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Inter BEE 2020 Recap

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社

ソリューションアーキテクト

門田 梓



自己紹介

門田 梓 (Kadota Azusa)
 Amazon Web Services Japan K.K.
 役割

 Solutions Architect

 所属
 エンタープライズソリューションアーキテクト本部

メディアビジネス部

 好きなAWSソリューション
 AWS Thinkbox Deadline
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Agenda

1. About Inter BEE 2020

2. AWS Virtual Booth

3. AWS Session



11 18 2 26

Inter BEE 

Session URL https://bit.ly/InterBEE2020Session VoD

Handson ※

5

https://bit.ly/InterBEE2020Session


AWS Virtual Booth
サービス紹介

• クラウドレンダリング ( AWS Thinkbox )

• AWS メディアサービス Update

• フルマネージド型ライブ動画配信サービス「 Amazon 
Interactive Video Service（Amazon IVS）」

• 簡易ライブエンコーダー「 AWS Elemental Link 」

• AI サービス Update

ハンズオンコンテンツ（資料・紹介ビデオ付き）

• スケーラブルウェブサイト構築

• AWS Media Services ― AWS で動画配信をはじめよう

• Amazon Interactive Video Service ― 超低遅延ライブ
配信を可能にするフルマネージドサービス

• Media Insights Engine ― サーバーレスでメディア資産
処理するフレームワーク

※現在は終了



AWS Elemental Link

お客様のライブビデオソースを
取り込み、AWS Elemental 
MediaLiveに伝送して視聴者に
配信するための最もシンプルな
ソリューション

素早く簡単にセットアップ

• お客様の AWS アカウントに紐づけさ
れ設定済みで出荷

• ライブソース、ネットワーク、電源が
接続されると、自動的にお客様の
MediaLive に伝送を開始

リモートからの監視・管理

• MediaLiveのコンソールから Elemental 

Link の start/stopを実行
• MediaLiveのコンソール上で、お客様のラ
イブフィードを管理・監視が可能

小型でポータブル

• 重さは僅か 450g 未満で、どこにでも簡
単に持ち出すことが可能

• 静音かつ発熱も極小、場所を選ばずご利
用可能
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日本国内でご購入いただきやすくなりました！

以下の販売代理店様より、日本国内で、日本円で、AWS Elemental Link
をご購入いただくことができるようになりました

社名: 東通産業株式会社

住所: 東京都港区六本木5-13-11

電話番号: 03-5572-7911

Web: https://www.totsu.jp/AWSElementalLink/

お問い合わせEmail: link@totsu.co.jp

【納品までの流れ】
1. 注文フォームから依頼

もしくは直接お問合せ
2. 東通産業様から請求書発行

（御見積書の発行も可能）
3. お客様から代金お振込
4. デバイストランスファー（※）
5. トランスファー設定完了後、商品発送

（※）お客様のご契約されているAWSアカウントを
AWS Elemental Linkに設定します。
お客様にはAWSコンソールからインカミングトランス
ファー操作をしていただきます。
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AWS Session 

11/19の1トラックをHIJACK！

1． 『AWS を活用した番組制作事例』

2． 『AWS を活用したスポーツ番組制作/配信事例』

3． 『AWS を活用した配信事例と Amazon 

CloudFront の最新アップデート』

4． 『AWS の AI/Machine Learning / IoT を活用した
メディア業界最新事例』

5． 『AWS を活用した放送ソリューションと海外事例 -

放送プレイアウトのクラウド・トランスフォーメーション』
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AWS を活用した番組制作事例



Amazon Chime SDK を利用したリモート出演ツール TBS Bell

株式会社 TBS テレビ メディアテクノロジー局未来技術設計部 藤本剛様

• ウェブ会議システムを使ったリモート番組制作

• スタジオに来られない出演者や、出演者の出先に

行けない技術・制作スタッフを支援

• SDK を活用することで開発スピードUP、

スケールメリット、高いカスタマイズ性も評価

• 使用した番組：音楽の日、東大王
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ファイルベースシステム向け社外プレビュー用共通 API の開発

