
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cloudpackライブストリーミングホワイトペーパー 

Int roduc ing " L ive S t rea ming" deploy ment uti l iz  ing the public c loud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リリース 1.0

アイレット株式会社 

 

 



第1章 目次 2 

 

第2 章 はじめに 4 

2.1 cloudpack とは 

2.2 クラウド時代のシステム開発とシステム運用 

2.3 本ホワイトペーパーについて 

 
第3 章 クラウド時代のライブストリーミング 6 

3.1 パブリッククラウド活用によるライブストリーミングのメリット 

3.2 これからのライブストリーミング活用 

第4 章『streampack LIVE』とは 9 

4.1 『streampack LIVE』のメリット 

4.2 『streampack LIVE』の基本サービス 

4.3 『streampack LIVE』のオプションサービス 

4.4 『streampack LIVE』の利用料金 

4.5 『streampack LIVE』のお申し込みと導入の流れ 

4.6 『streampack LIVE』の責任共有モデル 

 
第5 
章 

ライブストリーミングの基礎知識 1
4 

5.1 ライブストリーミングとは 
 

5.2 ライブストリーミング技術の全体像  

5.3 再生（視聴者）における技術要素  

5.4 変換における技術要素  

5.5 収録（ライブ会場）における技術要素  

 
第6 章『streampack LIVE』によるライブストリーミング（準備編） 22 

6.1 配信概要の検討 

6.2 ライブ会場の選定・下見 

6.3 視聴者向け配信システムの準備 

6.4 cloudpack スタッフとの調整 

6.5 リハーサル 

 
第7 章『streampack LIVE』によるライブストリーミング（実施編） 35 

7.1 ライブストリーミングの準備 

7.2 ライブストリーミングの開始 

7.3 ライブストリーミングの終了 

7.4 ライブストリーミングの振り返り 

 
第8章『streampack LIVE』の事例 39 

8.1 AWS Summit Tokyo 2016 ライブ配信 

8.2 SORACOM Conference 2016 "Discovery" ライブ配信 

 
第9 章 ストリーミングデータを活用する『streampack VOD』 40 

9.1 『streampack VOD』のメリット 

9.2 『streampack VOD』の基本サービス 

9.3 『streampack VOD』のオプションサービス 

9.4 『streampack VOD』の利用料金 

 

 
 

cloudpack ライブストリーミングホワイトペーパー 2 



3 cloudpack ライブストリーミングホワイトペーパー  

9.5 『streampack VOD』のお申し込みと導入 

9.6 『streampack VOD』のカスタマイズ・連動するシステムの開発 

 
第10章 付録 1: 参考となる情報やドキュメント 42 

 
第11章 付録 2:『streampack LIVE』のHTML5 プレーヤー 43 

11.1 ランディングサイトへのプレーヤーの組み込み方法 

 
第12章 付録 3:streampack LIVE ヒアリングシート 45 

12.1 ご担当者様情報 

12.2 配信の概要 

12.3 視聴者向け配信システム 

 
第13章 付録 4: コンテンツの準備 48 

13.1 ランディングサイト用コンテンツ 

13.2 ライブストリーミング用補助コンテンツ 

 
第14章 付録 5: ライブストリーミングに必要な備品 49 

14.1 機器 

14.2 機器の設置に必要なもの 

 
第15 章 付録 6: リハーサル・本番当日のチェック 51 

15.1 事前準備 

15.2 インターネットへの接続 

15.3 機材の配線 

15.4 トランスコーダへの接続 

15.5 配信テスト 

15.6 中継品質の調整 

15.7 照明・音声・振動・騒音 

15.8 リハーサル時のチェック事項 

15.9 本番当日のチェック事項 

15.10 撤去・退出 

 
第16 章 付録 7:（ご参考）『streampack LIVE』に対応する機器 58 

16.1 ビデオカメラ + LiveShell2 

16.2 ウェブカメラ + Wirecast 

 
第17章 付録 8: トラブルシューティング 58 

17.1 ネットワークのトラブル 

17.2 正常に配信されないトラブル 

17.3 撮影に適さないものがカメラに映り込むトラブル 



4 cloudpack ライブストリーミングホワイトペーパー  

お客様 

アプリケーション データ 

Web アプリケーションフレームワークやライ
ブラリを含む 

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む） 

• アカウント管理 

• チューニング 

• 障害対応 

cloudpa

ck 

ミドルウェア 運用ツール 

OS 

 

AW

S 

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む） 

• ネットワーク設定 

• アカウント管理 

• パラメータチューニング 

• 監視 / バックアップ/ 障害対応 

AW

S 
• ファシリティ 

• 物理セキュリティ 

• コンピュートインフラ 

• ストレージインフラ 

• ネットワークインフラ 

• 仮想化レイヤー 

第2 章 はじめに 

2.1 cloudpackとは 

 
cloudpack は、アマゾンウェブサービス（AWS）の導入設計、環境構築、運用までをトータルで

サポートするマネージドホスティングサービスです。 

 
AWS を知り尽くし、その可 能性を最大限に引き出せる cloudpack のスタッフが、

Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2） や Amazon Simple 

Storage Service 

（Amazon S3）をはじめとする AWS のプロダクトを、構築はもちろんのこと、24 時間サポートや、

サービス監視、バックアップなどの作業代行や技術サポートをスピーディかつ丁寧に行い、お客様の

さまざまな運用負荷を可能な限り軽減します。 

 
お客様が、これまで悩みの種だったサーバー周りに関するさまざまな課題から解放され、本来取

り組むべきビジネスの課題に専念できるためのサービス、それが cloudpack です。 

 

2.2 クラウド時代のシステム開発とシステム運用 

 
AWS の登場によって、システム開発や運用に対する考え方も大きく変わってきています。 

 

2.2.1 セキュリティにおける「責任共有モデル」 
 

AWS や cloudpack が提示する「責任共有モデル」（Shared Responsibility 

Model）は、クラウド運用の発展から生まれてきた考え方の一つです。 

 
cloudpack は AWS クラウドインフラストラクチャを基盤にシステムを構築し、お客様は 

cloudpack  が構築したシステム上で業務アプリケーションを運用することになりますので、セ

キュリティ上の責任はお客様と cloudpack と AWS の三者による分担となります。 

 

 

ホストオペレーティングシステムや仮想レイヤーから、サービスが運用されている施設の物理セキュリ

ティにおけるさまざまなコンポーネントの操作、管理、コントロールは、AWS によって行われ、

AWS インフラストラクチャ上にcloudpack が構築したシステムにおけるセキュリティは 

cloudpack が保護いたします。cloudpack  が構築したシステム上で運用される業務アプ

リケーションおよびデータのセキュリティについてはお客様ご自身で保護していただく必要があり

ます。 
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従来のオンプレミス（構内設置）環境では、すべてについてセキュリティを確保する必要があったこ

とと比較すると、cloudpack ご利用のお客様については、ご自分でセキュリティを確保してい

ただく範囲が限定されることを意味いたします。 

 

2.2.2 ベストプラクティスによるシステム開発とシステム運用 
 

AWS と cloudpack はクラウドシステム運用の長い経験から、それぞれに数多くのベストプラ

クティスを蓄積しています。 

 
cloudpack は AWS が 提 供するベストプラクティスに従ったシステムを構築し、 

cloudpack の持つベストプラクティスに従ってお客様の環境を運用しています。 

 
従来はインフラストラクチャから業務アプリケーションまで、すべてにおいてお客様ご自身による運用

ノウハウの蓄積が必要でしたが、cloudpack ご利用のお客様は、お客様が利用される業務ア

プリケーションの範囲に集中してノウハウの蓄積をしていただければ良いことを意味いたします。 

 
このように、システム構築、運用、セキュリティについて、お客様、cloudpack、AWS がそれぞれ

に役割と責任を分担することで、より少ない労力で、より早く、求めるものが得られる時代になった

といえます。 

 

2.3 本ホワイトペーパーについて 

 
本ホワイトペーパーは、cloudpack  がご提供する『streampack   LIVE』の詳細をご紹介

し、お客様とcloudpack との間で円滑な業務遂行を実現することを目的にご提供するもので

す。 

 
対象読者 : 

• 『streampack LIVE』をご利用中のお客様 

• 『streampack LIVE』の導入をご検討中の方 
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第3章 クラウド時代のライブストリーミング 

インターネットの普及によって、テレビが唯一のリアルタイム動画中継の媒体だった時代は終わり、誰で

もライブストリーミングによるリアルタイムに動画を配信することが可能になりました。しかし、多くの

視聴者にライブストリーミングを届けるためには、YouTube や 

Ustream などのSaaS 形式で提供される動画配信サービスを利用するか、ライブストリーミング用

のソフトウェアや ITリソースを調達してサイトを自前で立ち上げる必要がありました。 

 
パブリックな動画配信サービスでは、誰でも手軽にライブストリーミングを実現することができま

すが、特に商用利用においては利用規約により多くの制約に従わなくてはなりません。このような

制約を受けずに独自のコンテンツを配信するためには、自前のライブストリーミングサイトを構築

し、そのサイトに必要な IT リソースを自ら調達・構築し、運用する必要がありました。 

 
このような状況は、AWS をはじめとするパブリッククラウドの普及により、大きく変化してきてい

ます。負担となっていた ITインフラの調達、構築および運用が大幅に軽減され、自前のライブス

トリーミングサイトを構築することが容易となり、必要となるコストを抑制することが可能になったの

です。 

 

3.1 パブリッククラウド活用によるライブストリーミングのメリット 

 
cloudpack は、パブリッククラウドの最先端を行くAWS を活用したサービスやシステムの構

築・運用の豊富な経験から、パブリッククラウドによるライブストリーミングには以下のように 3 つの

大きなメリットがあると考えています。 

 

メリット1：短期間・手軽にライブストリーミングを実現 
 

パブリッククラウドにより、従来よりも手軽かつ短期間にライブストリーミングを実現することができ

ます。 

 
従来は、ライブストリーミングサイト構築のために、必要なハードウェアを購入し、自社内に設置、構

築する必要がありました。事前にライブストリーミングへのアクセス数やトラフィックの負荷を見積り、

ハードウェアの資産管理や保守なども見据えて、検討に検討を重ねた上で予算を確保し、稟議を通

すことが求められました。このため、ライブストリーミングを実施するためには、半年から 3 ヶ月

前には検討に着手する必要がありました。 

 
現在は、パブリッククラウドを活用することにより、ハードウェアの購入が不要となっただけでなく、容

易に仮想サーバーの増強や CDN（コンテンツ・デリバリ・ネットワーク）などのマネージドサービスを利

用できるため、事前にアクセス数やトラフィックの負荷を緻密に予測する必要もなくなりました。利用し

た仮想サーバーやマネージドサービスはライブストリーミングの終了後には解約するため、資産管理や

保守などの考慮もほぼ必要ありません。 

 
まったく初めてライブストリーミングを行う場合は基礎的なコンテンツの整備など 1 ヶ月程度の準

備期間が必要になりますが、既にコンテンツや経験をお持ちの場合はライブストリーミングの構想

から実施まで 1〜2 週間程度の短期間で実現することが可能です。 
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メリット2：ライブストリーミングの柔軟な活用を実現 
 

パブリッククラウドにより、ライブストリーミングに対する各種のコントロールが柔軟に実現できます。 

自社システムと連携できる 

自社システムとの連携を、パブリッククラウドでは柔軟に実現することができます。 

 
ライブストリーミングの自社システムへの柔軟なインテグレーションが可能ですので、顧客向けの専用

ポータルサイトの構築や社内ライブストリーミング基盤の導入をはじめ、ビジネスへの新たな導線と

して多様な活用方法およびカスタマイズが考えられます。スマートデバイスに独自のプレーヤーを組み

込むことも比較的容易に実現できるため、幅広い視聴者に対してライブストリーミングを活用した多

彩なビジネスの展開も可能になります。 

視聴者の範囲をコントロールできる 

パブリックな動画配信サービスでは難しいきめ細かなアクセス制御を、パブリッククラウドでは柔軟

にコントロールすることができます。 

 
例えば、アクセス元の IP アドレスを制限することにより、特定の組織のメンバーだけに視聴を許

可したり、GeoIP など IP アドレスと国・地域情報を紐付けるサービスを利用することで国・地域

単位でのアクセス制御を行うことができます。また、自社の認証システムとの連携により特定の視

聴者だけに特定の時間帯のみ視聴を許可するなどの柔軟なライブストリーミングが可能です。 

広告や権利保護をコントロールできる 

SaaS 形式で提供される動画配信サービスでは難しいコンテンツの権利保護や幅広い裁量によ

る広告の配信を、パブリッククラウドでは柔軟にコントロールすることができます。 

 
ライブストリーミングのデータは、自社の都合にあわせて設計されたパブリッククラウド上に配置さ

れるため、データおよびコンテンツの著作権の保護を自社の管理下において適切に実現すること

が可能です。広告については、自社の広告はもちろん、自社のブランドと親和性の高い広告など

を有償 / 無償を問わず、制約なくライブストリーミングの一部として配信することができます。 

 

メリット3：低コストでライブストリーミングを実現 
 

従来はライブストリーミングサイト構築のために、ハードウェアの購入および社内への設置・構築に

掛かる初期コスト、運用・保守に掛かるランニングコスト、減価償却をはじめとする資産管理コスト

など、多大なコストを覚悟する必要がありました。 

 
パブリッククラウドでは「必要なときに、必要なサービスを、必要な量だけ、すぐに用意できる」とい

う特長を活かすことで、極めて低コストで同様のことを実現できるようになりました。ライブストリー

ミングのために必要な IT インフラはその準備段階、本番当日だけ稼動していれば必要十分であ

り、24 時間 365 日稼動させておく必要がありません。ライブストリーミングの視聴者数や動画

のボリュームに合わせて柔軟にリソースを調達することにより、そのコストを最適化することが可能

になったのです。 
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3.2 これからのライブストリーミング活用 

