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注目を集めるクラウド型ビデオ会議サービス 
特 別 企 画 

サービスの特長・利用料金・主な利用

シーンについては次頁で紹介するが、

導入企業にとっては、映像を活用した

生産性向上がこれまで以上に図れると

いうのが最大のメリットだ。

NTTコムは今後、既存のTV会議

システム（H.323）との相互接続も来

きるため、会議での利用にとどまらず、

遠隔からの店舗管理や各種コンサルテ

ィング、技術指導など、非常に幅広い

シーンでの利用が可能となります。２

つ目は、クラウド型サービスという点

です。専用の設備や端末は不要で、イ

ンターネットに接続して専用サイトに

ログインしていただくだけで高品質な

映像コミュニケーションが可能になり

ます。面倒な事前の会議室予約も不要

です。３つ目は、通信環境に合わせて

最適な画質を自動調整する制御機能を

実装しているという点です。これによ

り、ネットワークの帯域変動やパケッ

トロスに強く、インターネットはもち

ろんWi-Fiや3Gなどのモバイルネット

ワークから利用できます」と語る。

「Video Conferencing（ビデオ会議）」

NTTコムは、PCに加えスマート

フォンやタブレット端末にも対応

し、ハイビジョン画質（最大720p）

で高品質な映像コミュニケーション

を低料金で実現できるクラウド型サ

ービス「Video Conferencing（ビデ

オ会議）」を本年６月28日より提供

開始している（図１参照）。本サー

ビスは、グループ会社のNTTビズ

リンクと連携し提供している。

NTTビズリンクは、ヴィジュアル

コミュニケーションサービスプロバ

イダとして、テレビ会議多地点接続

サービスで培った技術とノウハウを

もとに本サービスの運営及びヘルプ

デスク機能を提供している。

ボイス＆ビデオコミュニケーション

サービス部サービス企画部門の大西隆

之担当課長は、「本サービスの主な特

長として３点あげられます。1つはデ

バイスフリーで、いつでもどこでも利

用できるという点です。スマートデバ

イスの普及拡大とBYOD（個人端末の

業務利用）の進展に伴うワークスタイ

ルの変化にも対応するサービスで、

PCに加えiOS及びAndroid搭載のスマ

ートフォンやタブレット端末で利用で

NTTコミュニケーションズ（以下、NTTコム）は、スマートフォンやタブレット端末にも対応し、高品質な映像コミュニケ
ーションを低料金で実現する「Video Conferencing（ビデオ会議）」をArcstarブランドで提供開始した。本サービスは、専
用サイトにログインすれば利用可能なクラウド型サービスだ。

高品質な映像コミュニケーションを低料金で実現する
「Video Conferencing（ビデオ会議）」
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図1 「Video Conferencing(ビデオ会議)」のサービス概要
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デバイスフリー、HD品質の安価
な映像コミュニケーションを実現
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年初頭までに対応するほか、海外で

の販売も順次展開していく予定だ。

「Video Conferencing(ビデオ会

議)」サービスの主な特長を図2に、

利用料金を図3に示す。スマートデ

バイスに対応したクラウド型サービ

スである本サービスは、これまでの

テレビ会議、映像コミュニケーショ

ンの市場を一気に拡大する可能性を

秘めた革新的なサービスといえる。

「Video Conferencing (ビデオ会

議)」サービスの主な利用シーンの

例を図 4に示す。大西担当課長は、

「安価なスマートデバイスが広く普

及していることから、本サービスに

よっていつでも、どこからでも会議

や打合せに参加できるのはもちろ

ん、多店舗展開している流通業や外

食チェーンにおける遠隔地からの店

舗管理や運営、製造業における海外

の製造拠点への技術指導、さらには

遠隔地からの専門家によるコンサル

ティングなど、これまで専用システ

ムではコスト等の面からも導入が難

しかった領域にまで映像コミュニケ

ーションの世界が拡大するものと期

待しています」と述べている。
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デバイスフリーにより、いつでもどこでも使えて多彩な活用法を実現 
パソコンをはじめ、iOSおよびAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末での利用に対応。これにより、出張先
からの会議参加、遠隔からの店舗管理や医療相談、コンサルティング、製造現場の技術指導など、映像コミュニケー
ションの利用シーンが広がる。パソコンからの資料共有も可能。 

専用の設備・端末が不要で、導入が簡単 
クラウド型で提供するため、従来のビデオ会議システムのような専用の設備や端末は不要。 
インターネットに接続して専用のサイトにログインするだけで簡単に利用が開始できる。 

通信環境に応じた最適な画質を自動調整 
通信環境にあわせて画質を自動調整するので、インターネットはもちろん、Wi-Fiや3Gなどのモバイルネットワーク
から、いつでもどこでも気軽に映像コミュニケーションを利用することができる。 

特長1

特長2

特長3

項　目 

メニュー 

＜初期費用＞ 

＜月額費用＞ 

一式 
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個別メニュー 

基本メニュー 
（最小可能申込単位） 

新規開通に伴うサーバ設定費用 
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場所に縛られずいつでも、どこからでも会議や打合せに参加 

スマートフォンやタブレット端末を活用した店舗管理や運営 

状況報告・相談 

管理・指示・アドバイス 

本部側 店舗側 
 

出張先のホテル 
から 

本社・主要拠点 

支店・支社 営業所・店舗 

自席から 

おはよ 
うござ 
います 

出先か 
ら参加 
します 

自宅から 

海外から 
John’s  
speaking

製造拠点と開発本部を結んだ技術指導や、製品の相談 

技術指導・現場把握 

開発側 製造拠点 

状況報告・相談 

○○営 
業所か 
ら報告 
します 

○○支 
店の収 
支報告 
です 

それでは、現在 
の状況を報告 
してください 

商品の配置を少し 
変えてみてください。 

こんな感じで 
いかがですか？ 

製造ラインの設計と 
ここが違います 

わかりました 
修正します 

在宅で 
参加し 
ます 

図2 「Video Conferencing (ビデオ会議)」の主な特長

図3 「Video Conferencing (ビデオ会議)」の利用料金

図4 「Video Conferencing (ビデオ会議)」の利用シーン（例）
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注目を集めるクラウド型ビデオ会議サービス 
特 別 企 画 