株式会社 TBS テレビ メディアテクノロジー局放送設備計画部 河村浩司様

• 社外からのファイルプレビューシステム

• 社外から素材を見ながらの原稿作成や編集指示、

通訳などの業務を支援

• クラウド活用により安価に導入、開発期間も短

縮、今後は AI 技術との連携も検討

• 番組制作やメタ付け業務がテレワークで可能に、

海外支局でも利用
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クラウドを活用した音楽ライブ制作
〜複数拠点からの映像音声制作の実践〜
株式会社WOWOW 技術局技術企画部 神保直史様

株式会社 TBS テレビ メディアテクノロジー局未来技術設計部 藤本剛様

• 演奏者やミキサー、スイッチャー、カメラマン

と呼ばれる映像制作エンジニアが離れた場所で

収録・制作

• それぞれをインターネットで接続し、Amazon 

EC2 上に独自開発したライブストリーミングシ

ステムを経由して映像や制御を送信

• 低コストかつ高クオリティな音質を実現

• 使用した番組：The Concert at Home シリーズ
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AWS を活用したスポーツ番組制作/
配信事例



放送品質を求めて
〜AWS を使用した全米オープンゴルフでの国際映像伝送への挑戦〜
株式会社テレビ朝日 技術局技術運用センター 田中彰一様

• クラウドバックボーンを使った国際映像伝送、

及びリモートプロダクション

• 海外からの中継は高コスト、またコロナの影響

で海外派遣スタッフは最小限に

• USから日本へパケットの完全な消失無く伝送、

衛星伝送の 1/100 以下のコストで実現

• TVU Network 社の製品を組み合わせ、クラウ

ド上で複数の映像入力・スイッチ・テロップ付

け・配信をフリーロケーションで実現
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『テレワーク時代』における新たなスポーツライブ配信の仕組みと事例

株式会社 J ストリーム プラットフォーム本部プロダクト推進部プロダクト推進課 河合恭伸様

株式会社 J ストリーム 営業本部メディア・コンテンツ推進部 1 課 池田真理様

• 人手を掛けずに行う配信、リモート環境でのラ

イブ映像制作

• 夏の高校野球 LIVE 配信にて、Jstream

Equipmedia と AWS Elemental MediaLive を連携

し、運用負荷削減と会場数/配信ストリーム数増

加を実現

• ライブ映像制作では、クラウドベースのビデオ制

作・編集支援プラットフォームである Grabyo を

紹介
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国内スポーツビジネスを変革するインターネットインフラ活用
二人でも構築できる動画配信基盤の概要

• V.LEAGUE  の映像配信サービス V.TV

• ネットワークインフラはスポーツビジネスの重

要なファクター

• アーカイブ、CMS 、国内複数会場からの映像

集約などにAWSを活用

• 直近では試合数の増加、顧客体験向上のための

高画質化にも取り組み

スポラ株式会社 代表取締役 須藤隆様、取締役 CTO 大林正典様
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AWS を活用した配信事例と
Amazon CloudFront の最新アップデート



5G時代に向けた新しいライブ配信スタイル
～マルチアングルライブについて～
株式会社 J ストリーム 営業本部メディアコンテンツ推進部 2 課 佐藤凌様

株式会社 Gnzo 研究開発部 高野康彦様

• 視聴者が自由に視点を選べるマルチアングル配

信を簡単に実現するサービス fvLIVE

• 特徴：クラウド上で映像処理するため、複数拠

点からの配信でも現地設備は簡素

• サーバ側での映像同期、ストリームでの配信、

ブラウザで視聴可能（アプリ不要）

• 導入事例：フジテレビオンデマンド ( FOD ) 様

の東京マラソン2020
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エンジニア1 名だけの企業が LIVE 配信サービスを2 ヶ月で立ち上げるまで

株式会社ネクステージ 代表取締役 福井学様

• 舞台・演劇ライブ配信サービス観劇三昧 LIVE 

• リソース不足でライブ配信サービスを進められ

ていない状況で、コロナの影響により公演の中

止が相次ぐ

• AWS Media Services の Web 記事をきっかけに、

たった一人のエンジニアが開発期間2ヶ月で新

サービスをリリース

21



同接 10 万人超ライブ配信におけるアマゾンウェブサービス (AWS) 活用
～弊サービスのハイブリッドクラウド構成のご紹介も添えて～
合同会社 DMM.com EC & デジタルコンテンツ本部動画配信事業部配信基盤グループ
グループリーダー 矢野完人様

