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 インタービュー                         

 

ＮＴＴアイティ株式会社 

 
 ＮＴＴアイティは、「人間の感覚や活動を支援する商品を

開発・販売することにより、生産性の向上と社会の活性化

に貢献する」ことを目的に生まれました。 

現在、ＮＴＴアイティの保有するＡＩ技術は、人の判断や認

識の一部を機械に代行させることで、業務の効率化を図り、

ＨＩ技術は、人とコンピュータとのコミュニケーションを円滑に

行うことに利用されています。これらの技術は、ＮＴＴアイテ

ィとＮＴＴ研究所との密接な提携によって開発されたもので

す。開発された技術をどこよりも早く社会に役立てるのもＮＴ

Ｔアイティの使命です。 

たとえば、先進の通信技術やデジタル技術をベースにし

た、より付加価値の高いネットワーク・システムの構築。企

業・ユーザのニーズに沿った高次元のソリューションの提供。

そして、音声事業、医用事業、映像システム事業など、幅広

いフィールドでお届けするヒューマンインタフェースに優れた

製品やサービスの数々･･･。そこには、単に高度な技術を追

求するだけでなく、「高度な技術ほど使いやすくなくてはなら

ない」という、ＮＴＴアイティの強い信念が貫かれています。

だからこそ、先進の技術を身近なシステムや機器に活かし

て、人に優しい未来のコミュニケーションを切り拓き続けて

いるのです。  

*弊社 HP 経営理念より抜粋 

 

 

 

 

 

 
 

NTT アイティ株式会社 

Web 会議システム事業部 

営業部 担当部長 石上 拓磨 氏 

 
聞き手：CNAレポート・ジャパン  

代表 橋本啓介 

 
橋本：御社は、市場で認知度の高いWeb会議システ

ムMeetingPlazaを2001年より提供されていますが、

まずは、その概要と特長について教えてください。 

 

石上氏：インターネットとパソコンを使って、世界中のスタ

ッフと手軽にテレビ会議が行える。それが

「MeetingPlaza(ミーティングプラザ)」です。 

お手持ちのパソコンに「Web カメラ」と「ヘッドセット」を繋

ぐだけ。移動を気にせず、自席から気軽に「テレビ会議」

へ参加できます。もう、遠距離移動による「コスト」や「時

間」を気にすることはありません。 

MeetingPlaza Web 会議サービスは、高価な専用シス

テムを用意する事なく、 簡単に多地点テレビ会議を実現

できます。パソコンとインターネットを利用しているため、何

処にいても、世界中の複数の参加者とリアルタイムで打ち

合わせを行う事ができます。 

また画質や音質などにも特長があります。 大 VGA

（640×480）での表示が可能な「高画質ビデオ設定」、会
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場の雰囲気まで伝わる「高音質設定」、そして優れた「資料

共有機能」が簡単に利用でき、多彩で円滑なコミュニケーシ

ョンを実現しています。 

また、Web(テレビ)会議の模様をお客さまのパソコンに「記

録／再生」する機能、電話音声で MeetingPlaza に参加す

る機能も備えています。 

 

橋本：MeetingPlazaの前身は NTT研究所で開発された
と伺っていますが。 

 

石上氏：MeetingPlaza のルーツは、90 年代に未来型のコ

ミュニケーションツールとして NTT 研究所で開発された PC

ベースで利用可能なソフトウェア（3D 版、英語のみ）にありま

す。 

その後、アメリカでのテストセールスや国内イベント等でト

ライアルを行い、そこでの経験を基に、2001年、2D版のビジ

ネスモデル（ASP サービス、システム販売）を日本国内で事

業化しました。   

そしてそれ以降、弊社の開発ロードマップのほか、ヒアリン

グした既存ユーザの要望を反映させたバージョンアップを年

数回のペースで今まで積極的に行い、いわば製品として磨

きをかけてきました。 

今の 新のバージョンは V4.5 まで来ましたが、このバー

ジョンでは、H.323 対応などの技術の投入に加え、ユーザイ

ンターフェイスの部分では、利用シーンに応じて表示画面を

切り替えられたり、全員の顔画像を表示エリア内に 適化し

て表示したりといったユーザの使い勝手が今まで以上に向

上しています。 

 
標準（資料共有なし） 

 
標準（資料共有あり） 

 

橋本：MeetingPlazaが選ばれる理由は何でしょうか。
またどういったユーザが多く、特徴的な使い方あれば

ご教えてください。 

 

