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れるようになったほか、高精細なテ

レビ会議システムが普及し始めたこ

とがあげられる。さらに環境負荷低

減への貢献と出張費の削減を目的に

したワークスタイルの変革や、パン

デミック対策などのBCPへの対応

も市場を活性化させている大きな要

因だ。市場調査会社のシード・プラ

ンニングの分析によると、2009年

のテレビ会議（Web会議含む）の

市場規模は約207億円に達し、過去

4年間で約 2倍に増加したと推計。

今後も約15％～20％の伸びを継続

し、2015年には725億円規模にまで

拡大すると予測している。

これに対し、NTT研究企画部門

の映像コミュニケーションプロデュー

ス担当の林泰仁チーフプロデューサ

は、「世界不況の進行や、重要性が

高まるBCPでの危機管理、ワーク

スタイルの多様化、生活・職場環境

の変化、インフラ整備・技術の進歩

といったテレビ会議市場を取り巻く

環境の変化を加味すると、さらに

1,000億円程度まで市場が拡大する

ポテンシャルを秘めていると思いま

す」と語る。

また、テレビ会議システムや関連

ソフトウェアを提供するベンダー各

社は、総じて増収傾向にあり、一部

ベンダーは大幅な増収を達成してい

る。さらに特徴的なのは、家電業界

最大手のパナソニックや、文具・オ

フィス家具業界最大手のコクヨや内

NTTグループは、テレビ会議／

Web会議を中心とした映像コミュ

ニケーションを光ブロードバンドの

利用促進を牽引するキラーアプリ

ケーションと位置づけ、グループ一

丸となって積極的な事業展開を図

るとともに、関連業界と連携した

サービスの創出・普及拡大に努め

ている。

その背景としては、ブロードバン

ドネットワーク及びテレビ会議／

Web会議関連機器が安価に使える

ようになっただけでなく、NGNに

よってセキュリティや品質が確保さ

テレビ会議（Web会議を含む）を中心とした映像コミュニケーションビジネスの共通サービスブランドとして「ひかりカンファレンス」
を掲げたNTTグループ。大幅な市場拡大が見込まれるテレビ会議／Web会議を中心にした映像コミュニケーション市場をターゲット
に、グループ一丸となって取り組む方針だ。映像コミュニケーションタスクフォースの活動を中心に、取組みの現状を紹介する。
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図1 テレビ会議市場の可能性

http://www.bcm.co.jp/


ミュニケーションズ・NTTデー

タ・NTTビズリンク・NTTエレク

トロニクス・NTTアドバンステク

ノロジ・NTTソフトウェア・NTT

アイティのNTTグループ10社が参

加し、これまで各社が個別に取り組

んできた映像コミュニケーション事

業について、グループ各社が連携し、

市場の活性化やサービス創造に向

けた議論を重ねる活動を推進して

いる。

「NTTグループの基本戦略は図２

に示したように、①業界・行政との

連携、②商品・サービスの強化、③

NTTグループ内利用の促進の３本

柱からなっています。この基本戦略

に基づいて、２カ月に１度のペース

で開催するタスクフォースの検討会

で決定した施策をグループ会社の事

業の第一線へ展開することとしてい

ます。」（林チーフプロデューサ）

業界・行政との連携については、

市場全体の活性化に向け、NGN対

応・標準化・業界各社と連携した異

機種間相互接続を推進する取組みに

注力している。NGN接続に関する

TTC（情報通信技術委員会）標準

化を進めてNGN端末を増大させ、

NGNを活用した利用シーンの創出

と利便性を目指すのが狙いだ。

NGN（フレッツ 光ネクスト）上で

の異機種間相互接続については、業

界初の試みとして「 I N T E R O P

2010」のNTTブースで、NTT研究

所が開発したNGN上でフルHDの

映像コミュニケーションを実現する

「RISCA」を搭載したシステムと、

品川のパナソニック社オフィスに設

置した同社製のHD映像コミュニケー

ションシステムをNGNで結び、高

精細映像の安定した通信を実演し、

注目を集めた。なお、市販のPC上

でフルハイビジョンの映像通信を実

現するRISCAを搭載したフルHD

対応のテレビ会議システムは、この

10月より「Risca Vision」の商品名

でNTTエレクトロニクスが販売開

始する予定だ。

NGN対応・標準化・相互接続の

推進に加え、「市場全体のパイを拡

げるために、地デジの普及活動のよ

うに、関連業界一丸となった映像コ

ミュニケーションの利用促進活動へ

の働きかけを行っていきます」と映

田洋行といった他業界からのテレビ

会議市場への新規参入がある一方

で、シスコシステムズによるタンバー

グの買収など業界内での大型買収が

仕掛けられるなど、活況の兆しが窺

えることだ。

拡大するテレビ会議／Web会議

市場の動向を踏まえ、NTTグルー

プは冒頭で述べたように、グループ

一丸となってNGN普及拡大の起爆

剤の一つとなるテレビ会議／Web

会議を中心とした映像コミュニケー

ション事業への取組みを加速して

いる。

NTTグループの映像コミュニケー

ション事業をリードしているのが

NTT持株会社が中心となって本年

２月に立ち上げた「映像コミュニケー

ションタスクフォース」だ。宇治則

孝副社長を主査（トップ）、取締役

の篠原弘道研究企画部門長を副主査

とする映像コミュニケーションタス

クフォースには、持株会社を含め

NTT東日本・NTT西日本・NTTコ
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タスクフォースが、
NTTグループの取組みをリード

   
●市中製品を活用した商品ライン 
ナップの拡充 

　 
　 

