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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

サービス提供の背景

近年，核家族や単身赴任世帯だけ

ではなく，高齢者の一人暮らしの世帯

数が急速に増加しています．遠く離れ

て暮らす親しい人どうしが，自宅のリ

ビングにあるテレビを使って時間や距

離の制約を越えた空間共有やだんらん

の場をいつでも気軽につくり出せる手

段として，NTT東日本・西日本で

は，NTT研究所と共同で開発を行

い，2012年12月より「ひかりシェアプ

レイス（NTT東日本）」「光だんらん

ＴＶ（NTT西日本）」＊１を提供して

います（1）～（3）．

サービス概要

本サービスは，自宅にあるHDMI

（High-Definition Multimedia Inter-

face）対応テレビにつなぐことで，テ

レビの画面を使って，簡単に，高品質

な映像コミュニケーションや通話中の

コンテンツ共有などができる情報機器

です（図１）．テレビの大きな画面を

通じて周囲の様子も映せるため，従来

の会話重視の顔だけのコミュニケー

ションではなく，まるで同じ場所にい

るかのようにその場の雰囲気まで共有

しながら，映像コミュニケーションを

楽しむことができます．

主 な 特 徴

（1） 高品質で安定した映像とクリア

な音質でコミュニケーションが可能

「ひかりシェアプレイス」と「光だんらんＴＶ
テ ィ ー ビ ー

」による
空間共有コミュニケーションの実現と今後のビジネス展開

空間共有コミュニケーション テレビ アライアンス

NTT東日本とNTT西日本は，自宅のテレビを使って高品質な
リアルタイムの映像通信ができる「ひかりシェアプレイス
（NTT東日本）」と「光だんらんＴＶ（NTT西日本）」を2012年12月よ
り提供開始しました．2013年８月からは相手と会話しながら写真
や動画などのデータ共有やホームページの共有ができる「通話中
のコンテンツ共有機能」を追加し，離れた場所に暮らす家族や友
人，知人との空間コミュニケーションの実現に寄与するとともに，
各事業者様とのアライアンスにより，新たな利用シーンを広げて
いきます．

※　現，NTTアドバンステクノロジ
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＊1 「ひかりシェアプレイス」「光だんらんＴＶ」
利用には，双方に「フレッツ 光ネクスト」
もしくは「フレッツ 光ライト」と「ひかり
電話」の契約・料金が必要です．
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図１　サービス概要 
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本サービスの映像通信は，NTTグ

ループが開発した次世代通信ネット

ワークであるNGNを活用したひかり電

話を利用しています．インターネット

を利用したベストエフォート型のテレ

ビ電話とは違い，帯域を確保して接続

するため非常に安定した映像通信が可

能となります．

HD品質の映像とクリアな音声によ

り，臨場感たっぷりの空間共有コミュ

ニケーションを楽しむことができます．

現在お使いのテレビをそのまま活用で

き，またリビング環境での使用におい

て快適な通話を実現するため，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

を搭載しています．

（2） 相手と会話しながらさまざまな

コンテンツの共有が可能

遠足の写真や運動会のビデオを家族

で一緒に見ながら思い出話に花を咲

かせる．このような光景が，本サービ

スの通話中のコンテンツ共有機能を用

いることで，離れた場所にいても実現

できます．通話中のコンテンツ共有機

能はNGN-SIP（Session Initiation

Protocol）方式で，通話をしながら

双方向のデータ通信を可能にするNTT

サービスエボリューション研究所のコ

ンテンツ共有技術を搭載し，テレビ電

話や音声通話中に写真や動画，Web

ページのURLなどさまざまなコンテン

ツの共有や保存ができます．

コンテンツはひかり電話による帯域

確保型データ通信（データコネクト）

で相手に送信しているため，電話発信

という簡単な操作で安定かつセキュア

に，コンテンツを相手に送ることがで

きます．

（3） 準備や操作が簡単で安心な利

用料金

本体，リモコン，マイクカメラ等，

サービスの利用に必要な機器やケーブ

ル類はすべて同梱しており，箱から出

して接続するだけで，すぐに利用でき

るようになっています（図２）．「何を

そろえればよいのか分からない」「操作

に自信がない」といったお客さまにも

簡単な，ユーザインタフェースや画面

遷移を設計しています．

特に，小さなお子さまやシニア世代

のお客さまでも簡単に操作できるよう，

ハードウェア，ソフトウェアともに使い

勝手を向上させる工夫を施しています．

例えば，機器が起動して最初に表示

図２　接続イメージ 
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されるホーム画面に，本サービスで利

