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点接続（MCU）製品であり、柔軟

にカスタマイズすることが可能であ

り、小規模から大規模まで、お客様

のニーズに合わせたシステムを構築

できる。リアルタイムコーデック、

映像配信／蓄積などの機能により、

臨場感のある高画質なHDテレビ会

議システム、HD映像監視システム、

HD映像配信システムを実現する。

NEC 第一ネットワークソフト

ウェア事業部　プロジェクトマネー

ジャーの津野 武義氏は、NC1000-

MVについて「文字や表情等も高精

細なHD画質により、細部にわたっ

て表現することができるようになり

ました。無線マウスにより優れた操

作性を保ち、お互いに資料を共有し

てテレビ会議を行うことも可能です

（図１参照）。映像は、HD画質のま

まで録画保存することもできます」

と語っている。

回線はNTT東日本・NTT西日本

の「フレッツ 光ネクスト」の「ひ

かり電話・テレビ電話サービス」を

利用し、帯域保証した ネットワー

クでの多地点間HDテレビ会議を低

料金で実現することができる。

このシステムの活用で移動・出張

NECは、NGNに対応した様々な

映像配信ソリューション製品を開発

し、提供している。以下、「NC1000-

MV」および「NC7500-VD」の２つ

の製品について説明する。

●NC1000-MV

多目的ビデオステーション

「NC1000-MV」は先進のテクノロジ

ーとNECのネットワーク・映像技術

を融合する革新的な製品である。

ハイビジョン放送で知られるHD

（High Definition）画質に対応して

おり、複数プロトコル対応、低価格

化を実現。国内メーカーで唯一の、

自社開発のテレビ会議端末及び多地

NECは、業界に先駆けて先進的なNGN対応製品を開発・提供してきた実績を基に、NGN市場の一層の発展に向けた活動を積極的に
展開している。本稿では「NC1000-MV」「NC7500-VD」等、NGNに対応した高画質・高品質映像配信ソリューションを紹介。あわせ
て導入事例として、NTT東日本宮城支店が2009年7月22日にリニューアルオープンさせた「HiKARi PARK」に高品質映像配信システ
ムを導入した事例も紹介する。

NEC独自のNGN対応製品を組み合わせて
高画質・高品質な映像配信ソリューションを提供
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「NC1000-MV」「NC7500-VD」
等、高画質・高品質映像配信システム
を提供

カメラ⇔資料切替アイコンにより、データをシングルストリームで 
流すことにより、NGN環境でも資料共有が可能 
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※インターネット環境の場合は映像視聴と資料共有を同時実現可能 

アイコン押下で 
カメラと資料の 
切替可能 
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図1 ＮＧＮ接続環境で資料を共有して使用する例 図2 NC7500-VDとIPTVミドルウェアの機能マップ



ャーの鈴木基広氏は NC7500-VDにつ

いて、「SIPによりNTT NGNやIMS

（IP Multimedia Subsystem）と連携で

き、APIでIPTVミドルウェアとの連

携により、視聴者に今のテレビ視聴

より便利なサービスを提供できるよ

うになります。」と語っている。

NECは、NC1000-MVやNC7500-

VDといったNGN対応製品を組み

合わせることにより、他社にない映

像配信ソリューションを提供するこ

とができる。具体例として次のよう

なものがある。

●高品質CGMソリューション

NC1000-MVやNC7500-VDを組

み合わせて1080iのフルHD品質映

像でのCGM（customer generated

media）サービスを実現することが

できる（図 3参照）。このサービス

で、ビデオカメラで撮影したコンテ

ンツを即座に共有することが可能と

なる。ビデオカメラからH.264形式

で直接出力することができ、多段ト

リックプレイ（番組視聴中に、その

番組の早送り、巻き戻し、一時停止、

頭出し等の操作を行うこと）機能で

高速ファイルの作成が不要となる。

●ライブオンデマンドソリューション

H.264 フルHD品質映像でのライ

ブオンデマンド配信が可能となるソ

リューション（図４参照）である。

ライブ映像視聴時でもトリックプ

レイが可能であり、ライブ映像コン

テンツの有効活用が可能となる。ま

たNC7500-VDの活用でライブ配信

と同時に録画も可能である。

東北大学とNTT東日本宮城支店

は、NGNを活用した高精細映像に

よる映像ソリューションについて、

有効性を検証する実証実験を開始し

た。今回の実証実験では「宮城発」

に伴う人件費・交通費等の経費削減

や時間の効率化を実施できる。

●NC7500-VD

NC7500-VDは、高性能・高信頼・

高機能な通信システム開発のノウハ

ウを採用したキャリアグレード映像

配信プラットフォームである。小規

模から大規模までスケーラブルな映

像配信システム構築が可能である。

テレコム分野で大きな実績のある

HA（High Availability）ミドルウ

ェアを採用しており、H.264 High

Profileをはじめ、多彩なコーデッ

ク配信に対応している他、HD画質

の映像配信が可能である（図２参

照）。さらに、配信帯域変動を抑制

するソフトシェーパ機能や F E C

（Forward Error Correction）／

ARQ（Automatic Repeat reQuest）

により、パケット損失による映像の

乱れや途切れを防止する。

セキュリティ対策にも十分配慮

し、ワンタイムURL認証によって、

URLコピーなどによる不正アクセ

スを防止することができる。DRM

（Digital Rights Management）に

も対応可能である。
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特別企画 

CDN、NGN

＜映像配信サーバ＞ 
NC7500-VD ＜コンテンツ蓄積サーバ＞ 

＜映像視聴端末＞ 
NC1000-MV

＜映像視聴端末＞ 
NC1000-MV

＜映像視聴端末＞ 
NC1000-MV

コンテンツアップロード 

コンテンツ登録 

配信データ 
（CGMコンテンツ） 

＜HDカメラ＞ 

NC7500-VDから 
アップロードされた 
CGMコンテンツを 
配信 

NC1000-MVから 
撮影した映像を 
アップロード 

CGM 
コンテンツ 

HD品位での 
映像再生 

　　　 