石上氏：MeetingPlaza が多くのお客様に選ばれる理由

はいくつかあります。快適な操作性と高機能であるにも関

わらず、従来のテレビ会議の常識を破る低価格で、テレビ

会議が初めての方でも簡単に利用ができるということがま

ず挙げられます。さらに、導入前、導入後も安心できる充

実のサポートを提供しているということ、そして、 豊富な市

販の周辺機器（各種音声／映像装置）が利用可能である

ということも選ばれる理由にあります。 

 こういったことから、MeetingPlaza は、中小企業から大

企業まで、業種／業態に関わらず幅広いユーザ（ASP サ

ービス、システム導入と合わせ2000社超、08年1月現在）

にご採用いただいております。 

 またどのように利用されているかという点では、一般的な

多拠点間会議の他に、メンタルヘルス、遠隔カンファレン

ス（医療）、顧客コンサル、住民サポート(金融、行政)、災

害対策＜緊急連絡＞（通信、運輸）、コンプライアンス研

修（幅広い業種）、PC 教室、遠隔設定（情報システム部

門）などがあり、さまざまな利用シーンでお客様に

MeetingPlaza をご活用いただいています。 

 

橋本：ところでWeb会議市場の動向についてどのよ

うに捉えていますか。 
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石上氏：Web 会議が社会で認知されてきているという実感

はしていますが、一時期の特殊事情（イラク戦争、911 テロ、

中国風邪）の影響や国内不況からの立ち直りに時間がかか

るなどの要因から、Web 会議市場の急速な成長は現在のと

ころ期待しにくいと分析しています。 

ただ、 近業界全体が淘汰再編された感もあって、今後

堅実な成長（年 20-30％）を予想しています。それに、NTT

で推進する NGN サービスが控えていますので、NGN によっ

て Web 会議の成長に拍車がかかればと期待しています。 

一方そういった中で、一方 近 SaaS（Software As a 

Service）といったソフトウェアのカスタマイズ利用に特徴のあ

る ASP サービス形態が世間で注目を浴びてきています。 

当社の事業にSaaSビジネスモデルを採用する場合、それ

によってどのような価値をお客様に提供できるのか現在社

内で検討していますが、時勢に合わせ当社としてしっかりと

した対応をしていきたいと考えています。 

 

橋本：Web会議システムはどういった企業にお奨めで

しょうか。 

 

石上氏：Web 会議サービス/システムは国内大多数の中堅

中小企業様の利用に適していると思っています。 

なぜなら、ひとつにはパソコンやインターネットの普及とと

もに、Web 会議システムの導入コストも敷居が低くなってきた

ことがあるからです。 

MeetingPlaza は、ASP サービスとシステム販売で提供さ

れています。ASP サービスについては、初期投資が不要で、

小額プランから定額制と予算とニーズに合わせた幅広い選

択肢があり、低額ですぐに導入できるメリットがあります。 

一方、システム導入では、初期の小額投資（100 万円～）

が発生はしますが、その後そのソフトウェアに関するランニン

グコストは ASP サービスとは違い基本的に不要です。 

いずれにしても、MeetingPlaza は、既存の環境（パソコン、

社内ネットワーク）で利用ができること（共通：Windows 98～

Vista）、社内だけでなく社外の人とも多拠点会議が行えるこ

と、さらに豊富な会議ツール (ASP サービス、サーバ導入共

通)を提供していることなどから、既存顧客層には、幅広い業

種/業態でお使いいただいています。 

 

橋本：Web会議システムを使いこなすポイントを教

えてください。 

 

石上氏：まずはパソコン、携帯、メールなどを使う感覚で、

Web（テレビ）会議をスタートしてみてはいかがでしょうか。

弊社では、Web 会議が業務ツールのひとつとして使いこ

なせるように、より簡単で便利な会議ツールを目指し、これ

まで V4.5 までアップデートを重ねてきました。 

しかし、Web 会議を使いこなす上で も重要なのは、や

はりユーザサポートの活用と言えるでしょう。弊社では

2001 年の製品発表当初から（業界では唯一）、有人ユー

ザサポートを実施しています。経験のあるスタッフが常駐

（平日 10:00-17:00）していますので、Web 会議初心者の

方でもお気軽に質問ができます。 

 

 
簡単モード 

 
ディスカッションモード 
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セミナーモード 

 

橋本：MeetingPlaza の利用事例をいくつかご紹介いた

だけますか。 

 

