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「ひかりＴＶ」で新たな挑戦を始める
インターネットサービスプロバイダ

インターネットサービスプロバイダ（ISP）やIP電話のサービスで

広く認知されているNTTぷらら．2008年から光回線を利用した映

像配信サービスである「ひかりＴＶ」という新事業に取り組んでい

る．その具体的な内容と今後の展望について，同社の板東浩二社長

に詳しくお話を伺った．

株式会社NTTぷらら

5社の企画会社として設立
2008年3月に社名変更し，「NTTぷらら」に

◆貴社の設立背景をお聞かせください．

1995年12月に，NTT，ソニー，セガ，ヤマハ，日本ビ

クターの5社の企画会社として設立しました．

当時はNTTの電話収入が減少していく中で，新たな収入

源として新規事業を立ち上げていくことが急務でした．市

場開拓のターゲットとなったインターネットの分野は非常

に変化が激しく，また未体験のビジネスであったことから

NTT本体で取り組むよりも他企業とアライアンスを組んで

実施した方がいいだろうということで当社が設立されま

した．

◆何度か社名変更をされていますね．

ええ，設立当初の社名は「ジーアールホームネット株式

会社」でした．GRはGrass Roots（草の根）の略です．

当時，各地域に立ち上がってきていたパソコン通信を草の

根的につなげていければとの思いを込めていました．

1996年10月には，ISP「ぷらら」のサービス提供を始

めました．サービスの認知度を高めるためには，社名と

サービス名を同じにすることが得策であると考え，2000

年5月に「株式会社ぷららネットワークス」に改称しました．

その後，2008年に映像配信サービス「ひかりＴＶ」の

提供を開始しました．この光回線のキラーアプリとなる映

像サービスがNTTグループの戦略サービスであることを明

確にするため，社名も｢NTTぷらら｣に改称しました．

ISP，IP電話，IPTVによる
「トリプルプレイサービス」

◆事業概要を教えてください．

当初は楽天のようなEC（エレクトリック・コマース）をコ

アビジネスとしていましたが，開始時期が早すぎたこともあ

り，大きな事業には発展しなかったため，1998年に事業の

柱をISP（インターネット接続サービス）に方向転換しました．

ちょうどインターネットユーザが急拡大した時期でしたので，

急成長が遂げられました．

2001年12月にはIP電話網を使った電話サービス「ぷらら

フォン」を始めました．これは単独ISPとしてはもっとも早い

事業参入でした．また，ブロードバンドサービスの拡大にも

いち早く取り組み，2004年7月に｢ひかりＴＶ｣の前身である

｢4th MEDIA｣を開始，ISP，IP電話，IPTVのトリプルプレイ

サービスの提供を実現しました．

◆現在のビジネスの主軸は何ですか．

2009年9月，ISP｢ぷらら｣の会員が300万人を突破しまし

た．現時点では主な売上はISP「ぷらら」ですが，IPTVも急

成長しています．また，IP電話も黒字転換をしています．こ

の3つが現在の当社のコアサービスであり，このトリプルプレ

イサービスを提供してこそ本来のブロードバンドサービスで

あると考えているのです．

急成長を遂げるひかりＴＶ
新規マーケットの構築にチャレンジ

◆ひかりＴＶ開始のきっかけは何ですか．

光のインフラ利用者が1 000万人を突破したころ，イン

NTTぷらら　板東浩二社長
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ターネット回線を，パソコンだけにとどまらずテレビにつな