まってきました。そこで私どもは、

手軽にインターネットからビデオ会

議に参加が可能な“スマートビデオ

会議サービス”の提供を開始しまし

議に参加可能な

「スマートビデオ

会議サービス」の

提供を本年７月２

日より開始した

（図１参照）。

ヴィジュアル・

コミュニケーショ

ン事業部の青木康

二サービス開発担

当課長は、「近年、

社内の自席や外出先、取引先等から、

PCやタブレット、スマートフォンを

利用してより広範囲でビデオ会議を

活用したいというニーズが急速に高

ヴィジュアル・コミュニケーショ

ンサービスプロバイダとして、高品

質で手厚いサポートを特長とした

H.323ベースの「テレビ会議多地点

接続サービス」を1997 年から長年に

わたり提供してきたNTTビズリン

ク。会議室での会議に適したクラウ

ド型サービスとして、映像品質やセ

キュリティの面からも多くのユーザ

ーから好評を得ていた既存サービス

に加え、新たにスマートフォンやタ

ブレット、PC等から気軽にビデオ会

前頁の「Video Conferencing（ビデオ会議）」は、長年にわたって「ヴィジュアル・コミュニケーションサービスプロバイ
ダ」事業を展開するNTTビズリンクが提供する新サービス「スマートビデオ会議サービス」を基盤としている。本サービス
とあわせて同社の今後のサービス展開についてお聞きした。

マルチデバイス対応の新たなクラウド型
ビデオ会議サービス「スマートビデオ会議サービス」
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図1 NTTビズリンクのヴィジュアル・コミュニケーションサービスのラインナップ

［写真右～］NTTビズリンク㈱　ヴィジュアル・コミュニケーション事業部

サービス開発運営部　サービス開発担当課長　青木康二氏
営業部　営業企画担当課長　鈴木康之氏

サービス開発運営部　サービス開発担当主査　藤浦豊徳氏
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た（図２参照）」と語る。

また、鈴木康之営業企画担当課長

は、「必要なソフトをインストール

するだけでご利用いただけるマルチ

デバイス対応のクラウド型サービス

で、SCC（スマートコンタクトセ

ンター）によるサポートサービスも

提供しています。NTTコミュニケ

ーションズに卸提供しているVideo

Conferencing（ビデオ会議）と同

様のサービスですが、販売チャネル

としてNTTコミュニケーションズ

だけではなく、自社での営業展開に

も力を注いでいきたいと思います」

と述べている。

藤浦豊徳サービス開発担当主査

は、スマートビデオ会議サービスに

ついて「最大時HD対応テレビ会議

と同等の720pの高画質を実現して

いるほか、H.264/SVCコーデック

の採用によって、通信が不安定な環

境でも従来のテレビ会議専用機並み

の映像会議が低料金で実現できま

す」と述べている。

本サービスの利用イメージを図３

に示すが、本サービスは会議室での

ビデオ会議利用から脱却した新たな

会議利用シーンを提供できるサービ

スであり、大幅な生産性向上とコス

ト削減への貢献が期待できる。

操作は極めて簡単だ。完全予約不

要で、接続先を選択して接続を行う

だけで簡単に利用することができ

る。従来のWEB会議サービスと比

較して、必要最小限のシンプルなイ

ンタフェースのため、操作方法で迷

うこともない。

最後に鈴木課長は、「スマートビ

デオ会議サービスは、ヴィジュア

ル・コミュニケーションサービスの

ラインナップの1つとして提供開始

しましたが、今後ゲートウェイによ

る既存サービスのH.323ユーザーと

の相互接続や、既存サービスのスマ

ートデバイスへの対応も図っていき

たいと思っています。我々NTTビ

ズリンクは、多様なネットワークの

うえにあるクラウドの先でヴィジュ

アル・コミュニケーションを提供す

るクラウド事業者です。スマートビ

デオ会議サービスだけではなく、こ

れまでのフレッツベースの IP多地

点サービスの進化についても鋭意検

討しているのでご期待ください」と

抱負を述べている。
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● スマートビデオ会議サービス 

接続アプリはスマートフォン対 
応各マーケットからダウンロード 

※写真はサービス利用時のイメージ 

SCC
(Smart Contact
Center)

接続機能/仮想会議室 

インターネット 

3G/LTE/Wimax/WiFi

スマートフォン タブレット PC

iOS/Androidアプリ PCアプリ 

図2 「スマートビデオ会議サービス」の概要

タブレット端末、スマートフォン端末から 
も同様のフィーリングで利用が可能 

アイコンバーからレイアウト変更、 
ミュートなどが直感的に操作可能 

資料の共有も簡単 

パケットロス耐性の強いH.264/SVCの採用により、インター 
ネット環境下でも映像配信、資料のスクロールもスムーズに 

※写真はＰＣにて資料の共有を行った際のイメージ画像です。 
　資料のみを1画面に拡大表示も可能です。 ※タブレット端末利用時 ※スマートフォン端末利用時 

① 

② 

図3 「スマートビデオ会議サービス」の利用イメージ
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ヴィジュアル・コミュニケーション事業部営業部
TEL：0120-55-2294（平日9:00～17:00）
E-Mail：info@vcd.nttbiz.com
URL：http://www.vcd.nttbiz.com
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