 
今までは、ライブストリーミングというと講演会やスポーツの中継など、旧来のテレビ放送が実施

していたものと同様のものをイメージされてきました。今後は、より視聴者にフォーカスし、双方

向性を持ったライブストリーミングが主流となっていくと cloudpack では考えています。 

 

3.2.1 視聴者を限定する 

リモート社員総会 

リモートワークが普及してきた昨今では、社員が全員同じ場所に集まって集会を開くことは難しく

なっていくと考えられます。このような状況で、企業秘密などセンシティブな内容の共有行うために

は、適切なアクセス制限を実現容易かつ大規模なアクセスにも耐えられるパブリッククラウドでのラ

イブストリーミングが向いていると言えます。 

特定顧客向けライブストリーミング 

特定の顧客や代理店に向けて事業方針説明会を行う場合にも、パブリッククラウドによるライブス

トリーミングは適しています。自社の認証基盤と連携して、各顧客にライブストリーミング当日に必要な

ログイン情報を配布し、ログイン情報を有している顧客に対してのみ共有すべき内容をリアルタイ

ムに配信することができます。全国に代理店を有している場合や、遠方の顧客が多い場合などには、

ライブストリーミングを活用することで、半期毎や四半期毎などきめ細かい情報共有を図ることが

可能になるのです。 

 

3.2.2 双方向性を実現する 

イベントへの参加 

ライブストリーミングと自社の Web サービスを連携させることにより、会場に行かなくても仮想

的にイベント参加できる仕組みを提供することができます。例えば、ファッションイベントをライブストリ

ーミングし、投票やコメントの投稿、実際の購入をリアルタイムで行うことや、ゲームイベントをライブス

トリーミングし、会場の参加者と視聴者が同時にゲーム競技に参加すること、などが考えられます。 

独自のビジネスモデル展開 

パブリッククラウドを利用して独自にビジネスやシステムを展開している場合は、ライブストリーミン

グを新たに組み込むことで、全く新しい双方向性を持ったサービスになる可能性があります。そ

の可能性の検証および実現のために、短期間で手軽かつ低コストのライブストリーミング環境は大

きな足掛りとなることでしょう。 
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第4 章『streampack LIVE』とは 

cloudpack は、ライブストリーミングのための専用インフラを AWS クラウド上に構築・運用

するサービス『streampack LIVE 』の提供を開始いたしました。 

 
『streampack LIVE』は、お客様専用のライブストリーミング環境を AWS クラウド上に構築

し、企業様・団体様に、従来よりも手軽にスピーディかつ低価格でライブストリーミングを実現しま

す。 

 
2020 年の東京オリンピックに向けたスポーツイベントの盛り上がりや、音楽ライブイベントなど、エ

ンターテインメントにおけるライブ配信の需要は、さらに拡大すると考えられます。cloudpack  

は、『streampack   LIVE』のご提供を通じて、お客様のあらゆるライブ配信ニーズに対して構

築と運用の両面でご支援してまいります。 

 

4.1 『streampack LIVE』のメリット 

 
メリット1：短期間・手軽にライブストリーミングを実現 

 
『streampack LIVE』は、ライブストリーミングに必要な機能をワンパッケージでご提供し、短期間に

お客様がご希望するライブストリーミングを実現します。 

 
これにより、ライブストリーミングのシステム構築および運用は不要となり、お客様が直接しなければな

らないのは、ライブ会場の確保、ビデオカメラなどの機器、コンテンツの手配などになります。 

 
『streampack LIVE』は、お客様にとって扱いやすく、視聴者にとって最適なライブストリーミング・プ

ラットフォームをパッケージ化してご提供いたします。 

 

メリット2：ライブストリーミングの柔軟な活用を実現 
 

『streampack  LIVE』をご利用いただくことで、お客様の要望に応じてカスタマイズされたプラ

ットフォームで、ライブストリーミングをすることができます。 

 
コンテンツに連動した広告の表示や、権利に基づいた視聴エリアのコントロールなども実現可能に

なります。 

 

メリット3：低コストでライブストリーミングを実現 
 

『streampack LIVE』は、初期費用 1 万円（税別）、1 時間あたり 5,000 円（税別）、データ転

送費用 1GB あたり 0.1ドルという低価格でご提供しています。 

 
低価格でありながら、ライブストリーミングの経験が豊富で高いスキルやノウハウを有する 

cloudpack スタッフが、お客様に最適なライブストリーミングを実現するお手伝いをいたします。 
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STEP.4 

構築フェーズ 

コンテンツのご用意 

ランディングサイト・備品のご用意 

STEP.2 事前準備（お客様） 

STEP.3 

ご契約 

STEP.1 

お問い合わせ 

 
 

STEP.5 

中継フェーズ 

4.2 『streampack LIVE』の基本サービス 

 
『streampack LIVE』では、基本サービスとして以下をご提供しています。 

 
• ライブ配信トランスコーダ 

• ライブ配信サーバー 

• ストリーミングデータ保護（AES による暗号化） 

• ビットレート・サイズ最適化 

• PC/ モバイルブラウザ対応 

 

4.3 『streampack LIVE』のオプションサービス 

 
『streampack LIVE』では、オプションサービスとして以下をご提供しています。 

 
• ランディングサイトの構築・運用 

• SRE（サイト・リライアビリティ・エンジニアリング）チームによる配信の運用サポート 

• Wirecast など配信ソフト（エンコーダ）の利用支援 

 

4.4 『streampack LIVE』の利用料金 

 
『streampack LIVE』は、以下の利用料金でご提供しています。 

 

料金の種類 金額 備考 

初期費用 1万円 初期設定サポートを含

みます。 

配信費用 • プラットフォーム利用料 : 

1 時間あたり 5,000 円〜 

• データ転送費用（CDN専用プランの場合）: 

1GB あたり 0.1ドル 

 

 

4.5 『streampack LIVE』のお申し込みと導入の流れ 

 
『streampack LIVE』のお申し込みと導入の流れは、下記の図のようになります。 

1週間～ 約1週間 
 

 

図 4.1『streampack LIVE』のお申し込みと導入の流れ 

 

まったく初めてライブストリーミングを行う場合は、基礎的なコンテンツの整備など数週間程度の準備

期間が必要になりますが、既にコンテンツや経験をお持ちの場合は、ライブストリーミングの構想か

ら実施まで 1〜2 週間程度の短期間で実現することが可能です。 



11 cloudpack ライブストリーミングホワイトペーパー  

STEP 1：お問い合わせ 
 

「AWS 導入相談、お見積りについてのお問い合わせ」（ https: /// 

cloudpack.jp/contact/ form/ ）より、以下の内容でお問い合わせください。 

 

お問い合わせ種別 AWS 導入相談 

 

 

 

 
お問い合わせ内容 

以下の内容をご記入ください 

サービス名 streampack LIVE 

ライブストリーミング実

施希望日 

 

会社名 
 

お名前 
 

ご連絡先電話番号 
 

ご連絡先メールアドレス 
 

 
1〜2 営業日を目処にcloudpack 営業担当よりご連絡いたします。 

 
STEP 2：事前準備 

 
ご契約前に以下のご用意をお願いいたします。 

ランディングサイト 

ライブストリーミングの開催告知を行い、ライブストリーミングのプレーヤーを公開するために、視聴

者がアクセスするためのWeb サイト（ランディングサイト）をご用意いただく必要があります。 

 
『streampack  LIVE』のオプションサービスとしてもご提供していますので、詳細については 

cloudpack スタッフまでご相談ください。 

ライブストリーミングに必要な備品のご用意 

ライブ会場でライブストリーミングの収録を行うために必要な機器やケーブルなどの備品をご用意

いただく必要があります。 

 
備品の詳細については、「付録 5: ライブストリーミングに必要な備品」をご参照ください。 

コンテンツのご用意 

ライブストリーミングを実施するためには、お客様のランディングサイト用コンテンツと動画に掲載す

る補助コンテンツをあらかじめ作成しておく必要があります。 

 
各コンテンツの詳細については、「付録 4: コンテンツの準備」をご確認ください。 

 
コンテンツの一部は、リハーサルの3 営業日前までにcloudpack  スタッフにご送付いた だ

く必要があります。これらを外部事業者に発注する場合は、納品時期にご注意ください。 

 

STEP 3：ご契約 
 

お申し込み後、所定の手続きを経て正式にご契約いただきます。 

 
ご契約時点で、ランディングサイトの稼動開始予定日が確定している必要があります。 
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STEP 4：構築フェーズ（約1週間） 
 

ご契約後、お客様側の担当者様とcloudpack スタッフとの間での進捗管理ツールとして、 

「構築プロジェクト用 Backlog」のご提供を開始いたします。構築フェーズでは、この「構築プロジェ

クト用 Backlog」で情報共有を行いながら、以下の作業を進めていきます。 

 

作業 担当者 作業の詳細 

システム設計 お客様側ご担当者様 

および cloudpack スタッフ 

お客様のライブストリーミ

ングについてヒアリング  

を行  い、『streampack 

LIVE』上のシステム設計を

決定いたします。 

構築作業 cloudpack スタッフ お客様回線のライブスト

リーミング日程に合わせ

て、AWS クラウド上でライブ

ストリーミングシステムの構

築作業および設定作業を

行います。 

お客様リハーサル お客様側ご担当者様 ライブストリーミング当日よ

り前に、ライブ会場におい

てお客様にリハーサルをし

ていただきます。 

 
構築フェーズでは、概ね5営業日程度のお時間をいただきます。 

 

STEP 5：中継フェーズ 
 

リハーサルによるライブストリーミングの配信テスト完了後、ライブ会場においてお客様に収録映像

を『streampack LIVE』システムへ配信していただきます。 

 
ライブストリーミング当日は『、cloudpack サポートデスク』にお問い合わせいただくことができま

す。 
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4.6 『streampack LIVE』の責任共有モデル 

 
『streampack  LIVE』のご利用においては、ご契約プランに応じてお客様と  cloudpack 

で責任を共有いたします。 

 
『streampack LIVE』のご利用に必要な下記の構築および運用をcloudpack が行います。 

 
• トランスコーダ 

• 配信サーバー 

 
お客様には、下記の構築および運用をお願いいたします。 

 
• エンコーダやビデオカメラ・マイクなど、ライブ会場で必要な機材や備品の運用 

• ランディングサイトの構築、運用（オプションをご利用いただかない場合） 

 
cloudpack は、お客様環境の構築および運用に必要なご支援をいたします。 

 
 

お客様 cloudpack お客様 

 

図 4.2『streampack LIVE』の責任共有モデル 

視聴者 ライブ会場 

通信 カメラ・マイク 

回線 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ エンコーダ 

ビットレート フレームサイズ 

ランディング
サイト ビデオ端子方式 

音声端子方式 

streampac
k 提供プレーヤ
ー 
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第5 章 ライブストリーミングの基礎知識 

本章では、ライブストリーミングを実施する上で必要となる技術的な基礎知識について、解説して

いきます。 

 

5.1 ライブストリーミングとは 

 
ライブストリーミングとは、デジタルビデオカメラなどで収録した動画や音声を、ストリーミング技術を

利用して、リアルタイムにデータ化し、コンピュータネットワークを介して視聴者に対して配信すること

をいいます。 

 

5.2 ライブストリーミング技術の全体像 

 
ライブストリーミングを実現するために、多様な技術要素が利用されています。 

 
ここでは、「再生（視聴者）」「変換」「収録（ライブ会場）」の 3 つのセクションに分けて各技術要素を解説

します。 

 
 

再生 変換 収録  

図 5.1 ライブストリーミング技術の全体像 

 
5.3 再生（視聴者）における技術要素 

 
再生（視聴者）における技術要素には、「視聴環境を構成する技術要素」「配信環境を構成する技術

要素」「視聴品質に影響する技術要素」の 3 つがあります。 

 

 

 

 
視聴環境を構成する技術要素 

プレーヤー 

コーデック 

コンテナ 

 
配信環境を構成する技術要素 

ストリーミング規格 

転送プロトコル 

配信サーバー 

 
視聴品質に影響する技術要素 

 

図 5.2 再生（視聴者）における技術要素 

視聴者 

プレーヤー 配信サーバー トランスコーダ ライブ会場 
ストリーミング規

格 
通信

回線 

転 送 プロ

トコル 

コンテンツ保護 ストリーミング

専用サーバー 

専 用プレーヤー 

  コンテナ  ビットレート コンテナ フレームサイズ 

転送プロトコル コーデック 

トランスコーダ Webサーバー Webブラウザ 

（デコーダー） 

 

 
 

 

ビットレート 

画素数 

フレームレート 

エンコーダ 

カメラ・マイク 

フレームレート 

 

フレームレート 

ビデオ端子方式 

 

フレームレート 

音声端子方式 

 

フレームレート 

ビットレート 

視聴者 

 
プレーヤー 

（デコーダー） 配信サーバー 
ストリーミング規格 

HLS・MPEG-DASH な

ど 
Webブラウザ              Webサーバー 

コーデック 

H.264・AAC な

ど 

転送プロトコル 

HTTP・RTMP など 

コンテナ 

MPEG2 TS・MP4 など 

 

専用    ストリーミングプ

レーヤー    専用サーバー 

 