げれば大きなビジネスチャンスになると確信しました．｢ひ

かりＴＶ｣は，旧サービスの「4th MEDIA」「OCNシアター」

「オンデマンドＴＶ」のイイトコドリをするかたちでサービ

スの提供を実現しています．さらに，国内で初めて，地上デ

ジタル放送をIP網により再送信する地上デジタル放送IP再送

信（地デジIP再送信）を実現しました．地デジIP再送信の実

現には帯域を確保できるNGNとの接続が必要であり，NGN

の商用開始に合わせ「ひかりＴＶ」を立ち上げました．

◆具体的にはどのような映像が見られますか．

ビデオサービスでは，家族皆さんでお楽しみいただける

ようなラインアップを取りそろえています．ハリウッド映

画やアニメ，ドラマなどは大変人気のジャンルですので，

特に充実させています．

テレビサービスでは，70以上の専門チャンネル放送をご

用意しています．

また，オプションで提供しているカラオケサービスは，

15 000曲以上が歌いたい放題で楽しめ，こちらも大変ご

好評をいただいています．

光回線を使ったサービスの拡充を
目指す「4つのNo.1」も継続目標

◆事業環境はどのように変化してきましたか．

この10年ほど，3つの段階を経て通信環境が変化してき

たと考えています．まず1995年ごろから，第一波として

インターネットが急拡大した時期がありました．このころ

はナローバンドが主流でした．

第二波は2000年ごろから始まり，固定料金でのブロー

ドバンドでの常時接続が浸透しました．インターネットが

ますます使いやすく身近なものになる一方で，映像はまだ

扱いづらい時期でもありました．

第三波が訪れたのが2005年ごろのことです．光インフ

ラが構築されて，大容量の映像も高速で送信処理が可能と

なりました．当社ではISPユーザに光を提案し，光回線

ユーザの顧客基盤を整えました．そして，光インフラの上

で扱えるサービスも提供するようになったのです．

◆貴社の事業戦略について教えてください．

事業運営面では運営とオペレーションの効率化を図り，

どこにも負けないコスト競争力を生み出すことです．また，

事業のポジショニングの差別化を図るようにしています．

すなわち，単純なインターネットプロバイダではなく，映

像を含めた，多様なサービスも提供できるプロバイダとし

て独特の地位をキープしていきたいと考えています．

これまで，我々は「4つのNo.1」を目指してきました．

それは，お客さま満足度，コスト競争力，サービス企画力，

情報セキュリティの分野です．

◆No.1は達成できていますか．

お客さま満足度に関しては，各方面での顧客満足度調査

において高い評価をいただいています．

日本全体で見れば高度成

長期は，物をつくれば売れ

るという供給者主体の時代

でしたが，1990年前後の

バブル崩壊を境にして消費

者が供給者を選ぶ，すべて

を消費者が決める時代にな

りました．「お客さま第一主

義」を掲げる企業が多い中

で，私たちは「お客さま中

心主義」を唱えています．

事業者も自分が中心にいると思っているケースが多いので

すが，あくまで中心にいるのはお客さまで，事業者はそれ

を取り囲むかたちで点在しているととらえているからです．

コスト競争力については，先ほど申し上げました．サー

ビス企画力については，3，4年ごとに新サービスを開始し

ています．また，情報セキュリティでは2006年にWinny

での情報漏洩が問題になった際に，プロバイダとして当社

が初めて「Winnyフィルタ」による規制を行いました．こ

のように，No.1でいるために，常に努力を続けています．

社員のチャレンジ精神を生かして
既成概念を覆すIPTVへ

◆貴社の社風はどのようなものですか．

新しい事業領域を開拓し続ける当社では，リスクを恐れ

ないチャレンジ精神を何よりも大切にしています．社員の

平均年齢は30代半ばと若く，さまざまなアイデアを気兼ね

なく出せるような，明るく楽しく業務を行ってもらえるよ

うな，そんな社風を心掛けています．

◆今後の事業展開についてどうお考えでしょうか．

IPTVのマーケット構築については，ひかりＴＶがサービ

スを開始した2008年からの3年間がもっとも重要だと考

えています．2009年度は，地デジIP再送信サービスのエ

リア拡大，BSデジタルのIP再送信サービス開始および録画

機能付き高機能チューナーの提供など基本サービスを拡大

する予定です．さらに，今後はIPTVならではの双方向通信

を生かしたサービスの実現にも取り組んでいきます．50年

の歴史を有するテレビの既成概念を一新して，テレビその

ものを変えていくような役割も果たせればと考えています．

◆最後に，社員の方へのメッセージをお願いします．

「時代の最先端を走れ」というのがもっとも伝えたいこ

とです．今は時代の大きな転換期．行く先が不透明で閉塞

感が漂っています．そういうときはじっとしていても地盤

沈下していくだけです．過去を振り返り分析しても何も得

られません．一歩踏み出す勇気が必要なのです．道のない

ジャングルの中で自分が進むべき方向を見つけていくたく

ましさを持ち続けてほしいと思います．

板東浩二社長
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◆映像サービス企画部の構成を教えてください．