＜映像配信サーバ＞ 
NC7500-VD 

＜リアルタイムエンコーダ＞ 
NC1000-MV 

＜映像視聴端末＞ 
NC1000-MV 

＜映像視聴端末＞ 
NC1000-MV 

映像配信 
（マルチキャスト） 

配信データ 
（ライブコンテンツ） 

＜HDカメラ＞ 

＜映像視聴端末＞ 
NC1000-MV 

ライブ 
コンテンツ 

エンコードデータを 
取り込み、リアル 
タイムに配信 

CDN、NGNHDカメラからのライブ 
映像をキャプチャ、 
リアルタイムエンコード 

図3 高品質CGMソリューション 図4 ライブオンデマンドソリューション
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NC1000-MV及びNC7500-VD
の長所を活かした連携ソリューション

東北大学とNTT東日本が推進する
新映像ソリューションの実証実験
でNEC製品を提供



の新しいビジネスモデルの創出と発

信に取り組むことを目的としている。

今回の取組みに合わせて、NTT東

日本宮城支店は、様々なサービスや

ビジネスモデルの情報を発信する場

である「HiKARi PARK（NTT東

日本宮城支店営業窓口）」に、同実証

実験の内容を紹介する展示コーナー

を開設する等のリニューアルを行い、

東北大学（大学院工学研究科電子工

学専攻 内田研究室）の研究成果「大

型高品位ディスプレイ技術」と、

NTT東日本の「フレッツ光ネクスト」

を用いた高精細映像伝送による電子

広告など、様々な映像ソリューショ

ンを紹介している（写真１参照）。

NECは、この実証実験に協力する

ことで、新しい映像ビジネスの創出

を支援している。図５は、今回の実

証実験で、NECのNC7500-VDと

NC1000-MVを活用して、HD映像の

VOD配信にCGMサービスと双方向

映像コミュニケーションを連携させ

た映像ソリューションのイメージ図

である。「HiKARi PARK」の展示コ

ーナーでは、NECの映像ソリューシ

ョンを活用し、市販のビデオカメラ

から商品PR映像などを企業が簡単

にVOD配信し、テレビ電話を使って

企業がその商品のPRを促進できる

映像コミュニケーションの利用シー

ンがデモ展示されている。

NEC NTTシステム事業部　第

七システムグループ課長の鈴木 正

信氏は、今回の実証実験について次

のように語っている。

「弊社は、NGNを活用した地域ビ

ジネスの活性化には、NGNの特徴

の１つである映像サービスに対し

て、地域企業様が手軽に利用できる

仕組みを訴求するのが最も効果的で

あると考えました。NGNは今後も

NTTグループ様を通じて、全国各

地域に提供エリアを拡大していくと

想定されますので、弊社も様々な業

種の企業様や自治体様にご活用頂け

る映像ソリューションの連携ビジネ

ス創出を目指して、引き続き活動し

て参ります。」

NECが提供するNGN対応製品に

は、複数の付加機能が含まれており、

様々な分野に応用できる。

NC1000-MVを活用することで、

例えばHDネットワークカメラと監

視用端末を接続し、映像の蓄積及び

再生によりセキュリティ監視を行う

「HD映像監視システム」が実現で

きる。さらにビデオコンタクトセン

ター、遠隔教育・交流授業、遠隔カ

ウンセリング、遠隔医療相談等、

様々な分野で応用が可能である。

NC7500-VDでは、IPTVミドルウェ

アの連携機能を用意している。例え

ば、マルチキャスト配信される放送

番組を後から視聴することが可能な

「nPVR（network Personal Video

Recorder）／タイムシフトTV」、ユー

ザーの視聴履歴とユーザープロファ

イル（性別、年齢等）からユーザー

の好みに合ったコンテンツを抽出す

る「レコメンデーション」等がある。
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地域に密着した様々な 
業種や企業に適用 

多目的ビデオステーション 
NC1000-MV 

映像配信サーバ 
NC7500-VD 

多目的ビデオステーション 
NC1000-MV

UNI

SNI

ポータル 
サーバ等 

臨場感あふれるハイビジョン 
映像コミュニケーションを実現 

ビデオ 
カメラ 

UNI

キャリアグレードの高機能・ 
高信頼・高性能なVODサーバ 

ビデオカメラ映像 
のアップロード 

大画面ディスプレイ 

デジタルサイネージ 

自治体・商店街 

学校・教育 

ホテル・旅行代理店 

放送事業者 

新聞・出版 

コンテンツプロバイダ 

観光PR案内 

物産紹介 イベント情報 

ハイビジョン画質の 
VOD/CGMの視聴 

NGN ハイビジョン画質の 
テレビ電話 

図5 実証実験でのサービスイメージ

写真１　HiKARi PARKでの展示

優れた付加機能を提供し
利用分野をさらに拡大