再生 

ビットレート 



15 cloudpack ライブストリーミングホワイトペーパー  

5.3.1 視聴環境に構成する技術要素 

プレーヤー（デコーダ） 

ライブストリーミングの視聴者は、プレーヤーを利用してライブストリーミングのデータを受信し、視聴

します。このプレーヤーには、以下の 2 つの種類があります。 

1. Web ブラウザ 

通常のWeb ブラウザをライブストリーミングのプレーヤーとして利用します。 

2. 専用プレーヤー 

Adobe Flash Player などの特定のストリーミング規格専用のプレーヤーを利用します。 

 
プレーヤーは、圧縮して配信されたストリーミングデータを、視聴できるデータ形式に復元（デコー

ド）して再生する役割を担います。この復元する機能を担うソフトウェアのことを「デコーダ」と言い

ます。 

 
一般的にライブストリーミングのプレーヤーにはデコード機能が組み込まれているので、プレーヤー

はライブストリーミングにおける「デコーダ」の一つであると言うことができます。 

コーデック 

符号化方式を使ってデータの符号化（エンコード）や復号（デコード）を行う装置やプログラム、その

符号化アルゴリズムのことを総称して「コーデック」と言います。コーデックのうち、符号化だけを行うも

のを「エンコーダ」、復号だけ行うものを「デコーダ」と言います。 

（コーデックという言葉は（、en）COder + DECoder の略語として生まれたと言われています） 

 
コーデックは、映像用や音声用などその用途によって複数の方式が存在し、映像用のコーデックと

しては H.264、音声用のコーデックとしては AAC が良く利用されています。どのようなコーデ

ックを利用するかは、視聴に利用するプレーヤーがどのコーデックに対応するかによって決まりま

す。 

H.264 

高圧縮を目指して標準化された映像用コーデック規格です。幅広い用途で利用されています。 

AAC 

高圧縮・高音質を目指して標準化された音声用コーデック規格です。拡張規格の HE- 

AAC とともに広く利用されています。 

コンテナ 

多くのライブストリーミングでは、映像用のコーデックで符号化された映像データや、音声用のコ

ーデックで符号化された音声データなど、複数のストリーミングデータが 1 つのファイルにまとめ

て配信されます。 

 
実際に配信されるファイルフォーマットのことを「コンテナ」と言います。コンテナ形式として、よく知ら

れているものに MP4 や MPEG2 TS などがあり、いずれもH.264 やAAC を扱うこと

ができます。 

 
コンテナによって格納できるコーデックが決まるため、プレーヤーがどのコーデックに対応している

かによって利用できるコンテナ形式が決まります。 

MP4 

動画・音声の記録に一般的に利用されているコンテナ形式です。動画データを保存したり、ダウ

ンロード方式で提供する場合などに使われます。 
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MPEG2 TS（MPEG2 トランスポートストリーム） 

ライブストリーミングの配信で一般的に採用されているコンテナ形式です。日本の地上放送・BS 

デジタル放送を含む世界各国のデジタル放送でも利用されています。 

FLV（Flash Video） 

Adobe Flash Player 用のコンテナ形式です。H.264 およびAAC への対応が強化さ

れたF4V という後継のフォーマットがあります。 

 

5.3.2 配信環境に構成する技術要素 

ストリーミング規格 

ライブストリーミングを視聴するときには、配信サーバーからプレーヤーに対して、一定のデータ構造

に従ったストリーミングデータを配信する必要があり、そのための規格が複数定められています。 

 
視聴に利用するプレーヤーがどのコンテナ形式を利用するかによって、利用できるストリーミング規

格が決まります。 

HLS（HTTP Live Streaming） 

Web ブラウザとWeb サーバーとの間で、ストリーミングデータを配信するための規格です。

コンテナ形式として MPEG2 TS を利用します。 

 
Web ブラウザをプレーヤーとして利用する場合のストリーミング規格として現在最も普及してい

ます。 

MPEG-DASH（Dynamic Adaptive Streaming over HTTP） 

HLS、Smooth Streaming、HDS など互換性のない  HTTP ストリーミング規格が乱

立する中で、その標準化を目指して定められた国際標準規格です。コンテナ形式として

MPEG2 TS などを利用します。 

 
YouTube や Netflix  など、大手の動画サイトで既に採用されており、今後普及すること

が予想されています。 

RTMP（Real Time Messaging Protocol） 

Adobe Flash  Player と配信サーバーとの間で、ストリーミングデータを配信するプロトコ

ルです。ストリーミングのデータ構造だけでなく、データの転送プロトコルも含めた規格となってい

ます。HTTP 上で配信するRTMPT、HTTPS 上で配信するRTMPS という派生規格が

あります。 

転送プロトコル 

配信サーバーに置かれたコンテナは転送プロトコルによってプレーヤーに配信されます。 

HTTP 

Web ブラウザとWeb サーバーとの間のデータ転送を行うプロトコルです。ポート番号とし

て 80（TCP）を利用します。 

RTMP 

前述の通り、Adobe Flash  Playerと配信サーバーとの間のデータ転送を行います。ポート

番号として 1935（TCP）を利用します。 

配信サーバー 

プレーヤーに配信されるコンテナを配置するために、利用する転送プロトコルに対応した配信サー

バーを構築する必要があります。配信サーバーには、Web サーバーと専用サーバーの 2 種類があ

ります。 
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Web サーバー 

ストリーミングデータの転送プロトコルにHTTP を利用する場合は、配信サーバーとして

Apache や nginx などの一般的な Web サーバーを利用します。 

専用サーバー 

RTMP など専用の転送プロトコルを利用する場合は、そのプロトコルに対応した専用の配信

サーバーを構築する必要があります。Adobe Flash Player 用の配信サーバーとして

Adobe Media Server があります。 

 

5.3.3 視聴品質に影響する技術要素 

ビットレート 

ライブストリーミングの視聴品質は、1 秒間に処理または送受信されるストリーミングデータの量に

大きく影響されます。この単位時間あたりの処理量や送受信量を「ビットレート」と言い、bps（bit per 

sec）を単位として表現されます。 

 
ビットレートには動画と音声の2 種類があり、それぞれ独立して設定されます。 

動画ビットレート 

1 秒間に処理・送受信する動画データ量です。 

音声ビットレート 

1 秒間に処理・送受信する音声データ量です。 

 
高品質な動画や音声を配信する場合には、大量のストリーミングデータをスムーズに転送するため

に、ビットレートを高くする必要があります。ビットレートを上げ過ぎると、通信回線や視聴者が利用する

プレーヤーに負担をかけ、ライブストリーミングが不安定になる可能性があります。 

 

5.4 変換における技術要素 

 
変換における技術要素には、「コンテンツデータの変換技術」と、「コンテンツデータの転送技術」の 

2 つがあります。 

 
 

コンテンツデータの変換技術 

トランスコーダ 

コンテナ 

コンテンツ保護 

 
コンテンツデータの転送技術 

 

 

 

 

変換  

図 5.3 変換における技術要素 

 
5.4.1 コンテンツデータの変換技術 

トランスコーダ 

符号化されたデータを、デコードせずにそのまま別の符号化形式に変換することを「トランスコード」

と言い、その装置やプログラムのことを「トランスコーダ」と言います。 

転送プロトコル 

トランスコーダ 

 

トランスコーダ       

RTMP な ど 

コンテンツ保護 

MP4など 

コンテナ 

Webサーバー 

転 送 

プロトコル 

エンコーダ 
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通信

回線 

 
有線・無線など 

フルHD・HD など 

HDMI・フォンプラグなど 

音声端子方式 

HDMI・USB など 

ビデオ端子方式 

ビットレート 

画素数 

フレームレートフ

レームサイズ 

エンコーダ 

カメラ・マイク 

HLS を利用したライブストリーミングでは、カメラ（エンコーダ）から転送されてきた高圧縮のコンテ

ナを、ライブストリーミング用のコンテナにほぼリアルタイムで変換するためにトランスコーダを利用し

ます。 

コンテナ 

コンテンツデータの変換においては、2 種類のコンテナ形式を利用します。 

1. ライブ会場からの転送に利用するコンテナ形式 

利用するトランスコーダやエンコーダの仕様によって、転送時のコンテナ形式が決まります。 

2. 視聴者向けストリーミングデータに利用するコンテナ形式 

配信サーバーに配置するストリーミングデータは、視聴者のプレーヤーが利用するコンテナ形式

に変換する必要があります。ストリーミング規格に HLS や MPEG-DASH を利用する場合

は MPEG2 TS 形式を利用します。 

コンテンツ保護 

利用するトランスコーダによっては、トランスコードを実施するタイミングでコンテナのコンテンツ保

護を行うことができるものがあります。 

 
コンテンツ保護の利用例としては、権限外の視聴や他者による再配信の防止、著作権の管理な

どがあります。 

 

5.4.2 コンテンツデータの転送技術 

転送プロトコル 

ライブ会場で収録した動画データや音声データなどのコンテンツデータは、転送プロトコルによって

エンコーダからトランスコーダに転送されます。 

 
実際に利用できる転送プロトコルは、トランスコーダとエンコーダの仕様に依存しますが、ライブストリ

ーミングの場合には、現在は RTMP が広く利用されています。 

 

5.5 収録（ライブ会場）における技術要素 

 
収録（ライブ会場）における技術要素には、「収録した動画や音声のデータを伝送する技術要素」

「動画収録に必要な技術要素」「音声収録に必要な技術要素」の3 つがあります。 

 
ライブ会場 

 
データを伝送する技術要素 

 

  
動画収録に必要な技術要素 

画素数 フレームサイズ 

ビットレート フレームレート 

ビデオ端子方式  

 
音声収録に必要な技術要素 

 
 

 

収録  
 

図 5.4 収録（ライブ会場）における技術要素 

ビットレート 

通信回線 

トランスコーダ 

音声端子方式 
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5.5.1   データを伝送する技術要素 

通信回線 

ライブ会場で収録した動画や音声のデータをトランスコーダに伝送するために、有線もしくは無線

の回線を利用してインターネットに接続する必要があります。 

有線 

LAN ケーブルを利用して、インターネットに接続する方法です。安定した接続と帯域の確保ができ

るメリットがあります。 

 
ケーブルの配線が必要になることと、カメラの設置場所がケーブルの届く範囲に限定されること

がデメリットとなります。 

無線 

Wi-Fiのアクセスポイントやモバイルルーターの基地局を経由してインターネットに接続する方法

です。物理的な配線が不要なため、無線の電波が届くところであればどこでもカメラを設置で

きるメリットがあります。 

 
電波状況や提供回線の品質によって不安定になる可能性があることがデメリットとなります。 

 
通信回線の選択は、ライブストリーミングの品質に大きく影響します。高品質で安定したライブストリ

ーミングを行う必要がある場合は、有線を確保することをお奨めいたします。 

エンコーダ 

ライブストリーミングを行う場合、カメラで収録した動画・音声データを符号化してトランスコーダに転

送するためにエンコーダが必要となります。 

 
カメラがエンコーダを内蔵していない場合、以下のいずれかのエンコーダを利用します。 

ハードウェアエンコーダ 

専用のハードウェアを利用してエンコードします。一般的に、ハードウェアエンコーダは機能が限定

されますが、パソコンなしで中継ができるため、比較的簡単に中継環境の構築と中継の作業を行

うことができます。ハードウェアエンコーダ製品としては、Cerevo 社の LiveShell が良く知ら

れています。 

 
カメラとハードウェアエンコーダは USB などで接続し、ハードウェアエンコーダとインターネット

は有線もしくは無線の回線で接続します。 

ソフトウェアエンコーダ 

パソコンにインストールしたエンコード用のソフトウェアを利用して、エンコードします。一般的にソフト

ウェアエンコーダは機能が豊富で、ライブストリーミング中に高度な編集を行うことなどができ

ます。ソフトウェアエンコーダ製品としては、商用製品では 

Telestream 社のWirecast、オープンソース製品では Open Broadcaster 

Software 

（OBS）などが良く知られています。 

 
ソフトウェアエンコーダをインストールしたパソコンとカメラは USB などで接続し、パソコンとイン

ターネットは有線もしくは無線の回線で接続します。 
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5.5.2 動画収録に必要な技術要素 