私たちの部署には70名

ほどが勤務しており，5

つの担当に分かれて「ひ

かりＴＶ」にかかわる業

務を行っています．映像

関係者を中心にさまざま

な業界からスタッフが集

まっています．

5つのセクションを具

体的に挙げていきますと，

今後のサービス立案やユー

ザ調査，放送事業者対応

を手掛けるマーケティン

グ担当．ビデオオンデマンドやカラオケなどのコンテンツ

調達・編成担当．コンテンツの配信準備にかかわる設備手

配や，写真・文字情報，作品ごとのメタデータを運用する

コンテンツ運用担当．ランキングやお薦めなどの自主制作

番組，共同制作番組を担当する制作室．そして，端末系機

器の企画やラインアップ戦略，各メーカ様との折衝などを

手掛ける技術企画があります．

◆コンテンツ調達はどのように行われていますか．

事前に綿密なマーケティングを行い，人気のある作品や

チャンネルを中心としたラインアップを考えます．映画会

社やテレビ局など，およそ100社と直接交渉や契約を行っ

ています．

今までの経験やノウハウが蓄積されているので，実際に

どのくらいの売上効果が出るのかも分かってきています．

それを各社との交渉ポイントとして，コンテンツ調達を

行っています．

人気のハリウッド映画
現地本社と直接交渉することも

◆特に人気のコンテンツはありますか．

ハリウッド映画やTVドラマ，アニメが全体の視聴の7割

を占めているので，それらの分野のコンテンツには特に力

を入れています．他にもスポーツや時代劇，音楽，ドキュ

メンタリーなど，幅広く網羅しています．自社制作のドラ

マもなかなか好評です．

ひかりＴＶ契約者の年齢は30代後半より上の方が多く，

ファミリーでご覧いただくケースが多いようです．そのた

め，ご家族で気軽に楽しんでいただけるようなコンテンツ

を選んでいます．

◆海外企業との交渉は大変ではありませんか．

ハリウッドとの交渉事にはやはり苦労がつきものです．

他に先駆けて光回線を使った映像配信を行ってきましたか

ら，先方に配信方法などの諸条件を理解してもらうのが大

変でした．

最近の事例としては，NECと東芝の一部パソコンに，ひ

かりＴＶの受信機能が搭載されており，ひかりＴＶサービ

スをパソコン上で視聴することができるようになりました．

あくまでも，インターネットは介さず，クローズド網で提

供しているサービスなのですが，インターネット配信とど

う異なるのかなどを詳しく説明して既存と同じTV向け配信

として先方に理解していただかなくてはなりませんでした．

日本法人がある場合でも，直接米国本社と詳細を詰めてい

くこともあります．

VOD定額プランやカラオケ
多チャンネルなど充実のサービス

◆見放題の定額プランもありますね．

ええ，ひかりＴＶには「テレビおすすめプラン」と

「ビデオざんまいプラン」，その両方が楽しめる「お値うち

プラン」の3つのサービスメニューがあり，「お値うちプラン」

と「ビデオざんまいプラン」にはビデオオンデマンド

（VOD）の見放題があります．

これまでは，VODは見たいビデオを選び，視聴するごと

に課金される「ペイ・パー・ビュー」が主流でした．しか

し当社では，定額で5 000本以上を見放題でご覧いただけ

るプランを設定しています．これにより1ユーザ当りの視聴

本数が伸びており，VODを利用する習慣が根付いてきてい

ます．新作などは，オプション作品であることが多く，オ

プション作品を視聴いただく場合は視聴ごとに課金され

ます．

見放題のプランを設定したことで，コンテンツホルダー

との契約はペイ・パー・ビューの場合よりも，難しい点が

ありました．

◆レンタルビデオと比べて配信時期はどうなのでしょう．

