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リッチコンテンツ配信を支える
「BIGLOBEストリーミングサービス」

“BIGLOBE Streaming Service”Which Supports Rich Contents Transmission

森 藤 浩 明＊ 清 水 　 純＊ 原 田 晃 史＊

Hiroaki Morifuji Jun Shimizu Koji Harada

要　旨

昨今，コンシューマの視聴環境のブロードバンド化が急

速に進み，コンテンツ制作も自由度を増し，よりリッチな

コンテンツ配信が可能となってきました。

「BIGLOBEストリーミングサービス」では，企業広告配

信のリッチコンテンツ化に伴い，Flashストリーミング，最

適コンテンツ配信（Auto Movie Selector），視聴モニタリン

グなど豊富なサービスメニューを取り揃えました。

NECでは，長年培ってきた運用実績と強固なネットワー

クバックボーンに裏付けられた信頼性の高いWeb基盤をも

とに，プロモーション誘導やコンテンツ制作まで一貫して

提供する，企業のビジネス拡大に直結したトータルソリュ

ーションを提供していきます。

The rapid broadbandization of the consumer’s Internet

audio-visual environment in recent years now allows us

to design more flexible, rich and varied Internet contents.

With the enhancement of corporate advertisement via

the Internet,“BIGLOBE Streaming Service”offers a

good variety of services such as Flash Streaming, opti-

mum contents transmission (via Auto Movie Selector) to

just name a few.

With a good hands-on experience and a reliable web-

based technology supported by the solid network back-

bone, BIGLOBE can offer business organizations consis-

tent integrated solutions directly tied to business benefits

whose supports are stretched from business promotions

to contents design.

1．まえがき

近年，動画を利用した企業の情報発信は増加しており，

インタラクティブなコミュニケーションや，効果的なWeb

プロモーションをビジネス拡大に活用したいというニーズ

＊ BIGLOBEビジネス事業部
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が高まっています。

企業広告のコンテンツは，1Mbpsなどの高エンコードレ

ート，インフラは，1Gbpsの高帯域，同時視聴1,000人の高

負荷に対応可能な性能が求められるようになってきました。

本サービスでは，従来からの動画配信や認証機能，著作

権保護のための技術に加え，動画と連携した効果的なサイ

ト誘導が可能な「Flashストリーミング配信サービス」，コ

ンシューマの環境に合わせた動画配信を行う「最適コンテ

ンツ配信サービス」，リアルタイムで視聴状況が把握できる

モニタリングサービスといった機能を強化し，これまで情

報発信にとどまっていた企業のストリーミング配信を，販

売促進やWebプロモーション戦略策定支援においても効果

的に活用できるソリューションとして提供しています。

2．事業環境

BIGLOBEでは，Windows MediaやRealSystemによる

ストリーム配信事業を立上げ後，ライブ配信（Windows

Media），著作権保護（Windows Media Rights Manager：

WMRM）などの機能拡充，および高帯域対応，大容量ス

トレージ対応のためのインフラ提供を可能としてきました。

代表的な例として，動画をプロモーションに有効活用し

たNECの企業広告サイト（it2004.jp）や横浜アリーナライ

ブ中継などがあります。

国内の2003年度のストリーム配信市場は，約44億円，利

用シーン別では，「エンターテインメント・メディア」「販

促・プロモーション」の上位2つで市場の7割，以下，広

報・IR，eラーニングとなっています（2004年2月，AMC

調査）。

また，広告業界においては，インターネット広告がラジ

オを抜き，さらに静的なバナー広告から，動的で情報量が

多くインパクトの強いストリーミングサービスを利用した

コンテンツに移行しているなど，ユーザ企業のビジネス拡

大に密接に関係する媒体として認知されてきています。

そこで，従来の機能に加え，他社に先駆けて，ユーザ企
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業の利用シーン拡大のため，双方向配信を可能とするFlash