画素数 

動画の品質は、カメラの持つ画素数に大きく影響を受けます。カメラの画素数には、イメージセンサー

（撮像素子）が持つ物理的な素子の数を示す「総画素数」や、録画時に記録できる画素数を示す

「有効画素数」など複数の種類があります。 

 
一般的には画素数が多いほど高画質になりますが、カメラのイメージセンサーや画像処理機能、レ

ンズの性能にも大きく左右されますので、カメラのスペック全体のバランスも重要になります。 

フレーム数（フレームレート） 

動画の品質は、カメラが単位時間あたりに処理するフレーム数（書き換えの回数）にも大きく影響

を受けます。フレーム数は、fps（frame per second）を単位として表現され、 

1 秒あたりの書き換え回数が多いほど動画の表現が滑らかになります。 

 
スポーツなど動作の激しいものを配信するときには、フレーム数が少ないとカクカクとした不自然

な映像となってしまうため注意が必要です。 

フレームサイズ 

カメラが動画を記録する際の 1 コマ（フレーム）の縦横サイズをフレームサイズと言います。快適にライ

ブストリーミングを視聴するためには、プレーヤーが想定するフレームサイズと実際の動画のフレーム

サイズが一致している必要があります。 

 
フレームサイズには、一般的に以下のような分類があります。 

SD 

標準精細度ビデオとも呼ばれ、概ね横 720 ピクセル×縦 480 ピクセルのフレームサイズ

のものを言います。アナログテレビ放送や DVD などで利用されています。 

HD 

高精細度ビデオと呼ばれるもののうち、概ね横 1,280 ピクセル×縦 720 ピクセルより

フレームサイズが大きいものを言います。デジタルテレビ放送などで利用されています。 

フル HD 

高精細度ビデオと呼ばれるもののうち、概ね横 1,920 ピクセル×縦 1,080 ピクセルより

フレームサイズが大きいものを言います。Blu-ray などで利用されています。 

 
この他に、「ウルトラ HD」と呼ばれる超高精細度のフレームサイズもあります。 

ビデオ出力端子形式 

カメラとエンコーダやパソコンなどの外部機器を接続するためには、カメラのビデオ出力端子と同

じ形式のケーブルが必要になります。 

 
カメラのビデオ出力端子として一般的に利用されている形式には、以下のものがあります。 

RCA 端子 

赤白黄の 3 つの端子があるアナログ端子です。日本の映像・音響機器で一般的に利用されてい

ます。 

USB 端子 

パソコンと周辺機器を接続するデジタル端子です。USB 端子にはサイズや形状によって複数

の種類があります。 
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HDMI 端子 

デジタル家電やパソコンを接続するためのデジタル端子です。HDMI 端子にも複数の種類が

あります。 

BNC 端子 

業務用機器などで利用されている信頼性の高いアナログ端子です。パソコンと接続できる専用

カードが販売されています。 

動画ビットレート 

動画の品質は、カメラやエンコーダで設定できる動画ビットレートにも大きく影響を受けます。動画

ビットレートを上げることで動画の表現力は増しますが、ストリーミングデータはその大半を動画デ

ータが占めるため、上げ過ぎると回線の帯域やプレーヤーの処理を圧迫することになります。そ

の結果、ライブストリーミング自体の視聴品質がむしろ低下してしまう場合があります。 

 
最適の動画ビットレートを決定するためには、利用する回線環境やユーザーの視聴環境に合わせて

個別に調整する必要があります。回線に必要な帯域の目安として、動画ビットレートと音声ビットレー

トの合計が利用する回線の帯域の 1/2 に収まること、というものがあります。例えば、動画のビッ

トレートが 2Mbps、音声のビットレートが 96kbps  の場合、回線の帯域としては 4Mbps が

目安となります。 

 
従量制で課金される回線を利用している場合は、動画ビットレートを上げることでデータ通信料金

も増えることにご注意ください。 

 

5.5.3 音声収録に必要な技術要素 

音声入出力端子形式 

カメラに外部マイクを接続する場合や、カメラからの音声をエンコーダやミキサーなどに接続する

場合には、それぞれの入出力端子と同じ形式のケーブルが必要になります。音声の音声入出力端

子として一般的に利用されている形式には、以下のものがあります。 

RCA 端子（ピン端子） 

赤白の 2 つの端子があるアナログ端子です。日本の音響機器で一般的に利用されていま

す。 

フォーン端子 

棒状のプラグを利用したアナログ端子です。標準端子（標準プラグ）やミニ端子（ミニプラグ）など

複数の形状があります。 

キャノンコネクタ（XLR タイプコネクタ） 

業務用音響機器で利用されているアナログ端子です。施設によってはキャノンコネクタがコンセン

トとして壁面などに設置されている場合があります。 

音声ビットレート 

音声の品質は、カメラやエンコーダで設定できる音声ビットレートに影響を受けます。 

 
音声ビットレートを上げることで音声の表現力は増しますが、ライブストリーミングで最も利用され

ている音声コーデックである AAC では、通信回線の帯域に余裕が無い場合は 

32 〜  64kbps 程度（モノラル音声）とし、一般的には 96 〜128kbps 程度、特に音質を

重視する場合でも192 〜 320kbps 程度で十分とされています。 
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第  6  章『streampack  LIVE』による
ライブストリーミング（準備編） 

ライブストリーミングを成功させるためには、事前に適切な検討や準備をしておくことが重要とな

ります。本章では『streampack LIVE』を利用してライブストリーミングを行う場合に行う事前

の検討や準備、ライブストリーミング当日に行うことを解説します。 

 

6.1 配信概要の検討 

 
最初に、どのような視聴者に対してどのような内容をライブストリーミングで提供するかを検討し

ます。 

 
一言でライブストリーミングと言っても、収録する対象や環境、視聴者の環境などによって必要とな

る準備は異なります。本節では、カンファレンスなどの比較的検討項目の少ない屋内でのイベント

を例として、配信内容の検討で必要な事項をご紹介いたします。 

 
スポーツイベントや屋外のイベントをご検討の場合は、cloudpack スタッフに別途ご相談くださ

い。 

 

STEP 1：視聴者に関する情報 
 

最初に、視聴者に関する情報を検討します。 

図 6.1 配信概要の検討（視聴者に関する情報） 

 

1. 配信先デバイス 

想定する視聴者がライブストリーミングの視聴に利用するデバイスを決定します。 

 
『streampack  LIVE』を利用してライブストリーミングを行う場合、視聴者の視聴環境は主にパ

ソコンまたはスマートデバイスを想定することになります。 

 
パソコンは処理能力が高く、また比較的安定した通信環境に接続されているため、高画質のライ

ブストリーミングの視聴に適しています。 

 
一方、スマートデバイスはどこでも視聴できる手軽さが魅力ですが、通信環境は必ずしも安定してい

るとは限らず、また電源の制約から高い処理能力はあまり期待できないため、比較的低画質のライ

ブストリーミングの視聴に適しています。 

 
想定する配信先デバイスによって、ストリーミングデータのフレームサイズやビットレートなどがおおよ

そ決まります。 

視聴者 

想定同時視聴者数 ライブ会場 

通信 カメラ・マイク 
回線 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ エンコーダ 

配信先デバイス ビットレート フレームサイズ 

ビデオ端子方式 

ランディングサイト トラッキング用のタグ 
音声端子方式
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モバイルデバイス向け フレームサイズ : 480x270 

ビットレート: 400kbps（音声ビットレートも低め、モノラル） 

通常パソコン向け フレームサイズ : 960x540（SD 相当） 

ビットレート: 1,200kbps 

高性能パソコン向け フレームサイズ : 1,280x720（HD 相

当） ビットレート: 2,200kpbs 

 

2. 想定同時視聴者数 

ライブストリーミングによる配信サーバーへの負荷を予測するために、当日想定される同時視聴

者数を決定します。 

3. トラッキング用のタグ 

ライブストリーミングへの視聴者のアクセス状況を把握したい場合は、Google 

Analytics が提供するタグを利用してトラッキングを行います。 

 
トラッキング用のタグについては、早い時期に決めておくことをお奨めします。設定の詳細につい

ては、お気軽にcloudpack スタッフまでご相談ください。 

 

STEP 2：ライブストリーミングコンテンツに関する情報 
 

次に、ライブストリーミングのコンテンツに関する情報を決定します。 

 

図 6.2 配信概要の検討（ライブストリーミングコンテンツに関する情報） 

 

1. 動作の激しさ 

ライブストリーミングにおいては、収録対象の動作の激しさが動画品質に大きく影響するため、事

前に以下の確認をします。 

収録対象の人物や背景が、激しい動作をするか。 

例えば、プレゼンテーションにアニメーションが表示される場合、動画品質に影響する可能性が

あります。 

収録場所の光量が頻繁に変わるか。 

例えば、登壇者に日光が当たる場合、雲の動きなどで一時的に動画品質が劣化する可能性

があります。 

 
動作の激しさは、収録機器の選定や設定などにおいて重要な判断要素となります。 

視聴者 ネットワーク品質 

ライブ会場 

通信

回線 
カメラ・マイク 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ エンコーダ 

ビットレート 

ランディングサイト 

画面上に表

示する情報 

フレームサイズ 動作の
激しさ 

収録品質 
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2. 収録品質 

ライブストリーミングの品質は、収録時の品質を上回ることはできないため、ライブ会場における収

録品質を事前に決定しておきます。 

 
1. 視聴者の視聴環境を想定してフレームサイズ（「HD」「フル  HD」など）を決定します。 

2. 収録した動画をライブストリーミング以外の用途で再利用するかどうかを決定します。 

 
再利用する場合、一般的にライブストリーミングに求められる画質よりも高画質で収録する必要が

あります。 

 
これらは収録機器を調達するときに重要な判断要素となります。 

3. ネットワーク品質 

ライブストリーミングの配信品質は、ネットワーク環境に大きく依存します。ネットワーク回線の品質が

高く帯域に余裕があれば、高品質の動画と音声を安定した環境で配信することが可能になりま

す。逆に、回線品質が低く帯域が狭ければ、再生の遅延を回避するために動画品質を下げる必要

が発生し、また当日のライブストリーミング自体が不安定になるリスクも高まります。 

 
ライブストリーミングに求められるのが速報性（低品質）なのか、視聴性（高品質）なのかに応じて、

必要となるネットワーク品質および帯域を事前に決定しておきます。決定したネットワーク品質は、

会場の選定などにおいて重要な判断要素となります。 

4. 画面上に表示する情報 

ライブストリーミングにおいては、イベントタイトルや登壇者などの情報を画面上に表示することが

できます。この表示は、イベントタイトルのようにライブストリーミング中は固定して表示するものと、

登壇者氏名のように必要な時に動的に表示・消去するものとで実現方法が異なります。 

 
事前に、これらの表示すべき情報を決定しておきます。表示する情報によっては、デザイナーへの発注な

どリードタイムが発生することがあるのでご留意ください。 

 
ライブストリーミングコンテンツの検討について、お気軽にcloudpack スタッフまでご相談くだ

さい。 

 

STEP 3：システム冗長化に関する情報 
 

最後に、ライブストリーミング当日のシステム冗長化に関する情報を決定します。 

 
ライブストリーミングのビジネス上の重要さに応じて、データ配信の各経路について冗長化の有無

を決定します。 
 

図 6.3 配信概要の検討（システム冗長化に関する情報） 

視聴者 
お客様冗長化 

ライブ会場 

通信

回線 

カメラ・マイク 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ エンコーダ 

冗長化 

オ 供 プション提 お客様

冗長化 

お客様

冗長化 

ランディングサイト 

 
 

オプション提供 
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お客様による冗長化 

カメラ、エンコーダの予備機 

カメラ、エンコーダの予備機をご用意いただき、ハードウェア故障に備えます。 

 
同スペックの予備機を用意することで、当日に機器故障が発生してもライブストリーミングへの影

響を最小限にすることができます。 

 
『streampack LIVE』で実績にあるカメラ、エンコーダについては、「付録 7:（ご参考） 

『streampack LIVE』に対応する機器」をご参照ください。 

複数の通信回線 

通信回線を複数ご用意いただき、通信回線の不調に備えます。 

 
同品質で異なる通信事業者の回線を用意することで、当日に特定の通信事業者で回線に不

調があった場合でも、別の通信事業者の回線を利用することで影響を最小限に抑えることが

可能になります。 

 

『streampack LIVE』が提供する冗長化オプション 

トランスコーダの冗長化 

『streampack LIVE』では、トランスコーダをマスター/ スレーブの冗長構成とするオプショ

ンメニューをご用意しています。マスターの障害時にはお客様のエンコーダの接続先をスレーブ

に切り換えてご利用いただくことができます。 

ランディングサイトの冗長化 

ランディングサイトとして『streampack  LIVE』のオプションメニューをご利用いただいている

場合は、冗長構成でご提供いたします。 

 
『streampack  LIVE』が提供する冗長化オプションの詳細については、お気軽に  cloudpack ス

タッフまでご相談ください。 

 

6.2 ライブ会場の選定・下見 

 
ライブストリーミングのコンテンツに関する情報の決定後、なるべく早い時期にその収録に適したラ

イブ会場を選定します。 

 
ライブ会場選定で大切なことは、候補となる会場に実際に訪問し、会場での収録環境を把握し、

確認事項について会場管理者に直接質問することで疑問点や不安を解消しておくことです。 

 
既に会場が確定している場合であっても、実地で会場の物理的な制約を把握し、早い段階で必

要な対応を行うことで、理想的な環境でライブストリーミングを行うことが可能になります。 
 

図 6.4 ライブ会場の選定・下見 

ネットワーク環境 機材の配置 

ライブ会場 

カメラ・マイク 

インターネット 

照明・音声 
配線と

必要部材 

音声端子方式 

ビデオ端子方式 

エンコーダ 

通信

回線 
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ここでは、会場の選定・下見におけるチェックポイントを解説します。 

 

POINT 1：ネットワーク環境 
 

ライブストリーミングの配信品質は、インターネットへの接続に利用するネットワーク環境に大きく依存

します。 

 
会場のネットワーク環境のチェックポイントは、以下の通りです。 

1. 提供されているネットワーク環境 

ライブ会場で提供されるネットワーク環境には、一般的に以下の 2 種類があります。 

 
• 有線 LAN 

• 無線 LAN（Wi-Fi） 

 
有線 LAN が提供されている場合は、可能な限り有線 LAN を利用します。 

 
無線 LAN（Wi-Fi）が提供されている場合は、アクセスポイントをライブストリーミングで占有でき

るかを確認します。観客と共有しなければならないなどの理由によってアクセスポイントを占有で

きない場合、同時接続人数によってはライブストリーミング中に回線が不安定になり、配信が途切

れる可能性が高くなります。 

 
どちらも提供されていない場合は、会場をサービスエリアに含むモバイルルーターなどの公衆アク

セス網を利用する必要があります。 

2. 上流回線の種別・帯域 

ライブ会場で有線 LAN もしくは無線 LAN（Wi-Fi）のネットワーク環境が提供されている場合

は、ライブ会場が契約しているインターネット接続回線のうち、ライブストリーミングで利用する回

線の種別と帯域を可能であれば確認します。 

回線の種別 

インターネット回線として、主に帯域保証型とベストエフォート型の 2 種類が使われています。帯

域保証型の方が高品質で安定した通信を行うことができます。 

帯域 

1Gbps 以上の帯域を利用できればかなり余裕があります。会場の許可が得られるのであ

れば、インターネット上の速度計測サービスを利用して実際の帯域を測ることもインターネット回

線の品質を確認する上で有効です。 

 
回線の種別がベストエフォート型で帯域が狭い場合は、ライブストリーミング当日に回線を占有

利用できるかどうかを確認します。（ライブ会場の規約などで占有利用を行うことが無理な場

合もあります） 

 
回線の品質を事前に把握することでトラブル発生時に原因調査がしやすくなります。 

プロキシサーバーやファイアウォールの存在 

ライブ会場のネットワークを利用する場合、接続しているネットワークからインターネットへの経路

上にプロキシサーバーやファイアウォールが設置されていると、ライブストリーミングに必要な

通信が正常に行われない場合があります。 

 
事前に会場管理者に確認し、不明な場合は許可を得た上で、疎通確認をするようにしましょう。 
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POINT 2：照明・音声 