用できる機能を一覧で表示して，使い

たい機能が直感的に選べます．また

ホーム画面の下部に，コンテンツ共有

で受け取った写真や動画をサムネイル

表示し，届いた写真を見て相手とコ

ミュニケーションを取りたくなるような

仕掛けづくりをしています．

また，気軽に存分に会話を楽しんで

いただくため，NTT東日本・西日

本では定額制の通話料金プラン「テレ

ビ電話チョイス定額＊２」を提供してい

ます．

テレビ電話チョイス定額は，あらか

じめ指定した電話番号に対するテレビ

電話が定額でご利用いただけるサービ

スです．東日本エリアにおいては電話

番号を２つまで指定でき，指定した電

話番号への１通話当り30分までのテレ

ビ電話が定額で何度でもかけ放題とな

図３　アライアンスにおける利用シーン例 
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＊2 「テレビ電話チョイス定額」の利用には，
「フレッツ 光ネクスト」もしくは「フレッ
ツ 光ライト」と「ひかり電話」の契約・料
金が必要です．
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（上段左から）多谷 昭典/ 中嶋 大志/

伊藤 涼子/ 藤岡 聖和/

武川 恵美/ 成田 好輝/

福永 光記/ 光藤 直人

（下段左から）納富 幹人/ 日比野 愛子/

高橋 正之/ 難波 徹/

辻田 浩之

「ひかりシェアプレイス」「光だんらんＴＶ」
をきっかけに，離れた相手とまるで同じ場
所にいるような空間共有コミュニケーショ
ンの文化を日本中に普及させていく取り組
みを，NTTグループとして今後も継続して
いきます．

◆問い合わせ先
NTT西日本　
ビジネスデザイン部
ネットワークサービス部門
アプリケーションサービス担当
TEL 03-5359-9277
FAX 03-6300-7820
E-mail com3 ml.east.ntt.co.jp

NTT東日本
ビジネス開発本部
第二部門　情報機器開発担当
TEL 03-5353-9855
FAX 03-5354-1256
E-mail vi-jyouki ml.east.ntt.co.jp

ります．西日本エリアでは，より気軽

に，さまざまなシーンでご利用いただ

けるよう，指定可能な電話番号を５つ

に，定額となる通話時間を１通話当り

３時間までに拡大しています．利用料

金は，NTT東日本・西日本ともに525

円（税込）/月です．

さらにNTT西日本においては，お客

さまの初期費用負担を軽減するため，

必要な機器すべてをレンタルでも提供

しています．

今後のビジネス展開

遠く離れて暮らす大切な人との空間

共有コミュニケーションという基本コ

ンセプトのもと，誕生日会・パーティ

などのイベントや，単身赴任の父親と

その家族がまるで同じ食卓を囲んでい

るように一緒に食事をしたり，一人暮

らしの高齢の母親の様子を見守るなど，

日常的な利用を含め，本サービスの利

用シーンはさまざまです．

さらに，映像コミュニケーションは，

教育，介護・医療，商業，エンタテ

インメントなど，さまざまな分野で活

用が可能で，複数の事業者様に本

サービスを展開しています．

例えば，ワタベウェディング様

は「 つながるWedding ～ Hello

Celebration～」と称し，会場に来

ることが難しい親族・友人が自宅等か

ら遠隔で披露宴に参加できるサービス

を，またサンケイリビング新聞社様は，

トライアルとしてメイン会場とサテライ

ト会場をつないだカルチャー教室をそ

れぞれ実施しています．

ほかにも，多くの事業者様とサービ

ス創造に向けた共同検討を進めていま

す．自宅にいながら学校や塾の授業を

受けられるホームスクーリングや遠隔

での個別指導，体力的な理由などで

外出が困難な方々への買い物支援や，

過疎地で暮らす高齢者の健康増進を

目的とした体操指導，百貨店の店員

による服装のコーディネイトやアドバイ

スが可能なコンシェルジュ・サービス

など，生活の中のいろいろなシーンで

の映像コミュニケーションの活用に向

けて各事業者様とのアライアンスを推

進しています（図３）．

NTT東日本・西日本は，今後も便

利で快適な生活を実現するさまざまな

利用シーンを数多く創出していくこと

で，本サービスを活用した空間共有コ

ミュニケーションを普及させていきたい

と考えています．
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