富士経済 GROUP

PRESS RELEASE

>> HOME
第０５０７５号
株式会社 富士キメラ総研
２００５年１０月３１日

〒103-0001

東京都中央区日本橋小伝馬町
2-5 Ｆ・Ｋビル
TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165
URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/

広報部

03-3664-5697

ＩＰ放送、ライブ中継、ＶＯＤなどを軸に拡大する映像ソリューションビジネス市場を調査
２００８年度予測
●ストリーミング配信システム
●Ｗｅｂカンファレンスシステム

０４年度比２倍 １,１３０億円に拡大
０４年度比３倍
４６億円に拡大

マーケティング＆コンサルテーションの(株)富士キメラ総研(東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 表 良吉
03‑3664‑5841)は、今年８月〜１０月の間に、ブロードバンド通信インフラを活用した高速大容量映像配信や双方向
通信システムが進化し、注目度が高まっている映像ソリューションビジネス市場について調査を行った。この市場の
全体把握と今後の展望を分析した結果を報告書「映像ソリューションビジネスマーケティング総調査 ２００５」に
まとめた。
この調査では、５システム、双方向コラボレーション５製品(うち 1 つは参考)、関連８製品、需要先１０分野、そ
れに参入企業２０社の事例を加えて、映像ソリューションビジネス市場の把握を行った。
＜調査結果の概要＞
ＡＤＳＬ(非対称デジタル通信回線)やＩＰ（インターネット通信方式）を用いたネットワークが整備され、高速大
容量のデータ送受信が必要な映像配信や双方向通信システムの構築・運用が実現している。このシステムの利用料収
入が見込めることや、ブロードバンド通信インフラを活用した大規模なシステム構築への期待から、通信業界／ＳＩ
ベンダー（情報システム開発請負業者）などでも映像ソリューションビジネス市場に注目する企業が増加している。
調査では、映像ソリューションビジネス市場を、構築する製品やソフトウェアなどにより、双方向コラボレーショ
ンシステム(遠隔医療システム、遠隔会議／プレゼンシステム、遠隔教育システム)、遠隔モニタリングシステム、ス
トリーミング配信システムの３つに大別し、５システムに分類して捉えた。また、このソリューションシステムの構
築とともに提供される代表的なサービスとしてｅラーニングサービス、ＩＰ電話サービス、オンラインゲームサービ
スそしてソーシャルネットワーキングサービスを分析しその将来予測を行った｡
１．５システムの２００８年度市場規模予測
５システム全体
２,３０１億円（０４年度比４３％増）
ストリーミング配信システム
１,１３０億円（０４年度比９５％増）
６９０億円（０４年度比 ６％増）
遠隔モニタリングシステム
双方向コラボレーションシステム
４８１億円（０４年度比２８％増）
遠隔会議／プレゼンシステム
３１５億円（０４年度比２１％増）
遠隔教育システム
１２０億円（０４年度比４１％増）
遠隔医療システム
４６億円（０４年度比４４％増）
映像ソリューションビジネス市場の全体規模は２００４年度で１，６０７億円であった。内訳は、ストリーミング
配信システム：５８０億円、遠隔モニタリングシステム：６５０億円、双方向コラボレーションシステム：３７７億
円となった。ストリーミング配信システムを中心に市場は拡大し、２００８年度には市場全体で２，３０１億円まで
拡大すると予測される。コンシューマ向け映像サービス事業者向けや、情報配信と遠隔モニタリングなどの複数の利
用目的に対応したシステムの需要も増加して、映像ソリューションビジネス市場は大企業や特定業態の活用にとどま
らず、幅広い需要先の利用が進み今後一層拡大が見込まれる。
●ストリーミング配信システム
２００４年度 ５８０億円
２００８年度予測 １,１３０億円（２００４年度比２倍）と予測
遠隔配信／蓄積サーバ、メディアサーバ、映像伝送装置、表示制御装置、表示装置、サーバソフトウェアで構成さ
れるブロードバンドインフラを活かした映像配信システム。高品質コンテンツの視聴が可能となり導入が増加し、０
４年の市場は、前年比 1６％増の５８０億円となった｡コンシューマ向けの商用サービスの本格的開始に伴い、シス
テムが大規模化して複数の送信サーバを用いた分散型システムが増加して、サーバ需要も拡大している。また、需要
先は大規模な情報基盤整備で先行した公共機関に続いて、一般企業のＩＲ／ＰＲ情報配信などにも利用されて広がり、
新たな市場が形成されている。
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●遠隔モニタリングシステム
２００４年度 ６５０億円
２００８年度予測
６９０億円（２００４年度比６％増）と予測
監視カメラやＷｅｂカメラで撮影した映像を遠隔地からモニタリングするシステム。ライブ映像の送信だけでなく、
撮影した画像を記録・保存するシステムも含む。防災／セキュリティ用途の監視システムから、徐々にモニタリング
を主用途とした需要を獲得している。さらに、ＩＰカメラ／Ｗｅｂカメラを用いたライブ配信システムとして、簡易
なストリーミング配信システムと類似した利用も拡大しており、ストリーミング配信システムとの融合も一部で生じ