1. 照明 

ライブストリーミングの動画品質を良好に保つためには、カメラのイメージセンサーに対して適切な

光量を維持することが重要になります。 

 
カンファレンスなど壇上で講演するイベントの場合には、壇上の照明を確認します。可能であれば、

実際に照明を点灯し、会場全体および壇上の光量を確認することをお勧めします。この照明の確

認は、カメラの配置を決める上で重要な判断要素となります。 

2. 音声 

ライブストリーミングの音声品質を良好に保つためには、適切な音質と音量の音声がカメラに入

力される必要があります。 

 
カメラ標準のマイクでもある程度の音声品質で録音することができますが、壇上との距離による

減衰や観客席からのノイズを回避するためには、壇上のマイクなど音源に近い集音装置を利用す

ることをお勧めします。この音声の確認は、音響装置とカメラの間の配線を決める上で重要な判断

要素となります。 

 

POINT 3：機材の配置 

1. カメラの配置 

ライブストリーミング時のカメラの設置場所を決めます。 

 
カンファレンスなど壇上で講演するイベントの場合には、プロジェクターの投影画面の真正面後方

を起点に、登壇者の顔の位置や客席の配置を確認しながら設置場所を調整していきます。 

2. エンコーダの配置 

カメラの配置が決まったら、エンコーダの設置場所を決めます。 

 
ハードウェアエンコーダを利用する場合はカメラの真下など比較的場所を取らずに設置できます

が、ソフトウェアエンコーダを利用する場合は、インストールされたパソコンを設置し操作できるスペ

ースが必要となります。 

3. 音響機器の配置 

登壇者や司会者など複数のマイクからの音声を収録する場合は、マイクとカメラの間にミキサーな

どの音響機器が必要となります。 

 
会場の音響機器を利用できる場合は、その音響機器の配置を確認します。会場の音響機器を

利用できないもしくは利用しない場合は、持ち込む音響機器の設置場所を決める必要があり

ます。 

 

POINT 4：配線と必要部材 
 

機材の配置が決まったら、各機材の配線を検討し、ケーブルなどの必要となる部材を把握します。 

1. 電源ケーブルの配線 

短時間のライブストリーミングであれば、カメラ、ハードウェアエンコーダ、パソコンについては内蔵バ

ッテリーで電源を確保できる場合もありますが、それ以外の機材を利用する場合や、長時間のライ

ブストリーミングを行う場合には電源への接続が必要になります。 

 
それぞれの機材の配置位置から、会場の電源コンセントまでの距離を確認します。機材の 
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付属の電源ケーブルでは長さが足りない場合は、電源延長ケーブルを確保する必要があります。 

2. ネットワークケーブルの配線 

有線 LAN を利用する場合は、ネットワークのコネクタの場所を把握し、会場内でどのようにケーブ

ルを引き回せるかを確認します。ネットワークのコネクタとカメラの設置場所が遠い場合、会場に仮

設ネットワークの敷設を依頼するか、自分でネットワークケーブルを確保する必要があります。 

 
無線 LAN（Wi-Fi）を利用する場合は、アクセスポイントの設置場所を把握し、会場内での電波

強度を確認します。 

 
モバイルルーターなど通信事業者が提供するモバイル通信サービスを利用する場合は、会場内で

の電波状況を確認しておくことをお勧めします。 

3. 音声ケーブルなどの配線 

ミキサーなどの音響機器を利用する場合は、マイク−音響機器−カメラの間に音声ケーブルを

配線する必要があります。ミキサーとして会場の音響機器を利用する場合は、業務用の音声ケーブ

ルが必要となる場合もあります。 

 
複数のカメラを利用してライブストリーミングを行う場合は、動画用ケーブルを配線する必要があ

ります。 

 

6.3 視聴者向け配信システムの準備 

 
ライブストリーミングを視聴者に適切に提供するために、なるべく早い時期に配信システムの概要

を決定し、ライブストリーミング当日の一定期間前までには提供可能になっている必要があります。 

 
視聴者向け配信システムの構築では、以下を行います。 

 
1. ランディングサイトのシステム基盤構築 

2. ランディングサイトのコンテンツ準備 

 

図 6.5 ランディングサイトの構築 

 
STEP 1：システム基盤の準備 

 
ライブストリーミングの配信では、以下の 2 つの配信基盤を利用します。 

配信サーバー 

ライブストリーミングのコンテンツを配置するサーバーです。視聴者のリクエストに従ってコンテンツデ

ータを配信します。 

 
『streampack LIVE』では、ライブストリーミング用の配信サーバーをご提供しており、お客様で

ご用意いただく必要はありません。 

視聴者 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ 

ランディングサイト 

コンテンツ準備 

システム基盤構築 
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ランディングサイト 

ライブストリーミングを行うときには、ライブストリーミングに関する告知や関連するコンテンツを掲

載するためにランディングサイトを用意するのが一般的です。 

構成例 : 自社サイトに設置する場合 

WordPress を利用して自社サイト内にランディングサイトを設置する場合の構成例です。 

図 6.6 自社サイトでの構成例（WordPress を利用） 

 

構成例 : Amazon S3 上に設置する場合 

Amazon S3 のWeb サイトホスティング機能を利用してランディングサイトを設置する場合の

構成例です。 

 

 

 

 

 

 
東京リージョン 

 

 

 

 
図 6.7 AWS での構成例（例） 

 

cloudpack では、オプションサービスでランディングサイト用に AWS を利用したシステム基

盤のご提供を行なっています。詳細については、cloudpack スタッフにお問い合わせください。 

 

STEP 2：コンテンツの準備 
 

ライブストリーミングを効果的に行うためには、視聴者を適切にライブストリーミングに誘導する

ためのコンテンツと、ライブストリーミング中の動画に表示されるわかりやすいロゴやタイトルなど

を準備する必要があります。 

1. ランディングサイト用コンテンツ 

ランディングサイトは、ライブストリーミングコンテンツへの誘導を行う Web サイトです。以下のコン

テンツを用意し、配信システム上に配置します。 

告知用コンテンツ 

ライブストリーミングに関する以下のようなコンテンツを用意します。 

 
• 開催告知用コンテンツページ 

• 完了告知用コンテンツページ 

• 関連する情報に関するコンテンツ 

視聴者 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ 

EC2 

ランディングサイト 自社サイト 

視聴者 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ 

EC2 

ランディングサイト 

 

S3 
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視聴者 

ストリーム
受信用URL 

ストリーム
配信先URL 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ 

転 送 
プロトコル 

ランディング用URL 

ランディングサイト 

オプションご利用の場合 
ランディングサイト 

エンコーダ 

告知用コンテンツの詳細については、「付録 4: コンテンツの準備」をご参照ください。 

プレーヤー 

『streampack LIVE』を利用してライブストリーミングを行う場合は、プレーヤー用の 

HTML タグをランディングサイトに埋め込んでいただくことにより、視聴者は配信サーバーを意

識することなくライブストリーミングを視聴することができるようになります。 

 
プレーヤーの詳細については、「付録 2:『streampack LIVE』の HTML5 プレーヤー」

をご参照ください。 

2. ライブストリーミング用補助コンテンツ 

ライブストリーミング中は、動画の画面上に各種情報を掲載することが可能です。一般的には以下

のような補助コンテンツを用意します。 

イベント情報（常時表示） 

会社名、ロゴ、イベント名、キャッチコピーなど 

登壇者情報（必要時に動的に表示） 

氏名、所属など 

差し替え用コンテンツ 

ストリーミング終了後に表示する完了用コンテンツや、回線不安定などによりライブストリーミング

が中断した時に表示する中断用コンテンツなど 

 
ライブストリーミング用補助コンテンツの詳細については、「付録 4: コンテンツの準備」をご参照

ください。 

 

6.4 cloudpack スタッフとの調整 

 
『streampack LIVE』では、ライブストリーミング技術に精通した cloudpack  スタッフが、お客

様のコンテンツやライブ会場、配信システムの概要を把握した上で、視聴者様に最適なライブストリー

ミングを配信するお手伝いをいたします。 

 

STEP 1：ヒアリングシートへのご記入 
 

前節までに決定いただいた事項を、「付録 3: streampack LIVE ヒアリングシート」にご

記載の上、cloudpack スタッフにご連絡をお願いいたします。 

 
cloudpack スタッフが内容を確認の上、ライブストリーミングの準備作業に着手いたします。（必要

に応じて、cloudpack スタッフからお客様にヒアリングさせていただく場合があります） 

 

STEP 2：cloudpack スタッフからお伝えする事項 
 

ライブストリーミング実施日の 3 営業日前までに、cloudpack  スタッフからお客様に以下の

情報をご連絡いたします。 

 
 

ライブ会場 

 

 

 

 

 
 

図 6.8 streampack 利用時にお伝えする事項 
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『streampack LIVE』共通 

エンコーダの設定に必要な情報 

エンコーダの設定に必要な以下の情報です。 

• ストリーム配信先 URL 

• 転送プロトコル（rtmp など） 

視聴確認に必要な情報 

会場からの視聴確認に必要な情報です。 

• 視聴用コンテンツの URL（配信サーバー上） 

ランディングサイトオプションをご利用の場合 

• ランディングサイトのURL 

ご提供するランディングサイトのURL になります。 

 
トランスコーダ冗長化オプションをご利用の場合
エンコーダの設定変更に必要な情報 

エンコーダの接続先をバックアップ側に設定する場合に必要な以下の 2 つの情報です。 

• ストリーム配信先URL（バックアップ） 

 

6.5 リハーサル 

 
ライブストリーミングを行う場合、その会場の把握および会場管理者との最終調整のためのリハー

サルはとても重要です。会場の物理的な制約を把握し、早い段階で必要な対応を行うことで、理想

的な環境でライブストリーミングを行うことが可能になります。 

 
リハーサルを行う場合は、可能な限り本番当日と同じ条件で実施することをお勧めします。特に、屋外

など時間帯によってコンディションが変わる会場の場合は、なるべく同じ時間帯でリハーサルを行う

ようにしましょう。 

 
当日まで会場でのリハーサルができない場合は、ライブストリーミング開始前にリハーサルをして

おくことで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。 
 

図 6.9 リハーサルのポイント 

 

注 : リハーサルを行うには、事前に会場管理者の許可およびスケジュールの調整が必要となります。 

視聴者 

インターネットへ
の接続 

トランスコーダ
への接続 

ライブ会場 

通信

回線 
カメラ・マイク 

Webブラウザ 配信サーバー トランスコーダ エンコーダ 

転 送 

プロトコル 

配信テスト 配信テスト 

 
ビットレート 

画 素 数  

フレームレート 

フレームサイズ 

ランディングサイト 

中継品質 

ビデオ端子方式

音声端子方式 

 

照明・音声 機材への配線
振動・騒音 
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6.5.1 事前準備 

機器の準備 

リハーサルに必要となる機器を事前に準備しておきます。 

 
• 通信環境の疎通確認に必要な機器（モバイルルーター、パソコンなど） 

• ライブストリーミングに必要な機器（カメラ、エンコーダ、パソコンなど） 

• 機器の設置に必要なもの（三脚、各種ケーブルなど） 

 
詳細については、「付録 5: ライブストリーミングに必要な備品」をご参照ください。 

情報の準備 

リハーサルに必要となる情報を事前に準備しておきます。 

 
• トランスコーダの URL 

• 配信コンテンツの URL 

• ライブ会場の見取図（入手可能であれば） 

手順 1. インターネットへの接続 

まず最初に、会場で利用するネットワークにパソコンもしくはネットワーク対応エンコーダなどのライブ

ストリーミング機材を接続し、インターネットに正常にアクセスできることを確認します。 

正常に接続できない場合 

正常に接続できない場合は、ライブストリーミング自体ができなくなってしまうため、早期に原因の

特定および代替案の検討が必要となります。トラブルシューティングについては、「付録 8: トラ

ブルシューティング」をご参照ください。 

正常に接続できた場合 

cloudpack  スタッフにご連絡をお願いします。トランスコーダの設定を有効にし、配信サーバ

ーへのコンテンツの送出を開始します。 

手順 2. 機材の配線 

次に、ライブストリーミング当日に利用する機材を実際に設置し、必要となる配線を仮敷設します。 

カメラ、エンコーダの配置 

まず、ファインダーで壇上の映り具合を確認しながら、カメラの位置を決めます。視聴者に見づら

い印象を与えないように、プロジェクターなどの表示装置に対して真正面やや後方に設置し、画

面レイアウトは微調整はズーム機能を利用するのがベストです。 

 
カメラを設置したら、エンコーダ（ソフトウェアエンコーダを利用の場合はパソコン）をカメラの近

辺に設置し、カメラとケーブルで接続します。 

仮配線 

配置したカメラ、エンコーダに以下のケーブルを接続し、会場内に実際に仮敷設します。 

 
• 電源ケーブル 

• 音声ケーブル（壇上マイクや音響設備に接続します） 

• LAN ケーブル（有線 LAN を利用する場合のみ） 

仮敷設しながら、以下の確認を行います。 

• 各ケーブルには余裕があるか 
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余裕がない場合、断線するリスクが高くなります。 