ストリーミングやコンシューマの操作ストレスを減らす最

適コンテンツ配信の付加価値サービスの開発を行いました。

すでに，NECの企業広告サイト（it2004.jp）では，Flash

をダウンロード後動画再生する部分をFlashストリーミン

グ配信に置き換え，また，Windows Mediaの配信帯域を

コンシューマが事前に選択して再生していた部分を，最適

コンテンツ配信サービスを用いたサイト構成に置き換え，

商用ベースにのることを確認しました。

さらに，ユーザ企業のニーズに合わせた付加価値を提供

するために，適切なパートナー（技術力/自主メディアを保

有しているなど）とASP連携することにより，コンテンツ

制作のフェーズなど，効率よく，ビジネス展開できるよう

になりました。

現在は，プロモーション連携までサポートするトータル

ソリューションの提供を可能としています。

以下，今後の動画配信の基盤となる技術について説明し

ます。

3．Flashストリーミング配信サービス

従来のWindows MediaやRealSystemによる動画では，

ウェブページ内の四角枠内か別ウィンドウで動画を見せる

以外方法がありませんでしたが，当該機能を利用すること

により，映像の枠組みを自由な形にデザインし，様々な枠

組みで見せることが可能となります。たとえば，クリスマ

スやバレンタインシーズンにサンタクロースやハート型の

動画のように見せるなど，訴求力の高い情報発信を実現で

きます。また，動画内にクリックエリアを設置し，コンシ

ューマを関連サイトへ誘導することもできます。たとえば，

図1のように，BIGLOBEロゴが流れているエリアをクリッ

クするとBIGLOBEトップページを表示，各サイトの説明

をしているエリアをクリックすると，今説明しているサイ

トの紹介ページを表示させることができます。これにより，

動画を使った商品説明，広告を効果的にすることが可能と

なります。

Flashストリーミングは，米国Macromedia社のFCS

（Flash Communication Server）を用いて実現しています。

上記以外にもFCSを用いる特長として，以下のようなもの

があります。

（1）Windows環境だけでなく，Mac環境でも視聴可能

Windows MediaはMac環境では制限がありますが，FCS

では両プラットフォームをサポートします。

（2）キャッシュにデータが残らない

従来のFlashアニメーションでは，ブラウザのキャッシ

ュにデータが残りますが，FCSによるFlashストリーミン

グではデータが残らないため，著作権管理のシステムとの

連携も不要です。

（3）ストリーミングと組み合わせた双方向アプリケーシ

ョンの開発が可能

FCS上では，オンデマンドストリーミング以外にも，双

方向ライブ通信も可能です。また，アンケートやチャット

といったアプリケーションもFCS上で開発可能です。これ

により，テレビ会議，プレゼンテーションツール，ライブ

チャットなど，ストリーミングと組み合わせた双方向アプ

リケーションの開発も可能です（図2）。

BIGLOBEでは，従来からWindows Media，RealSystem

をサポートしてきましたが，FCSを加えることにより，動

画広告やテレビ会議などといったユーザ企業の多様なビジ

ネスニーズに応えることが可能となっています。

4．最適コンテンツ配信サービス

コンシューマのインターネット接続環境や配信メディア

を自動認識し，環境に合った動画を配信するサービスです

（図3）。これまではコンシューマ自らが配信メディアと

56kbps，300kbps，1Mbpsといった配信帯域との組合せを

選択するなど煩雑な作業が必要であり，必ずしも最適でな

図1 サイト誘導のイメージ
Fig.1 Image of site guidance.

