
映像コミュニケーションの現状

映像コミュニケーションとは，映像

を活用した情報の伝達・通信のことで

すが，ここではさらに，人と人，人と

社会を「つなぐ」というコンセプトの

下，音声に映像を加えることで，人と

人との意志の疎通や心の通い合いを，

より自然に，よりスムーズに補助し，

「お客さまの生活をより豊かに，より快

適にすること」と定義しています．

NTTでは，電電公社時代の1960年

代からテレビ電話などの映像コミュニ

ケーションの実現に取り組んできまし

た．当初，テレビ電話の利用が広がら

なかったのは，ネットワークの帯域が

狭く満足な品質ではなかったことや，

利用のコストが高かったことが主な原

因と考えられています．その後，通信

インフラや機器の性能向上によって，

品質面の問題はほぼ解決され，ビジネ

ス用途での利用は広がっています．調

査によると，ビデオ会議・Web会議に

音声会議を合わせた市場規模は2012

年には420億円となり，今後も拡大傾

向となっています（1）．

一方，個人向けの利用は，スマート

フォンやタブレット上のビデオ通話ア

プリケーションのプロモーション等の効

果で認知は上がっているものの，映像

コミュニケーションそのものはまだまだ

浸透していないのが現状です．

映像コミュニケーションの拡大に

向けて

NTTグループでは，ひかりフレッツ

フォンやFOMAなどを使った，個人向

けのテレビ電話サービスを提供してい

ます．

テレビ電話が使われない理由として，

アンケート等による調査から，「電話で

十分」「テレビ電話をしたい相手がい

ない」といった根本的な問題から，「相

手に映像通信を強制することに抵抗が

ある」「自分の身なり，周辺環境を整

える必要があり面倒」「電話のように

ほかのことをしながら話ができない」と

いった心理的要因，「画面が小さい，

映像品質が悪いなど臨場感や同室感

がない」「操作が煩雑」「設定が分か

らない」といった機能的要因，「テレ

ビ電話機の価格が高い」「通信費用が

かかる」といった経済的要因，「テレ

ビ電話を持っている人（通話相手）が

少ない」といった環境要因が複合的

に絡まった問題が浮かんできました．

これらの問題のうち，特に「画面が

小さい」という機能的要因については，

2009年５月から始まった家電エコポイ

ント制度によって，地上デジタル放送

対応の大画面テレビへの買替えが進

み，テレビを画面として活用すること

で，機器の価格とは関係なく大画面化

できる状況となってきました．

この大画面テレビの普及を，映像コ

ミュニケーションの拡大に向けた問題

解決の好機ととらえ，映像への抵抗感

が少なく，通話機会が多いと思われる

家族間コミュニケーションを題材に，

ペルソナモデルを設定し，利用意向調

査を行いました．その調査結果を踏ま

え，初期ターゲットとして，高齢者の

一人暮らしや単身赴任者などを念頭

に，離れて暮らす家族や友人が，同じ

空間を共有できるようなコミュニケー

ションを実現することを目標とした，

次のような新しいサービスのコンセプト

をつくり上げました．

・リビングの大型テレビで，新たな

“ひかり映像コミュニケーション”

・気軽でゆるやかなコミュニケー

ション

・雰囲気や喜怒哀楽が伝わる同室

感や一体感

このコンセプトを「ひかりリビング」
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映像コミュニケーションは，光ブロードバンドネットワークの有望な応用
の１つです．本特集では，人と人，人と社会を映像を使ってつなぐことで，
豊かなライフスタイルを創出することができるサービスの実現・拡大に向け
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と名付け，サービスプロデュースとし