• 同時接続 10 万人前後のライブ配信では、AWS 

Elemental Media Live を利用してネットワーク

状況に左右されにくく配信の設定に再現性のあ

るアーキテクチャを短期間で実現

• オペミスなく安定した配信を実現、同接十数万

人に達する回も

• Amazon CloudFront を利用した通信経路の最

適 ( IPv6 ) 化により、最上位ビットレートで見

れていないユーザーが18%減少
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Amazon CloudFront Updates 2020

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 ソリューションアーキテクト 中谷喜久

• 高性能かつセキュアでプログラマブルなコンテ

ンツデリバリーネットワーク

• アップデート：

• リアルタイムログの提供

• Origin Shield

• 設定変更反映時間の改善 等
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AWS の AI/Machine Learning/IoT を
活用したメディア業界最新事例



AWS のAI/Machine Learning/IoT を活用したメディア業界最新事例

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 エンタープライズ統括本部通信・メディア営業本部
シニアマネージャー 結城悟

• NFL ：RFID を利用し収集した情報を元に選手

のプレイの成功確率を予測

• F1 ：車からの計測データやタイヤの状況、天

候等をもとに、前の車を追い抜く可能性やピッ

トインによるタイムロスを予測

• ソニー様 aibo： Amazon Kinesis Video Stream 

を使用して、aibo が見ている映像を動画とし

て確認可能に
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サーバレスアーキテクチャによるAI チャンネルと楽曲配信U MUSIC のご紹介

株式会社 USEN（USEN NEXTHOLDINGS）取締役事業開発統括部長 塚本健太様

• 店舗向けに LTE 内蔵のセットトップボックス

を配置しBGM と通信サービスを提供する新

サービス U MUSIC

• AI で来店客の情報や店舗の好み、営業時間等

に合わせて BGM を最適化

• サーバレスで運用工数を削減、予測が難しい負

荷変動にも容易に対応
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AWS IoT を用いたタリー伝送システムAirTallyの開発と商品化

朝日放送テレビ株式会社 荒木優様

• ゴルフ等の中継ではタリーが使えないことが長

年の課題であった

• タリーのオン・オフの情報を AWS IoT Core で

管理、カメラの位置情報は AWS Lambda で取

得しマップに展開

• AWS IoT のメリット：AWS の他サービスと連

携可能であることや、低遅延であること
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Amazon Rekognitionを活用した画像検索の効率化について

一般社団法人共同通信社 金澤隼人様

• 顔認識機能を利用して適切な写真を効率良く検

索できる画像検索システムぽっと出

• 今まで脚光を浴びていなかった人物の写真が必

要になった時、キャプションされておらず検索

できないことが課題であった

• Amazon Rekognition で画像を認識、 Amazon 

SageMaker 、GluonCV で不要な顔画像登録を

防止

• 開発期間2週間、運用コストは月額数万円
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AWSを活用した放送ソリューションと海外事例
-放送プレイアウトのクラウド・トランスフォーメーション



AWS で実現する放送パイプラインのクラウド化

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 インダストリー事業開発部
シニア事業開発マネージャー 山口賢人

• AWS Media Services で1つのストリームから目

的に応じたパイプラインを冗長構成で作ること

が可能に

• クラウドでのプレイアウトシステムにおいて、

アプリケーション間で非圧縮の信号を低遅延で

渡すことを AWS Cloud Digital Interface (CDI)

で実現
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AWS による放送業界のトランスフォーメーション

アマゾンウェブサービス グローバルマネージャー Peter Riordan

• 海外放送会社（Discovery、 Sinclair Broadcast 

Group等）のクラウド移行事例

• ライブイベントのリモートプロダクションシス

テム

• 業界トレンドとして脱衛星通信の流れとAWS 

Elemental Media Connect 活用方法

• ATSC3.0 規格方式による伝送

31



AWS Sessionへのアクセス方法

Session URL

https://bit.ly/InterBEE2020Session

ブログ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/inter-bee-2020-media-jaws/

Inter BEE 2020 ONLINE は 2021年2月26日まで開催しています
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Thank you!
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