図2 FCSを用いた双方向アプリケーション
Fig.2 Interactive application using FCS.
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③　メタファイルのURL，OneTimeKeyをコンシューマ

に返却

④　再生要求，OneTimeKey認証をクリアすれば動画再

生

この連携により，Webcast Managerにログインしたコン

シューマを特定し，コンテンツ視聴状況のモニタリングを

行うことが可能になります。

このほか，インターネット動画の視聴率を測定する視聴

モニタリング機能を搭載し，テレビと同様の視聴率測定を

リアルタイムかつ直感的に行うことができます。これによ

り視聴率の高い場面を瞬間的に再生することが可能になり，

動画広告の効果測定やマーケティングデータの採取に役立

てることができます。

さらに，コンシューマのアカウント管理，いつから/いつ

まで/誰に配信したかなど，配信スケジュール管理も可能で

す。

これらからIR分野などで会員管理機能を利用し，一般公

開のほか，IDを発行して会員限定で見るといった会員向け

サービスの充実に使う利用パターンが考えられます。

また動画配信ならではの使い方として，カタログやCM

における商品の説明効果の向上が考えられます。さらに，

資格学校などの学習事業者や大学などでは，視聴ログの分

析機能を使って本当に見た人だけを次のコースへステップ

アップできるようにするなど，従来のeラーニングにはな

かった動画を使った教育の進捗管理を行うことが可能とな

ります。

6．むすび

本稿で紹介した技術やサービス機能を生かし，広告配信

や企業プロモーションにおいて新たなる事業領域を創造し

ていきます。さらに，双方向サービスに発展させることに

より，バーチャルな教育や会議室を提供していきます。

また，BIGLOBEの各種ポータルサイトとの連携や，企

画，制作，分析といった制作支援領域についても適切なパ

ートナーと連携することにより，企業のビジネス拡大に直

結する，BIGLOBEならではのトータルソリューションを

い帯域や配信メディアを選択しているケースがありました。

コンシューマが自分の環境に合ったコンテンツを選択しな

ければ，場合によっては品質が悪い状態で視聴してしまい，

コンテンツ購入の意欲を失うことも考えられます。

本サービスを活用することで，コンシューマはシングル

クリックで最適な帯域のコンテンツを得ることが可能とな

ります。また，コンシューマに最適なストリーミングコン

テンツを配信することで，ユーザ企業にとって，より効果

的な訴求が可能になります。

BIGLOBEでは，有料コンテンツ販売など，契約したコ

ンシューマのみにコンテンツを提供するためのストリーム

認証サービス，著作権保護のためのWMRMサービスなど，

ユーザ企業のビジネスモデル構築のためのサービスを提供

してきましたが，最適コンテンツ配信サービスを始めとし

て，ストリームサービスの品質向上，コンシューマに対す

る使い勝手の向上にも取り組んでいきます。

5．視聴状況のモニタリングが可能なASPサービス

ストリーミングコンテンツ配信の戦略を策定するには，

コンテンツに対するコンシューマの反応をすぐに把握する

必要があります。

今回は，コンテンツごとの視聴率や，個人の視聴履歴を

リアルタイムに，かつ分かりやすくグラフ表示することを，

「Webcast Manager」（デイツーイーツー㈱が開発したサー

ビス）とASP連携することで可能としました。ASPを利用

することで，ユーザ企業は自社でサーバ構築する必要がな

く，安価で簡単にサービスを使うことが可能となります。

図4にWebcast ManagerとBIGLOBEの連携例を示しま

す。下記の流れを作ることにより，Webcast Managerを経

由しコンテンツが試聴可能になります。

①　Webcast Managerにログインし，再生ボタンをクリ

ック

②　ストリームリクエストが発生

図3 最適コンテンツ配信サービスイメージ
Fig.3 Auto Movie Selector.

図4 Webcast ManagerとBIGLOBEの連携イメージ
Fig.4 Webcast Manager.
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提供していきます。

以上のように，「BIGLOBEストリーミングサービス」は，

企業向けビジネスソリューション「BIGLOBEビジネスサ

ービス」の主要コンポーネントとして，今後もブロードバ

ンド時代の企業のビジネスを強力にサポートしていきます。

＊ Microsoft,Windows,Windows Mediaは，米国Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における登録商標です。

＊ RealSystemは，米国RealNetworks, Inc.の商標です。
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