ている。需要先では、一般企業、官公庁、コンビニ・スーパーの店舗、金融機関、さらに道路監視や河川監視、観光
地・公園のライブ映像、ビル・マンション・工場、などで利用が拡大している｡
●双方向コラボレーションシステム
２００４年度 ３７７億円
２００８年度予測
４８１億円（２００４年度比２８％増）と予測
遠隔地との間で映像を送受信し、リアルタイムコミュニケーションを実現するシステム。ＴＶ会議専用端末やＷｅ
ｂカンファレンスシステムなどを中心とした設置利用先別のシステム。
ＴＶ会議専用端末・Ｗｅｂカンファレンスシステムなどを活用した遠隔会議／プレゼンシステムや遠隔医療システ
ム、遠隔教育システムとして市場が拡大している。
初期投資の少ないＷｅｂカンファレンスシステムが、中小企業を中心として新規ユーザー層を獲得して市場を伸ば
している。会議／プレゼンテーション以外に、｢業務連絡｣、｢相談窓口｣としての利用も始まっている。ＴＶ会議専用
端末や音声会議端末は、Ｗｅｂカンファレンスシステムの差別化を目指した機能向上が進められている。
２．代表的なサービス市場
ビジネス／コンシューマ向けの代表的なサービスとしてこの５つのサービスを取りあげた。市場規模はサービス利
用に伴いサービス事業者がエンドユーザーから徴収する利用料金の市場規模である。
２００８年度予測
オンラインゲームサービス
１,２５０億円（０４年度比 ２倍）
ｅラーニングサービス
１３４億円（０４年度比 ２倍）
ＩＰ電話サービス
１,２５０億円（０４年度比 ２倍）
Ｗｅｂ会議サービス
３８億円（０４年度比 ７倍）
ソーシャルネットワーキングサービス
３５億円（０５年度比１８倍）
映像ソリューションビジネスの環境が整うに連れ、コンシューマ向けサービス提供事業者は、サービス提供基盤シ
ステムの構築を活発化している。
提供サービスは、インターネットを介して複数の人が同時に参加して楽しめるコンピュータのオンラインゲームや、
語学教育や資格取得などを主とした e ラーニングの市場形成が注目される。ＡＤＳＬやＦＴＴＨ(光通信)加入に合わ
せたＩＰ電話サービスの新規需要獲得も進んでいる｡ビジネス向けでは、Ｗｅｂ会議サービスが専用システム不要の
ＡＳＰ方式での提供サービスとして急拡大すると予測される。
そして今、ＰＣと携帯電話を使ったデジタル世代向けコミュニケーションサービスが市場形成に向けて動き始めて
いる。ｍｉｘｉ(会員１００万人 ０５年８月)、ＧＲＥＥ(会員２０万人 ０５年７月)、Livedoor フレンドパーク
などの大手や新規参入業者も多く今後急成長すると予測される｡
＜注目される成長市場＞
●ストリーミング配信機器(配信サーバ、蓄積サーバ、映像伝送装置などの専用機器)
２００４年度 １９５億円 ２００８年度予測 ２６０億円（２００４年度の３４％増）
商用サービスを行う放送事業者や通信キャリア向けの普及は一巡してきている｡市場がストリーミング配信システ
ムを用いた大規模な商用コンテンツ配信ビジネスとして立ち上がる中で、システムを構成する製品市場も拡大する傾
向を見せている。
映像を利用した情報配信の提供事業は官公庁やコンテンツ配信を行う通信キャリア、放送事業者などが先行してい
る。今後はユーザー既存の基幹システムとの連携も見込まれることから、多種多様なインターフェイスへの対応や大
規模な情報管理システムのひとつとして組み込まれると予測される｡分散型システムの増加によってシステムが大規
模になることからこの市場は安定して高い伸びを示すと予測される。エンドユーザーの利用の拡大に伴ってネットワ
ークセキュリティやコンテンツ保護の対応がより重要となる｡
●監視カメラ（Ｗｅｂカメラ）
２００４年度 ２１０億円 ２００８年度予測 ２３０億円（２００４年の１０％増）
（Ｗｅｂカメラ ２００４年 ５６億円 ２００８年予測 ９５億円（２００４年の２倍）
）
近年の治安悪化やテロ対策などを受け、監視セキュリティ市場は堅調に需要を獲得している。ただ、販売台数が伸
びる中、カメラ単価やシステム価格が下落、金額ベースでは横這いから微増程度に留まっている。
本件に関するお問合せ：広報部
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主な導入先は、コンビニチェーンなどの店舗や金融機関、製造業、ビル･マンション、小･中学校などが多くなって
いる。
この市場はトップシェアの松下電器産業、三菱電機、日立製作所、日本ビクター、日立国際電気などの国内電機メ
ーカーと、韓国･台湾など海外メーカーの輸入品に大別され、近年低価格を武器に海外メーカーの輸入品の割合が増
加している。Ｗｅｂカメラは、監視用途ユーザーの取り込みが進むことが考えられる｡それに加えて、観光地、店舗、
交通などさまざまなモニタリング用途が出始めており市場が形成がされると見られる。
●Ｗｅｂカンファレンスシステム
２００４年度 １８億円 ２００８年度予測 ４６億円（２００４年の３倍）
ＴＶ会議専用機を必要としないソフトウェアベースの遠隔会議システムである｡企業におけるネットワークインフ
ラの普及に伴ってＰＣを使って自席からでも利用できるため、年々順調に市場が拡大。中規模以上の企業向けに１０
〜２０ライセンス程度での契約が中心となっている。今後は１００ライセンス以上の規模での導入増加も見込まれる。
この市場はまだ普及途上にあるため、当面拡大して行くと予測される｡
この市場は日本市場におけるパイオニア的存在であるＮＴＴ−ＩＴの他、トーメンサイバービジネス、ネットワン
システムズ、マクニカネットワークスなどが参入している。

