イン

チャネル通信を終了します．インチャ

ネル通信終了後，SIPによるBYEコマ

ンドでセッションを終了します．通話

中におけるコンテンツ転送の場合は，

SIPによるreINVITEコマンドにて

m=applicationメディア追加を行い，

インチャネル通信を開始します．終了

後，reINVITE（port0）によるメディ

ア削除を行い，音声・映像通話状態

へ戻ります．

なお，現行のNGNでは映像・音声

通話中のメディア追加の実施可能回数

には上限があり，コンテンツ転送の都

度m=applicationメディア追加を行う

と，１回の通信で転送可能なコンテン

ツ数に制限ができてしまいます．この

制限を超えてコンテンツを転送できる

ようにするため，送信側ソフトフォン

では，送信後コンテンツ転送を継続す

る・しないを選択できるようにし，継

続した場合にはm=applicationセッ

ションを継続することで同一セッショ

ン中に新たな転送コンテンツを指定

し転送することができるよう配慮しま

した．

ユーザインタフェース

GUIは大きくメイン・ウインドウ，

電話ウインドウ，コンテンツ転送ウイ

ンドウに分かれます（図４）．アドレス

帳や通話履歴などの非通話時に必要な

情報をすべてメイン・ウインドウに持

たせることで非通話時のディスプレイ

占有面積を小さく抑えています．通話

時には電話ウインドウが自動的に表示

されるようにし，特に着信時の手順が

煩雑とならないようにしました．コン

テンツ転送ウインドウはドラッグ＆ド

ロップによる転送ファイルの登録を可

能とすることでほかのWindowsアプリ

ケーションの操作性を踏襲し，直感的

な使い勝手を考慮しています．

今後の展開

NGN上でさまざまな新しいタイプの

メディアで通信することの可能なビジュ

アルソフトフォンについて，その概要

を説明してきました．今後は単なるテ

レビ電話としての使い勝手を超えて，

さまざまなメディアを用いた新しいコ

ミュニケーションのあり方を提唱して

いきたいと考えています．

■参考文献
（1） 武田・安藤・阪内・大西・如澤：“PC-FOMA

間のIP TV電話技術，”NTT技術ジャーナル，
Vol.17，No.7，pp.13-17，2005．

（2） 佐々木・日和�・森・大室・片岡：“広帯域
音声符号化の国際標準ITU-T G.711.1（G.711
wideband extension），”NTT技術ジャーナル,
Vol.20，No.5，pp. 34-37，2008．

（3） 阪内・羽田・岡本・佐々木・片岡：“騒音下
での拡声通話を可能とするノイズ抑圧機能付
きエコーキャンセラ技術，”NTT技術ジャー
ナル，Vol.16，No.1，pp.14-17，2004．

図４　各ウインドウの表示例 

（a） メイン・ウインドウ 

（b） 電話ウインドウ 

（c） コンテンツ転送ウインドウ 
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今回はビジュアルソフトフォンについて
簡単に紹介しました．これからもさまざま
な通信形態をソフトウェアにより実現し，簡
便かつリッチでセキュアなコミュニケーショ
ンに貢献します．
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