石上氏：それでは 近公開された事例をご紹介しましょう。

株式会社 JA-LP ガス情報センター様と住友電気工業株式

会社様の例をご紹介させて頂きます。 

  JA 全農グループの JA-LP ガス情報センター様では、従

来使用していた電話会議システムを廃止することになり、そ

の代替システムを検討されていました。そこで、代替システ

ムの採用においては、以前からコスト的な理由で導入を見

送っていたテレビ会議システムと同等の機能が実現できるこ

と、電話会議システムと同程度のコストで導入可能なシステ

ムが条件でした。そこで当社の MeetingPlaza はそれらの条

件を満たすということでご評価いただき採用に至りました。 

  JA-LPガス情報センター様では、現在全国9拠点の会議

に MeetingPlaza を活用されています。4 ヶ月に 6 回のペー

スで Web 会議を行い、出張にかかわるコストを大幅に削減

することができました。 

  一方、住友電気工業様は、MeetingPlaza を 2004 年から

ご利用いただいていますが、部品設計のための出張や電話

による打合せに不便を感じていたのが採用のきっかけと伺

っています。 

今では取引先メーカーと 3D-CAD を共有した画面を見な

がら、打合せを行っています。従来と違って、設計部品など

の打合せが必要な時に MeetingPlaza を使ってすぐ行える

ようになりました。そのためその部品の試作をおこなわなくて

も、MeetingPlaza を使うことで、取引先と迅速に問題の洗い

出しが可能になりました。 

また、社内の情報システムやセキュリティにも影響なく

導入できるとこと、担当者レベルでの決裁範囲で導入でき

る低コストさなどもご評価頂いたポイントだったと伺ってい

ます。 

 

株式会社 JA-LP ガス情報センター様 

http://www.ja-lp.co.jp/ 

住友電気工業株式会社様 

http://www.sei.co.jp/index.ja.html 

 

橋本：ところで最近NECネクサソリューションズと

提携されましたが、この概要とユーザへのメリットを

ご説明していただけますか。 

 

石上氏：両社での発表後、お陰様で大きな反響があり、

NEC ネクサソリューションズ株式会社には日々お問合せ

が入っています。 

このソリューション（おそらく業界初だと思いますが）のユ

ーザメリットは、セキュアなインターネット VPN サービスに

て Web 会議サービスを付加価値として享受できること、ネ

ットワーク全体を含めたワンストップ保守サービスが受けら

れること、その上、ユーザが自社でネットワーク構築するよ

りもはるかに安価で導入できるといった点にあります。 

 

橋本：また中国向けのルーティングを開始されていま

す。 

 

石上氏： 近は自社拠点だけではなく企業間取引におい

ても、日・中間の動きが活発です。従って日中間で Web

会議を活用することで旅費等のコスト削減については、国

内移動費との比ではなく大きなメリットが期待できます。 

ただ両国を跨ぐインターネットを通した Web 会議を行う

場合、日本国内で完結するインターネットを使った Web 会

議利用に比べ、回線品質の問題が生じる可能性がありま

す。これは Web 会議でのミーティングに大きく影響しま

す。 

実は回線品質の問題は海外とのインターネット接続で

はよくある話ですが、仮に日本側のネットワークに十分な

品質が取れていたとしても、中国側のネットワーク帯域等

に脆弱性が生じる可能性があり、それがボトルネックとなっ

てパケットロスなどの回線障害を起こす場合があります。

http://www.ja-lp.co.jp
http://www.sei.co.jp/index.ja.html
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そうなると、結果としてＷｅｂ会議の映像と音声のデータの送

受信に悪い影響をあたえることになります。 

今回のルーティングはこの点の問題解決に着目したもの

で、香港に中継サーバを設置することにより、中国国内から

のインターネット接続の安定化を実施しました。 

これにより Web 会議サービス品質を、国内同様レベルま

で引き上げる事が可能となりました。 

このルーティングによって、日中間をメインに Web 会議を

活用するユーザ様には大変ご好評いただいております。 

 

橋本：最後にMeetingPlaza の現在の開発の状況や今後

の開発やサービス予定等について差し支えない範囲で

教えてください。 

 

石上氏：今後としては、2008 年秋頃には V5.0 の発表を予

定しています。内容としては、NGN(次世代ネットワーク)対応、

SaaS 本格的対応、資料共有機能のボトムアップなどになると

思います。今後もどうぞご期待ください。 

 

橋本：ありがとうございました。 

 

お問い合わせ先： 
NTT アイティ株式会社  

Web 会議システム事業部 

Tel 045-651-7555 

FAX 045-224-6799 

NTT アイティ：http://www.ntt-it.co.jp/ 

MeetingPlaza: http://www.meetingplaza.com 

e-mail: sales@meetingplaza.com 
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