調査対象先

主要製品・システムメーカー､大手システム開発業者、通信事業者など約５０社

調査対象
双方向コラボレーション製品
(５製品(うち 1 つは参考))
システム（５システム／参考
５サービス）
関連製品（８製品）
需要先（１０分野
／参考 1 分野 ）
対象企業（２０社）

ＴＶ会議専用端末 Ｗｅｂカンファレンスシステム 音声会議端末 ＩＰ電話端末
参考)Web 会議サービス
遠隔医療システム 遠隔会議／プレゼンシステム 遠隔教育システム 遠隔モニタリングシ
ステム ストリーミング配信システム
参考)在宅福祉・介護システム 参考)e ラーニングサービス 参考)ＩＰ電話サービス
参考)オンラインゲームサービス 参考)ソーシャルネットワーキングサービス(ＳＮＳ)
ＩＰ‑ＳＴＢ Ｗｅｂカメラ アクセスネットワーク機器 監視カメラ ストリーミング配
信機器 電子情報ボード マイク／ヘッドセット メディアサーバ
一般企業(本社／営業拠点) 一般企業(工場) 教育機関(大学／専門学校) 教育機関(小
〜高など学校／幼稚園) 教育機関(塾／予備校／他) 医療機関 公共機関 防災／セキュ
リティ 金融機関 流通・サービス
参考)在宅福祉・介護
(株)Ｊストリーム ＪＳＡＴ(株) ＮＴＴ‑ＩＴ(株) ＴＤＫ(株) (株)アイ･ビー･イー
(株)インターネットイニシアティブ 沖電気工業(株) キヤノン販売(株)
住友電工ネットワークス(株) ソニーコミュニケーションネットワーク(株)
日本ビクター(株) パイオニアソリューションズ(株) 日立電子サービス(株)
富士ゼロックス(株) 富士ソフトＡＢＣ(株) (株)ぷららネットワークス
松下電器産業(株) 丸紅ソリューション(株) 三菱電機(株)
(株)メガチップスシステムソリューションズ

調査期間

２００５年８月〜１０月

調査方法

富士キメラ総研専門調査員による直接面接取材及び電話取材を基本とした。また、富士キメラ総研デ
ータベースを併用した。
以上
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