 
• ケーブルが破損する危険性が無いか 

人が踏みやすい、扉に挟まれやすい、などの危険性を確認し、回避方法を検討します。 

 
• 当日のケーブル固定方法 

養生テープでの保護や、タイラップによる結索などの方法があります。 

 
会場のレイアウトによっては、経路を迂回させたり、ワイヤレスマイクなどの無線機器を利用するな

ど工夫が必要になる場合があります。 

カメラ位置の微調整 

仮配線後に、実際のライブストリーミングをイメージしながら以下を確認します。 

 
• 登壇者の顔とプロジェクターの位置関係 

• プロジェクターの文字サイズ 

音声接続確認 

マイクなど音響機器からの音声が、カメラに入力されていることを確認します。一般的には、カメ

ラの音声入力インジケータなどを利用して確認します。 

手順 3. トランスコーダへの接続 

次に、エンコーダにトランスコーダへの接続情報を登録します。この登録が完了すると、ライブスト

リーミングのセッティングは一通り完了したことになります。 

手順 4. 配信テスト 

エンコーダの配信開始ボタンをオンにすると、ライブストリーミングが開始します。約 1 分後にランデ

ィングサイトのプレーヤーから会場の映像および音声が出力されていることを確認します。 

 
正常に配信されない場合は、「付録 8: トラブルシューティング 」をご参照ください。 

手順 5. 中継品質の調整 

ライブストリーミングの配信テストが成功したら、次に中継品質の確認と調整を行います。ここでは、

ライブストリーミングに直接影響がある、回線品質、動画画面のレイアウト、登壇者などの音声の 3 

点を中心に調整します。 

ストリーミング品質 

動画や音声がスムーズに再生されない場合は、エンコーダでビットレートや圧縮率などの調整を

し、ライブストリーミングの最適化を行います。 

 
通信回線としてモバイルルーターを利用している場合は、回線の帯域ギリギリまで使用してしま

うと、回線速度が低下する度にライブストリーミングが中断してしまうので注意が必要です。 

動画画面のレイアウト 

プレゼンテーション資料や講師の顔が見やすい位置に表示されるか、ライブストリーミングを確

認しながら画面レイアウトを調整します。 

登壇者や司会者などの音声 

登壇者や司会者のスピーチがクリアに聞き取れるか、ライブストリーミングを確認しながらマイ

クや音響機器を調整します。音楽や効果音を使用する場合は、その音をクリアに聞き取れるかど

うかも確認します。 
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手順 6. 照明・音声・振動・騒音 

中継品質の確認と調整が完了したら、視聴者が快適にライブストリーミングを視聴できるように、

会場で可能な調整を行います。 

照明 

動画品質については、会場や壇上の照明の明度や角度を調整することで大幅に改善する場合

があります。プレゼンテーション資料や講師の顔が見やすいように、ライブストリーミングを確認

しながら調整します。また、カメラ側でも明るさやコントラストを調整することで改善できる場合が

あります。 

 
カメラのホワイトバランスが正常であることを確認し、照明の色合いが自然になるようにします。 

音声 

音声品質については、マイクの配置や音響機器での調整を行い、音声がクリアに聞こえるか、ラ

イブストリーミングを確認しながら調整します。 

 
特に音割れやハウリングには注意し、ミキサーによる音量調整や、ビデオカメラのノイズキャンセリ

ングを有効もしくは無効するなどのノイズ対策を行います。 

振動・騒音 

会場の内外で発生する振動や騒音によりカメラが影響を受けていない、影響する可能性が

無いか確認します。会場の空調設備や音響設備の他、会場の外部で開催される別のイベン

トからの振動や騒音がライブストリーミングに影響する場合もあります。 

 
特にカメラに対する振動は、動画のデータ容量増加や画質の劣化に繋がるため注意が必要

です。会場内の騒音については、カメラマイクに客席の会話や雑音などが入らないか確認し、必

要があればカメラの設置位置もしくは客席のレイアウトを変更します。 

手順 7. リハーサル時の確認事項 

リハーサル時には、以下の点も確認しておきます。 

ライブストリーミングの中断・再開の実施 

ライブストリーミングの中断、再開は、通常のビデオ録画とは異なり、操作後実際に動作するまで

にある程度のタイムラグが発生します。リハーサル時に、操作方法を確認し、タイムラグについて体感

しておくことをお勧めします。 

問題が発生した場合のフロー確認 

機材や回線に問題が発生した場合に、即時に対応できるように、機材の交換、ネットワーク回線の切

り替え、配信の緊急停止などについて、フローを確認しておきます。 

機材の操作方法の確認 

カメラやエンコーダの操作に習熟していない場合は、ライブストリーミングに必要な操作をリハ

ーサル時に洗い出しておきます。不安な操作については、ライブストリーミング当日までに操作で

きるようにしておきます。 

手順 8. 撤去・退出 

当日、再度設置できるように機材の配置や配線の情報を記録し、機材および仮配線を撤去し

ます。リハーサルが完了したことを、会場管理者に伝えて、会場を退出します。 
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第7章『streampack     LIVE』による
ライブストリーミング（実施編） 

本章では『streampack LIVE』を利用したライブストリーミングの、当日の動きについて解説し

ます。 

 

7.1 ライブストリーミングの準備 

 
ライブストリーミング当日は、配信 1 時間前ぐらいに会場入りし、機材セットアップ開始します。 

 

STEP 1：ネットワーク疎通確認 
 

会場に到着したら、まず最初にネットワークの疎通確認と、ランディングサイトへのアクセス確認をしま

す。 

ネットワーク疎通確認 

会場で利用する回線経由でインターネットにアクセスできることを確認します。 

 
アクセスできない場合は、「付録 8: トラブルシューティング 」を参考にして解決します。 

ランディングサイトの確認 

『streampack LIVE』では、ライブ配信開始の約 1 時間前からお客様から事前にいただい

た開始前コンテンツを配信サーバーに配信しています。会場からランディングサイトにアクセスし、開

始前コンテンツがプレーヤーに表示されていることを確認します。 

 

STEP 2：機材の配線、トランスコーダへの接続、配信テスト 
 

リハーサルを事前に実施した場合は、リハーサル通りに機材の設置や配線、トランスコーダへの接

続、配信テストを実施します。 

 
リハーサルを実施していない場合は、「6.5 リハーサル」を参考に直前リハーサルを実施します。 

 

STEP 3：最終調整 
 

配信テストが正常に完了後、ライブストリーミング開始までの時間に最終的な調整を行います。 

 
ただし、直前の設定変更はトラブルを誘発する可能性があるので、配信テスト完了後の機器の設定

変更はなるべく行わないようにしてください。 

カメラ周辺の調整 

会場における人の動線によっては、観客が動画に映り込んだりノイズや振動の原因となる場合が

あります。会場管理者と相談の上、カメラの周囲に立ち入れないようにロープを張ったり、機材周囲

への立ち入りをブロックすることが有効です。 

スケジュールの再確認 

ライブストリーミングのスケジュールを再確認し、必要な動作や操作について把握しておきます。登

壇者の意向によりライブストリーミングできない時間帯があるなどの理由でデータ転送の停止をする

場合は、そのタイミングとライブストリーミングの停止・再開方法を把握しておく必要があります。 
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問題が発生した場合の対応準備 

ライブストリーミング中に問題が発生した場合の対応について、リハーサル通りスムーズにできるよう

に準備しておきましょう。 

 

7.2 ライブストリーミングの開始 

 
STEP 1：ライブストリーミングの開始 

 
イベントの開始直前にエンコーダの配信開始ボタンをオンにし、ライブストリーミングを開始します。 

 
エンコーダの操作とランディングサイトでのライブストリーミング開始との間に数十秒程度のタイムラ

グが発生することに注意し、予定時刻よりも少し早めに開始します。ライブ会場の雰囲気を伝える

意味でも 5 分くらい前にはストリーミングを流し始めることをお勧めします。 

 
ライブストリーミングを開始したら、ランディングサイトのプレーヤーに会場の映像と音声が流れてい

ることを確認します。 

 

STEP 2：ライブストリーミング中のコンテンツ確認 
 

ライブストリーミング中は、カメラに注意するだけでなく、正常に配信されていることを随時確認しま

す。 

ライブストリーミングの視聴 

正常に配信されていることを確認するには、ライブストリーミングをユーザーと同じ環境で視聴す

ることが最も効果的です。 

 
パソコン環境への配信を実施している場合はパソコンで、モバイルデバイスへの配信を実施してい

る場合はモバイルデバイスで、それぞれ視聴します。 

 
イヤフォンを利用して、音声が聞きとりやすいかも確認しましょう。 

エンコーダの確認 

視聴しているだけでは気付かないトラブルの予兆や原因を把握するには、エンコーダの持つ情報

や警告機能を活用します。 

 
• 警告機能 : エラーが表示されていないか確認します。 

• ネットワーク状況 : 帯域が安定しているか、帯域を圧迫していないかを確認します。 

• ビットレート（bit/ 秒）:   設定したビットレート近似値になっていることを確認します。エンコーダが

提供する機能については、ご利用のエンコーダの取扱説明書をご参照ください。 

7.3 ライブストリーミングの終了 

 
STEP 1：ライブストリーミングの終了 

ランディングサイトの更新 

ライブストリーミングを終了するときは、まずランディングサイトを完了告知用コンテンツに差し換え、そ

の後にエンコーダを停止します。これは、エンコーダを先に止めてしまうと、プレーヤーへのストリーミ

ングデータが途絶してしまい、視聴者にはあたかも通信断が発生したように見えてしまうためです。 
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ライブストリーミングの停止 

エンコーダを操作し、ライブストリーミングを停止します。 

 

STEP 2：機材の片付け 

機材の片付け 

ライブストリーミングに使用した機材すべての電源をオフにし、設置した機材を片付けます。カメラやエン

コーダなどの付属品は紛失しやすいので、慎重に収納しましょう。 

ネットワークの後始末 

会場に敷設した配線を撤去します。ネットワーク撤去では敷設に比べて慎重に欠くことがあるので、

人体や会場設備に傷を付けないように特に注意します。 

忘れ物チェック 

会場に忘れ物をしないように、事前に作成した「備品リスト」で念入りにチェックしましょう。リストの対象に

なる備品については、付録 5: ライブストリーミングに必要な備品をご参照ください。 

 

STEP 3：会場からの撤収 
 

会場管理者に会場のチェックを依頼し、問題が無いようであれば会場から撤収します。 

 

7.4 ライブストリーミングの振り返り 

 
ライブストリーミング後、早い時期にて振り返りを行うことは、次回以降のライブストリーミングをより

良いものにするために有益です。 

 

STEP 1：ライブストリーミングの活動記録 
 

次回以降のライブストリーミングを効率良くより良いものにするために、今回のライブストリーミング

での各種活動を適切に記録して保存します。 

環境情報の記録 

どんな環境でライブストリーミングしていたかは、記憶の風化と共に失われていきます。なるべく

早い時期に環境情報を記録しておきましょう。 

会場の環境 

リハーサルの情報とあわせて当日の構成や設定について記録します。 

配信システムの環境 

配信サーバーおよびランディングサイトの構成や設定について記録します。 

あわせて、利用したコンテンツの概要と媒体を保存しておくと、次回のライブストリーミングの実施や、

他の人への引き継ぎを短時間で実現できるようになります。 

トラブルシューティングの記録 

ライブストリーミング中に発生した、ハードウェア的なトラブルや人為的なトラブルなどを、対処内容とあ

わせて記録しておきましょう。今後のライブストリーミングを企画し、実施するときの参考となります。 

スタッフの振り返り 

ライブストリーミングを実施したスタッフで振り返りミーティングを行い、各スタッフが気付いた点や反

省点、良かった点などをとりまとめて記録しておきます。 
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これらの情報は、次回のライブストリーミングをより良いものにするために重要な情報となります。 

 

STEP 2：視聴者データの集計 
 

Google  Analytics  などでアクセス集計用のタグを設定している場合は、視聴者のアクセス

情報を確認してみましょう。 

 
以下の画面では、1時間おきの視聴ユーザー数を確認しています。 

 
• 同時視聴者数（ユニークユーザー） 

• 利用ブラウザ 
 

図 7.1 Google Analytics の例 

 

これらのデータは、ライブストリーミングの効果測定報告などに活用することができます。 
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第8 章『streampack LIVE』の事例 

8.1 AWS Summit Tokyo 2016 ライブ配信 

 
Amazon Web Services（AWS）クラウドに関するカンファレンス「AWS Summit」、その

中でも10,000 人以上が集まる世界最大規模のカンファレンスである「AWS Summit 

Tokyo 2016」において、ライブ配信を行いました。 
 

新時代の幕開け、サーバーレスアーキテクチャの衝撃！ 

〜開発・運用・セキュリティ・コストがどう変わる？〜

https://cloudpack.jp/event/aws-summit-tokyo-

2016.html 

 