以前はビデオレンタル開始が先になることが普通でした

が，現在では，ひかりＴＶでの提供もかなり早まってきま

した．レンタル開始と同時に配信になることもあります．

映像関係のスペシャリストが集い
ひかりＴＶのコンテンツ調達などを行う

映像ビジネス本部　映像サービス企画部長　伊藤 康之さん

伊藤康之部長

担当者に聞く



また，レンタルビデオには棚に並んでいる過去のビデオ

をハイビジョン化ができないという難点があります．その

点，ひかりＴＶでは多くの作品をハイビジョン映像でお楽

しみいただけます．

◆他にどのような強みがありますか．

ひかりＴＶでは，たくさんのハリウッド作品やJリーグの

全試合をご覧いただけるのが大きな強みです．また，オプ

ションで提供しているカラオケサービスでは，15 000曲

以上が収録されており，毎月100以上の新曲が更新されま

す．多チャンネル放送のチャンネル数も自慢で，2009年

11月で79チャンネル，そのうち32チャンネルがハイビ

ジョンチャンネルです．

調達コストの削減にも努力し，また，多くの方に会員に

なっていただくことを想定し，料金体系をリーズナブルに

抑えています．ハイビジョンのVODコンテンツや放送チャ

ンネル数と視聴料金を考慮すると，CATVや衛星放送より

もコストパフォーマンスは高いと思います．

さらなるハイビジョン化や
BSデジタル放送IP再送信が今後の課題

◆今後の重点化ポイントを教えてください．

さらなるハイビジョン化の推進やBSデジタル再送信に積

極的に取り組んでいます．また，現段階で東芝の

「REGZA」とシャープの「AQUOS」を合わせると，150

万台近いテレビ受信機にひかりＴＶのチューナー機能が搭

載されていることになります．今後も，さらに多くのテレ

ビ受信機にひかりＴＶのチューナー機能を搭載していただ

けるよう，各メーカ様とも話をさせていただき，お客さま

にとって利用しやすい環境を整えていきたいと考えていま

す．もちろん，チューナーの機能向上やラインアップ強化

にも取り組んでいきます． （インタビュー：村上百合）
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■「ひかりカエサル」はひかりＴＶのサービスキャラクター

「光がテレビをかえてゆく」のキャッチコピーにちなんで考案された

「ひかりカエサル」（写真１）．ほのぼのとした外見のキャラクターです．

命名の由来は「ひかり」を「かえてゆく」サル，時代に変革をもたらした

ユリウス・カエサル（ジュリアス・シーザー）も意識されているそうです．

■意外とおやじキャラ！？

ひかりカエサルはテレビCMでおなじみのとおり，ときにシニカル，と

きに自虐的なギャグまで披露するおやじキャラ．可愛い外見と意外な内面

のギャップが「親しみやすい」と世代を問わず愛されており，雑誌

『anan』や『BRUTUS』，テレビ番組『めちゃ×2イケてるッ！』でのパ

ロディなどの媒体でもしばしば取り上げられています．NTTぷらら社内で

は若手社員はもちろん，中高年の男性社員も気に入ってキャラグッズを身

につけているとか．

■クレーンゲームにも登場

ぬいぐるみ，ボールペン，携帯ストラップなど幅広いラインアップのひ

かりカエサルグッズは，加入者の方に配布されることがほとんどで，一般

販売がされていません（写真２）．しかし2009年7月にクレーンゲー

ムのノベルティとして初の商品化．営業推進部プロデューサーの小野かぐ

ささんはこの試みについて，「キャラクターグッズによって，ひかりＴＶ

を皆様により身近に感じていただければ」と語っています．

写真１　ひかりカエサル

写真２ ひかりカエサルグッズ