て，前記５つの問題要因のうち，ター

ゲットや利用シーンを特定することで

根本的な問題や心理的な要因を排除

し，機能改善，低価格化，環境整備

に優先的に取り組むことで，離れた家

族を家庭のリビングで結び，個々の家

族の生活スタイルに合わせて，シーム

レスにコミュニケーションできるサービ

スの実現を進めています．また，ひか

りリビングの特徴を活かし，リビング

にとどまらず，家庭内外のあらゆる場

所をつなぐ環境，例えば，家庭とオ

フィスを接続したり，家庭内でさまざ

まな社会サービス（医療・教育・介

護，地域サービス等）を便利に利用で

きる環境を実現することで，利用シー

ン提案や需要喚起を行い，ターゲット

層を拡大していく取り組みも進めてい

ます（図１）．

ひかりリビングの実現

ひかりリビングの具体化にあたり，

機能的要因や経済的要因の問題解決

に対応したサービスの主な特徴として，

① 高品質で安定した映像とクリア

な音質（機能）

② 通話しながらのコンテンツ共有

（機能）

③ 簡単設定，簡単操作（機能）

④ 安心な利用料金（経済）

の実現を目指しました（図２）．

まず，臨場感や同室感を実現するた

めに，大画面テレビにふさわしいHD

品質の映像通信を確保することと合

わせ，さまざまな生活音が発生する環

境下で，エコーやハウリングのない，自

然でクリアな会話ができるよう，NTT

メディアインテリジェンス研究所のノ

イズ抑圧機能付きエコーキャンセラ技

術を活用しています（図２①）．次に，

映像コミュニケーションを気軽でゆる

やかに活性化するために，会話をしな

がら一緒に写真やビデオを見るといっ

た，同じ空間にいれば当たり前に行わ

れる行為を実現することもできるよう，

NTTサービスエボリューション研究所

（EV研）のコンテンツ共有技術を活用

しています（図２②）．さらに，PCを

触ったことのない人でも簡単に設定で

き，テレビを見たり，電話をかけたり

するのと同じように簡単に操作ができ

るよう，EV研ICTデザインセンタにお

いて研究されている，ユニバーサルデ

ザインやユーザエクスペリエンスの知見

を活用して，簡単セットアップガイド

の作成などを行っています（図２③）．

最後に，料金を気にせず，ゆっくり話

せるよう，プロジェクトの開始当初か

らNTT東日本・西日本を中心に定額

制料金の検討を続け，テレビ電話向け

の新たなサービスの導入を実現しまし
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た（図２④）．

これらの要素をテレビのメーカを問

わず，広く利用してもらえるよう，テ

レビに接続する端末として提供する方

向で，検討を進めました．

本特集では，ひかりリビングを具現

化したサービスとして，NTT東日本の

「ひかりシェアプレイス」とNTT西日

本の「光だんらんＴＶ」の概要，およ

びビジネス展開について，また，ひか

りリビングを支える技術として，高品

質で安定した映像とクリアな音質を実

現する技術，および通話しながらのコ

ンテンツ共有を実現する技術について

紹介します．

今後の展望

ひかりリビングは，離れた人々が同

じ空間を共有できるようなコミュニ

ケーションサービスの提供という目標

にふさわしく，遠隔講義や遠隔披露宴

など，さまざまなシーンでの利用が広

がりつつあります．特に，お年寄りの

生活には欠かせないテレビを使った映

像通信ができるため，高齢者の健康増

進に向けた取り組みや，サービス付き

高齢者向け住宅等での活用も検討さ

れています．

個人向けのテレビ電話の利用が，

人々の生活において当たり前のものに

なるには，まだまだ時間がかかります

が，言葉では伝えられない映像の力を

多くの方々に体感いただき，豊かなラ

イフスタイルを実現できるよう，映像

コミュニケーションを拡大する取り組

みを推進していきます．

■参考文献
（1） http://www.seedplanning.co.jp/press/2013/

2013032701.html

映像コミュニケーション「ひかりリビング」プロジェクトの展開

NTT技術ジャーナル 2013.128

（左から）中芝 幸司/ 遠藤 勝博/

川添 雄彦/ 岡　 高志/

鈴木 健也

映像メディアを通じた新たなライフスタ
イルの創造，コミュニケーションサービス
の提供に向け，サービス性を高める研究開
発を推進していきます．

◆問い合わせ先
NTT研究企画部門
プロデュース担当
E-mail cont-ap ml.hco.ntt.co.jp

図２　ひかりリビングのコンセプトと主な特徴 
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