8.2 SORACOM Conference 2016 "Discovery"ライブ配

信 

 
株式会社ソラコムが提供する IoT 通信プラットフォーム SORACOM に関する最新の技術

情報や活用事例をお届けする1Day カンファレンス「SORACOM Conference 

2016 

"Discovery"」において、基調講演や複数のセッションのライブ配信を行いました。 
 

 
基調講演「Discovery 〜IoT の最先端を探しに〜」 

（ 株 式 会 社 ソ ラ コ ム 代 表 取 締 役 社 長 玉 川 憲 氏 に よ る 講 演 ） 

https://cloudpack.jp/event/soracom-conference-2016-

discovery.html 
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第9章 ストリーミングデータを活用する 
『streampack VOD』 

ライブストリーミングは、速報性のある情報と臨場感を視聴者にもたらし、新たなビジネス価値をお

客様にもたらします。このストリーミングデータを活用し、視聴者が見たい時にいつでも視聴できる

よう（オンデマンド）にすることで、新たな視聴者を取り込み、リピーターを増やすなど、そのライブスト

リーミングのビジネス価値をさらに拡大することができます。 

 
オンデマンド配信を可能にするために、cloudpack ではビデオオンデマンド専用プラットフォー

ムサービス『streampack VOD』をご提供しています。 

 
『streampack  VOD』では、『streampack   LIVE』で収録したストリーミングデータなどの

動画素材をオンデマンド配信向けに最適化することで、お客様専用のポータルサイトから各種デバ

イスに対して適切な配信を行うことができます。 

 
『streampack LIVE』と『streampack VOD』の両方を同時にご利用いただくことで、 

『streampack LIVE』でライブストリーミングを行ない、収録したストリーミングデータを 

『streampack  VOD』でオンデマンド配信向けに最適化して、お客様専用のポータルサイトに公

開するまで、短時間かつワンストップで実現することができます。 

 

9.1 『streampack VOD』のメリット 

 
メリット1：短期間・手軽にビデオオンデマンド配信を実現 

 
『streampack  VOD』は、ビデオオンデマンド配信に必要な機能をワンパッケージでご提供し、

短期間にお客様がご希望するビデオオンデマンド配信を実現します。 

 
『streampack   VOD』が提供するお客様専用のポータルサイトに動画データをアップしていただ

くことにより、動画のサイズやフォーマット変換などの最適化処理が自動で行われ、各デバイスに対応

したオンデマンド配信を短時間で開始することができます。 

 
『streampack  VOD』は、お客様にとってはシンプルでありながら、視聴者にとって最適なビデ

オオンデマンド配信プラットフォームをパッケージ化してご提供いたします。 

 

メリット2：ポータルサイトの柔軟な活用 
 

『streampack VOD』は、お客様専用のポータルサイトをご提供します。 

 
お客様のビジネス特性に合わせ、ビデオコンテンツのカテゴリ分けやキーワード検索機能など、高

機能で独自性の高い動画ポータルサイトを提供することが可能です。 

 

メリット3：低コストでビデオオンデマンドを実現 
 

『streampack VOD』は、初期費用 0 円、月額 9 万円からという低価格でポータル機能を

含めたビデオオンデマンド基盤をご提供いたします。 

 
低価格でありながらサポートも手厚くご用意しており、ビデオオンデマンド配信の経験が豊富で高

いスキルやノウハウを有するcloudpack スタッフが、お客様に最適なビデオオンデマンド配

信を実現するお手伝いをいたします。 
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9.2 『streampack VOD』の基本サービス 

 

オンデマンド配信 • ビットレート・サイズ最適化 

• プレーヤー機能（PC/スマートフォン対

応） 

コンテンツ管理（ポータル機能） • 動画コンテンツ検索機能（視聴者向け） 

• アップロード / トランスコード 

• 公開設定（配信地域フィルタリングなど） 

• アカウント管理 

• 広告管理・配信 

 

9.3 『streampack VOD』のオプションサービス 

 
『streampack  VOD』のオプションサービスについては、cloudpack   スタッフまでお問い合

わせください。 

 

9.4 『streampack VOD』の利用料金 

 
『streampack VOD』は、以下の利用料金でご提供しています。 

 
導入後のご利用部分のみ費用がかかり、導入に係る初期費用は必要ありません。 

料金の種類 金額 備考 

初期費用 0円 
 

月額費用 プラットフォーム利用料： 

9万円〜 

ポータル機能込み 

データエンコード費用 従量課金 ストレージ / 対応デバ

イス数によります。 

配信費用 データ転送費用 

（CDN 専用プランの場合）: 

1GB あたり 0.1ドル 

 

 

9.5 『streampack VOD』のお申し込みと導入 

 
『streampack VOD』のお申し込みは、cloudpack 営業担当までご相談ください。 

 
『streampack  LIVE』のストリーミングデータを『streampack   VOD』で公開する場合は、ビ

デオオンデマンド配信用のストリーミングデータを別途保存する必要がありますので、ライブストリ

ーミング実施前にご相談ください。 

 

9.6 『streampack VOD』のカスタマイズ・連動するシステムの開発 

 
『streampack  VOD』では、ポータルサイトのカスタマイズや、ポータルサイトと連動する各種シ

ステムの開発を行なっております。 

 
ライブストリーミング/ ビデオオンデマンド配信の次のステップとして、システム開発を伴う新規サー

ビスのご相談も承っております。お気軽に cloudpack 営業担当までお問い合わせください。 
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第10 章 付録 1: 参考となる情報やドキュメント 

HTTP ライブストリーミングの概要 

https://developer.apple.com/jp/documentation/Streaming

MediaGuide.pdf  

 
HTTP Live Streaming draft-pantos-http-live-

streaming-19 
https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-

streaming-19 

https://developer.apple.com/jp/documentation/StreamingMediaGuide.pdf
https://developer.apple.com/jp/documentation/StreamingMediaGuide.pdf
https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-19
https://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-19
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第11 章 付録 2:『streampack LIVE』の 
HTML5 プレーヤー 

『streampack LIVE』を利用してライブストリーミングを行う場合は、プレーヤー用の 

HTML タグをランディングサイトに埋め込んでいただくことにより、視聴者は配信サーバーを意識す

ることなく、ライブストリーミングを視聴することができるようになります。 

 
従来は、セキュアで動画を再生するためには RTMP プロトコルで Flash Player（Adobe） 

または   Silverlight（Microsoft）  のプレーヤーを使って動画再生するのが主流でした。し

かし、昨今では Chrome などのブラウザが Flash などの技術を非推奨としたり 

YouTube、Netflix などもHTML5 プレーヤーを利用していることから、今後は 

HTML5 プレーヤーが増えてくることが想定され、『streampack  LIVE』においても、

Video.js を利用したHTML5 プレーヤーをご提供しています。 

 

11 .1 ランディングサイトへのプレーヤーの組み込み方法 

 
HTML ヘッダー 

 
HTML ヘッダーに、関連ファイルの読み込みを記述します。 

記述（例）: 
 

 

HTML 本文 
 

HTML 本文のプレーヤーを埋み込みたい部分に、下記の video タグを埋め込み、source 

src タグに配信サーバー上のマニフェストファイル（拡張子 :m3u8）を指定します。 

記述（例）: 
 

<link  href="//vjs.zencdn.net/5.9.2/video-js.min.css"  rel="stylesheet"> 

<script   src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/ jquery.min.js"></script> 

<script  src="//vjs.zencdn.net/5.9.2/video.min.js"></script> 

<script  src="< プレーヤーの URL>"></script> 

<video  id="video"  width=960  height=540  poster=""  class="video-js  vjs- default-skin"  

data-setup='{"language":"ja"}'  controls> 

<source  src="< マニフェストファイルのURL>",  type="application/x-mpegURL"> 

</video> 
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WordPress の例 

WordPress の編集画面（例）です。赤枠の 部分がプレーヤーのタグになります。 
 

 

以下は、実際に Web サイトに表示される画面（例）です。ライブストリーミング中であれば、再生ボタン

をクリックすることで視聴することができます。 
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第12 章付録 3: streampack LIVE ヒアリングシー

ト 

12.1 ご担当者様情報 

 

ご担当者様の情報を記述します 

項目 記載欄 備考欄 

御社名 
  

部署 
  

ご氏名（漢字） 
  

ご氏名（ふりがな） 
  

ご連絡先（メール） 
  

ご連絡先（電話） 
 

ライブストリーミング当

日のご連絡先を兼ねま

す。 

 

12.2 配信の概要 

 
「6.1 配信概要の検討」および「6.2 ライブ会場の選定・下見」で検討した内容に従い、下記の各

項目を記載します。 

 

12.2.1 視聴者に関する情報 
 

配信対象のデバイスを選択します 

項目 内容 チェック欄 備考欄 

パソコン 固定回線に接続されたパソコンを対

象とします。 

  

スマートフォン モバイル回線に接続されたスマート

フォンを対象とします。 

  

その他のデバイス 他のデバイスを対象とする場合、備

考欄に詳細を記述します。 

  

 

想定同時視聴者数 
 

トラッキング用のタグ 
 



46 cloudpack ライブストリーミングホワイトペーパー  

12.2.2 ライブストリーミングコンテンツに関する情報 

 

ライブストリーミングの動画品質に影響する各種要素について記述します 

項目 内容 選択肢 備考欄 

動作の激しさ ライブストリーミング対象の種類

を選択します。動作の激しさが動

画の品質に影響します。 

講演/ 演劇/ スポー

ツ 

/ その他 

 

収録場所 ライブストリーミングの収録場

所を選択します。光量が動画の

品質に影響します。 

屋内 / 野外（昼間）/ 

野外（夜間）/ 

その他 

 

録画時のフレーム

サイズ 

会場における録画品質を選択

します。 

SD / HD / フル 

HD 

/ 具体的なフレーム

サイズ 

 

ネットワーク品質 

（回線種別） 

ライブストリーミングデータの

転送に利用する回線種別を選

択します。 

会場提供回線（有線） 

/ 会場提供回線（無

線）/ モバイルルー

ター / その他 

 

動画上に表示する

情報 

イベントタイトルや登壇者など

の情報を動画上に表示するか

どうか選択します。 

固定表示のみ（タイト

ルなど）/ 動的更新あ

り（登壇者など） 

/ その他 

 

 

12.2.3 システム冗長化に関する情報 

 

システム冗長化に関する各種要素について記述します 

項目 内容 選択肢 備考欄 

カメラの冗長化 
 

予定あり 

/ 予定な

し 

 

エンコーダの

冗長化 

 
予定あり 

/ 予定な

し 

 

通信回線の冗長化 
 

予定あり 

/ 予定な

し 

 

トランスコーダの

冗長化 

（オプション） 

streampack がご提供するトランス

コーダについて冗長化プランを利用す

るかどうか選択します。 

要冗長 

/ 冗長

不要 

 

配信サーバーの

冗長化 

（オプション） 

streampack がご提供する配信サ

ーバーオプションのご利用および冗長

化について選択します。 

要（ 冗長 ）/ 

要（ 非冗長） 

/ 不要 

 

ランディングサイト

の冗長化 

（オプション） 

streampack がご提供するランディン

グサイトオプションのご利用および冗長

化について選択します。 

要（ 冗長 ）/ 

要（ 非冗長） 

/ 不要 
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12.3 視聴者向け配信システム 

 
「6.3. 視聴者向け配信システムの準備」で検討した内容に従い、下記の各項目を記述します。 

 

12.3.1 配信基盤の構成 

 

配信基盤の構成について記述します 

項目 内容 チェック欄 備考欄 

設置場所 お客様の自社サイトに設置する

か、streampack のオプションメ

ニューを利用するか選択します。 

自社サイト / 

streampack 提供サイト

（AWS） 

 

 
構成図 : 

自社サイトに設置する場合の構成図（概要）を記述します。 

 

12.3.2 コンテンツ準備 

 

ランディングサイトのリリース予定日について記述します 

項目 内容 日付欄 備考欄 

ランディングサイト

のリリース予定日 

お客様の自社サイト

の場合はリリース予

定日、streampack 

オプションメニュー

ご利用の場合はリ

リース希望日を記述

します。 

（YYYY-MM-DD） 
 

 

ライブストリーミング用補助コンテンツの cloudpack への引き渡し予定日を記述します（リ

ハーサル予定日の 3 営業日までにお願いします） 

項目 内容 日付欄 備考欄 

ライブストリーミング

用補助コンテンツ

引き渡し予定日 

 
（YYY Y- MM- DD 

18:00 まで） 
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第13 章 付録 4: コンテンツの準備 

13.1 ランディングサイト用コンテンツ 

 

ランディングサイト用コンテンツ 

項目 内容 備考欄 

開催告知用コンテンツページ 開催に関する情報やライブストリーミング用のプ

レーヤーを記述します。 

 

完了告知用コンテンツページ ライブストリーミング終了後に開催告知用コ

ンテンツと差し換えて記述します。 

 

関連する情報に関する

コンテンツ 

  

 
各コンテンツには「6.1 配信概要の検討」で決定したトラッキング用タグを記述し、アクセス解析がで

きるようにします。 

 

13.2 ライブストリーミング用補助コンテンツ 

 

画面の一部に表示されるもの 

項目 内容 備考欄 

イベント情報（常時表示） 会社名、ロゴ、イベント名、キャ

ッチコピーなど 

形式は 

PNG/JPG/GIF のい

ずれか 

登壇者情報（必要時に動的に

表示） 

氏名、所属など 形式は 

PNG/JPG/GIF のい

ずれか 

 