●研究所の高い技術力やネットワーク 
事業者の特長を活かしたサービスの 
開発・提供 
●新たなビジネスパートナーとの協業 

戦略２：商品・サービスの強化 戦略３：NTTグループ内利用促進 

●ＮＴＴグループ全体での利用促進 

●導入効果の確認 

●プロダクトへのフィードバック 

戦略１：業界・行政との連携 

●NGN対応・標準化・相互接続の 
　 推進 

●関連業界一丸となった利用促進活動 
　 の働きかけ 

●環境保護への貢献をフックとした行政 
   への働きかけ 

図2 NTTグループの映像コミュニケーション事業の基本戦略
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像コミュニケーションプロ

デュース担当の窪薗竜二担

当部長は述べている。

基本戦略の２つ目の柱であ

る「商品・サービスの強化」

に向けた最大のポイントは、

商品ラインナップ拡充やNTT

研究所の高度な技術力やネッ

トワーク事業者の特長を活か

したサービスの開発・提供、

新たなビジネスパートナーと

の連携に加え、グループ各社が個別

に取り組んできた映像コミュニケー

ション事業について、グループが一

丸となって取り組む共通サービスブ

ランド「ひかりカンファレンス」を

掲げたことにある。これは、大企業

から中堅・中小企業、SOHOまで

の顧客に対して、コンサルティング

からソリューション構築、テレビ会

議／Web会議システムの提供、保

守・運用サポート、テレビ会議接続

サービス、ネットワークまで最適な

トータルサービス提供を行う映像コ

ミュニケーションサービスの取組み

そのものの共通ブランドだ。これに

より、グループ連携を強化すると同

時に、テレビ会議・Web会議市場

におけるグループのプレゼンス向上

と市場全体の活性化を図ることが狙

いだ。「ソリューション分野でNTT

グループ共通のサービスブランドを

掲げ、一丸となって取り組むという

のは初めての営みであり、大きな反

響を呼んでいます。」（朝倉順治映像

コミュニケーションプロデュース担

当課長）

今後NTTグループ各社は、「ひか

りカンファレンス」を共通サービ

スブランドとして掲げつつ、独自

の強みを活かした映像コミュニケー

ション事業を市場で展開すること

となる。

基本戦略の３つ目の柱について

は、グループCIO委員会（宇治則

孝委員長）を中心に、グループ内で

のテレビ会議・Web会議の利用促

進を図っている。表１に示すように、

現在NTTグループ各社がテレビ会

議システムを構築し、国内拠点や海

外現地法人間で活用している。活用

実績を踏まえた導入効果の確認やプ

ロダクトへのフィードバックを図る

ともに、事業展開時のモデル事例と

なるよう今後もさらにグループ内利

用を促進する方針だ。

以上、NTTグループの映像コミュ

ニケーション事業への取組みについ

てタスクフォースの活動を中心に紹

介した。NTT研究所の50年間に及

ぶ映像関連の研究開発成果は、

NTT事業はもちろん、世の中の映

像メディアの進展に大きく貢献して

きた。NTT研究所は映像メディア

において、ビデオ信号処理・画像処

理・高臨場感通信の３つの分野の革

新的な技術の確立に向けたR&D活

動を展開しており、その成果は

NTTグループの映像コミュニケー

ション事業の拡大に大きく貢献する

ものと期待されている。
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持株会社 
● 広帯域ＩＰ通信ネットワークを利用した高精細（ハイビジョン）ＴＶ会議システムを逓信ビルへ導入済み。（4端末） 
● グループ各社との相互接続性を確保するため、多地点接続サービスの導入を検討中。 

東日本 

● ひかり電話ナンバーゲート（FLET’S光NEXT）を活用した高品質（フルハイビジョン）ＴＶ会議システムを 
 36拠点（50台）に導入済み。 
● 日常的な利用による「ＮＧＮ利便性の体感」を通じ、お客様への提案活動を推進している。 
● 臨機応変な会議開催、集合に伴う移動コスト・時間等の削減、紙資料等の環境負荷軽減の最大化を 
図っている。 

西日本 ● 西日本グループ内で統一したＴＶ会議のサービス化の検討を進めている。 

コミュニ 
ケーションズ 

● 一元的な設計コンセプトの下に海外現地法人を管轄する事業部と連携して国内外の導入を推進。 
● 国内・海外ネットワークの相互接続と多地点接続サービスの導入によりコムグループ会社間の高品質 
 TV会議を実現している。 
－国内導入：全社共用端末（11拠点／23端末）、事業部専用端末（13拠点／21端末） 
－海外導入：アジア・オセアニア（15都市／24端末）、アメリカ（4都市／6端末）、ヨーロッパ（11都市／15端末）、 
中近東（1都市／1端末）、国内拠点（5拠点／10端末） 

データ 
● オフショアでのシステム開発等を推進する全社横断の事務局が、オフショア海外開発拠点とのコミュニケーション 
手段として、利用を推進している。  
（ドキュメント共有、デスクトップ共有、ノート、ビデオ映像、音声） 

ドコモ 

● ドコモグループ情報共有基盤（DiSH）のテレビ会議システムと会議支援システムにより、ドコモ本社ビル 
（70端末）、本社支店・支社支店会議室（62会議室／200端末）へ導入済み。 
● 支社や支店の会議室からだけではなく、自席PCや携帯電話などからも接続できる、利用形態や利用場所に 
限定されない、次世代会議支援システムの検討を進めている。 
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表1 NTTグループ主要各社の社内テレビ会議システムの導入状況

共通サービスブランド
「ひかりカンファレンス」
を展開

グループCIO委員会を軸に、
テレビ会議の社内利用を促進
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