画面全体を使用して表示するもの 

項目 内容 備考欄 

事前画面 ストリーミング開始前にイベン

ト名やロゴなどを表示する画

面です。開始 1 時間前に 

streampack 側が配信を開

始します。 

形式は 

PNG/JPG/GIF のい

ずれか 

完了画面 ストリーミング終了後に表示

する画面です。 

形式は 

PNG/JPG/GIF のい

ずれか 

中断画面 回線不安定などによりライブ

ストリーミングが中断した時に

表示する画面です。 

形式は 

PNG/JPG/GIF のい

ずれか 

 
各補助コンテンツは、フレームサイズに応じて複数サイズのデータが必要になる場合があります。 

 
各補助コンテンツは、リハーサルの3 営業日前までにcloudpack スタッフにご提供ください。 
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第14章 付録 5: ライブストリーミングに必要な備品 

14.1 機器 

 

通信環境の疎通確認に必要な機器 

項目 内容 付属品 

パソコン 
 

電源、LAN ケーブル、USB ケーブルなど 

モバイルルーター 
 

電源、充電器、LAN ケーブル、USB ケーブルな

ど 

 

ライブストリーミングに必要な機器 

項目 内容 付属品 

カメラ 
 

電源、レンズカバー、付

属ケーブル類など 

エンコーダ ハードウェアエンコーダを利用す

る場合 

電源、LAN ケーブル、 

USB ケーブルなど 

パソコン（エンコード用） ソフトウェアエンコーダを利用す

る場合 

電源、LAN ケーブル、 

USB ケーブルなど 

パソコン（視聴確認用） ライブストリーミングを視聴者と

同じ環境で視聴するために必要

です。 

ソフトエンコーダによるライブス

トリーミングの場合、視聴確認の

操作がエンコーダに影響してスト

リーミングが乱れることがあるた

め、視聴確認用パソコンは別途用

意することをお勧めします。 

電源、LAN ケーブル、 

USB ケーブルなど 

マイク 
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14.2 機器の設置に必要なもの 

 

周辺機器 

項目 内容 備考欄 

三脚 カメラを固定し、アングルを調整するために

使用します。 

 

 

ケーブル類 

電源タップ 電源ケーブルを延長するために

使用します。 

 

ネットワークケーブル類 ネットワークを会場に敷設する場

合に必要となります。 

スイッチングハブなど

の機器が必要となる

場合もあります。 

USB ケーブル類 エンコーダや PC などを他の機

器と接続するときに使用します。 

USB ハブを用意してお

くと、機器構成を柔軟

に変更できます。 

音声ケーブル類 
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第15章 付録 6: リハーサル・本番当日のチェック 

15.1 事前準備 

 
15.1.1機器の準備 

 
リハーサルに必要となる機器を事前に準備しておきます。 

 

機器の準備 

項目 内容 チェック欄 

通信環境の疎通確認に

必要な機器 

モバイルルーター、パソコンなど 
 

ライブストリーミングに必

要な機器 

カメラ、エンコーダ、パソコンなど 
 

機器の設置に必要なもの 三脚、各種ケーブルなど 
 

 
機器の詳細については、「付録 5: ライブストリーミングに必要な備品」をご参照ください。 

 

15.1.2 情報の準備 
 

リハーサルに必要となる情報を事前に準備しておきます。 

情報の準備 

項目 内容 チェック欄 

トランスコーダの URL cloudpack スタッフからご連絡します。 
 

配信コンテンツの URL cloudpack スタッフからご連絡します。 
 

ライブ会場の見取図 （会場管理者から入手可能であれば） 
 

 

15.2 インターネットへの接続 

 
会場で利用するネットワークにパソコンもしくはネットワーク対応エンコーダなどのライブストリーミン

グ機材を接続し、インターネットに正常にアクセスできることを確認します。 

 

インターネットへの接続 

項目 内容 チェック欄 

インターネットへの接続 エンコーダもしくはパソコンを有線 LAN/ 無

線 LAN/ モバイルルーターでインタネットに接

続します。 

 

アクセス確認 インターネットに正常にアクセスできることを

確認します。 

 

cloudpack スタッフへ

のご連絡 

お客様からのご連絡により、cloudpack       

スタッフがトランスコーダの設定を有効にし、配信

サーバーへのコンテンツの送出を開始します。 

 

 
トラブルシューティングについては、「付録 8: トラブルシューティング」をご参照ください。 
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15.3 機材の配線 

 
次にライブストリーミング当日に利用する機材を実際に設置し、必要となる配線を仮敷設します。 

 

機材の配線 

項目 内容 チェック欄 

カメラの配置 ファインダーで確認しながら、カメラの位置を

決めます。 

 

エンコーダの配置 エンコーダをカメラの近辺に設置します。 
 

カメラケーブルの接続 カメラとエンコーダをケーブルで接続します。 
 

電源への接続 カメラとエンコーダを電源に接続します。 
 

音声ケーブルの接続 音響機器を利用する場合は、カメラなどと音

響機器をケーブルで接続します。 

 

配線 リハーサルの場合は仮配線を、本番の場合は

本配線を行います。本配線の場合は養生テー

プなどでケーブルを保護します。 

 

配線チェック ケーブルにたるみなどの余裕がちゃんとある

か、破損する危険が無いかチェックします。破損

する危険がある場合は、経路を迂回させた

り、ワイヤレス機器などを利用するなどの工夫

が必要になります。 

 

カメラ位置の調整 実際のライブストリーミングをイメージしながら、登

壇者の顔とプロジェクターの位置関係やプロジェク

ターの文字サイズなどを調整します。 

 

音声の接続確認 マイクなど音響機器からの音声が、カメラに入

力されていることを確認します。 

 

 
15.4 トランスコーダへの接続 

 
エンコーダにトランスコーダへの接続情報を登録します。この登録が完了すると、ライブストリーミ

ングのセッティングは一通り完了したことになります。 

 

トランスコーダへの接続 

項目 内容 チェック欄 

トランスコーダへの接続 エンコーダにトランスコーダへの接続情報を登

録し、接続します。 
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15.5 配信テスト 

 
エンコーダの配信開始ボタンをオンにし、ライブストリーミングのテストを実施します。 

 

配信テスト 

項目 内容 チェック欄 

配信テスト開始 エンコーダの配信開始ボタンをオンにすると、

ライブストリーミングが開始します。 

 

ライブストリーミング確

認 

ランディングサイトのプレーヤーから会場の映

像および音声が出力されていることを確認し

ます。 

 

 
正常に配信されない場合は、「付録 8: トラブルシューティング 」をご参照ください。 

 

15.6 中継品質の調整 

 
ライブストリーミングの配信テストが成功したら、ライブストリーミングに直接影響がある、回線品質、動

画画面のレイアウト、登壇者などの音声の 3 点を中心に調整します。 

 

中継品質の調整 

項目 内容 チェック欄 

ストリーミング品質の

調整 

エンコーダでビットレートや圧縮率などの調整

をし、ライブストリーミングの最適化を行いま

す。 

 

動画画面のレイアウトの調

整 

プレゼンテーション資料や講師の顔が見やす

い位置に表示されるか、画面レイアウトを調整

します。 

 

登壇者や司会者などの

音声の調整 

登壇者や司会者のスピーチがクリアに聞き取る

ことができるか、マイクや音声機器を調整しま

す。 
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15.7 照明・音声・振動・騒音 

 
視聴者が快適にライブストリーミングを視聴できるように、会場で可能な調整を行います。 

 

照明・音声・振動・騒音 

項目 内容 チェック欄 

照明 会場や壇上の照明の明度や角度を調整するこ

とで動画品質が大幅に改善する場合がありま

す。 

 

音声 マイクの配置や音響機器での調整を行い、音声

がクリアに聞こえるか確認します。 

 

振動・騒音 会場の内外で発生する振動や騒音により   カ

メラが影響を受けていないか確認します。 

 

 

15.8 リハーサル時のチェック事項 

 
リハーサル時には、以下の点も確認しておきます。 

 

リハーサル時のチェック事項 

項目 内容 チェック欄 

ライブストリーミングの中

断、再開の実施 

操作方法を確認し、エンコーダの操作後に実

際に動作するまでのタイムラグを体感しておき

ます。 

 

問題が発生した場合の

フロー確認 

即応できるように、機材の交換、ネットワーク回

線の切り替え、配信の緊急停止などについ

て、フローを確認しておきます。 

 

機材の操作方法の確認 ライブストリーミングに必要な操作や不安のあ

る操作について、リハーサル時に洗い出してお

きます。 
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15.9 本番当日のチェック事項 

 
ライブストリーミング開始前 

 
本番当日は、ライブストリーミング開始前に以下の点をチェックしておきます。 

 

ライブストリーミング開始前のチェック事項 

項目 内容 チェック欄 

カメラ周辺の調整 会場における人の動線によっては、観客が動画

に映り込んだりノイズや振動の原因となる場合

があります。 

会場管理者と相談の上、カメラの周囲に立ち入

れないようにロープを張ったり、機材周囲への

立ち入りをブロックすることが有効です。 

 

スケジュールの再確認 ライブストリーミングのスケジュールを再確認

し、必要な動作や操作について把握しておき

ます。 

登壇者の意向によりライブストリーミングでき

ない時間帯があるなどの理由でデータ転送の

停止をする場合は、そのタイミングとライブスト

リーミングの停止・再開方法を把握しておく必要

があります。 

 

問題が発生した場合の対

応準備 

ライブストリーミング中に問題が発生した場合

の対応について、リハーサル通りスムーズにで

きるように準備しておきましょう。 

 

 

ライブストリーミングの配信開始時 
 

イベントの開始直前にエンコーダの配信開始ボタンをオンにし、ライブストリーミングを開始します。 

 

ライブストリーミング開始時のチェック事項 

項目 内容 チェック欄 

配信開始 エンコーダの操作とランディングサイトでのライ

ブストリーミング開始との間に 1 分程度のタイ

ムラグが発生することに注意し、予定時刻よりも

少し早めに開始します。 

 

配信確認 ランディングサイトのプレーヤーに会場の映像

と音声が流れていることを確認します。 
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ライブストリーミング中 
 

ライブストリーミング中は、カメラに注意するだけでなく、正常に配信されていることを随時確認しま

す。 

 

ライブストリーミング中のチェック事項 

項目 内容 チェック欄 

ライブストリーミングの視

聴 

正常に配信されていることを確認するため

に、ユーザーと同様の環境（パソコンやモバイル

デバイス）でランディングサイトにアクセスして視

聴します。 

イヤフォンを利用して、音声が聞きとりやすいか

も確認します。 

 

エンコーダの確認 エンコーダの持つ情報や警告機能を活用し、視

聴しているだけでは気付かないトラブルの予兆

や原因を把握します。 

• 警告機能 : エラーが表示されていないか

確認します。 

• ネットワーク状況 : 帯域が安定しているか、帯

域を圧迫していないかを確認します。 

• ビットレート（bps）: 設定したビットレート近似

値になっていることを確認します。 

 

 

ライブストリーミングの配信終了時 
 

ライブストリーミング終了後は、まずランディングサイトを更新してから、次にライブストリーミングを

停止します。 

 

ライブストリーミングの配信終了時のチェック事項 

項目 内容 チェック欄 

ランディングサイトの更新 ライブストリーミングを終了するときは、まずラ

ンディングサイトを完了告知用コンテンツに差し

換え、その後にエンコーダを停止します。 

 

ライブストリーミングの停

止 

エンコーダを操作し、ライブストリーミングを停

止します。 
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15.10 撤去・退出 

 
当日、再度設置できるように機材の配置や配線の情報を記録し、機材および仮配線を撤去し

ます。 

 

撤去・退出 

項目 内容 チェック欄 

機材配置の記録 リハーサルの場合は、当日同じように設置でき

るように機材の配置位置などを記録しておきま

す。 

 

配線情報の記録 リハーサルの場合は、当日同じように配線でき

るように配線の情報を記録しておきます。 

 

機材の撤去 機材を撤去します。 
 

配線の撤去 配線を撤去します。 
 

忘れもの確認 忘れものがないか確認します。 
 

会場管理者への退出連絡 リハーサル / 本番が完了したことを、会場管

理者に伝えて、会場を退出します。 

 

 
各チェック項目の詳細については、「6 章『streampack  LIVE』によるライブストリーミング（準

備編）」、「7 章『streampack LIVE』によるライブストリーミング（実施編）」をご確認ください。 
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第16章 付録 7:（ご参考）『streampack LIVE』に 
対応する機器 

『streampack LIVE』では、以下の 2 つの組み合わせについて実績があります。 

 

16.1 ビデオカメラ + LiveShell2 

 
• SONY ビデオカメラ: http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-

CX485/  

• Cerevo LiveShell2: http://static-

shell.cerevo.com/s2/ja/product.html  

 

メリット 軽量の装備でライブストリーミングが可能です。 

モバイルルーターがあれば、PC 不要で LiveShell2 のセットアップが可

能です。 

デメリット LiveShell2 はテロップの機能が限定的です。 

 

16.2 ウェブカメラ + Wirecast 

 
• ロジクール ウェブカメラ : 

http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/hd-pro-webcam-

c920 

• Wirecast（ ソ フ ト ウ ェ ア エ ン コ ー ダ ）: 

http://www.telestream.net/wirecast/overvie

w.htm 

 

メリット Wirecast 側で細かな設定配信が可能です。 

デメリット ウェブカメラのため、ビデオカメラと比較して配信画質クォリティは落ちます。 

 

第17 章 付録 8: トラブルシューティング 

ライブストリーミング中は、予期しないトラブルが発生しがちです。以下は、

比較的よくあるトラブルの例です。 

17.1 ネットワークのトラブル 

 
まず、インターネットに正常にアクセスできることを確認します。正常にアクセスできない場合は、直ち

に予備の回線に切り換えた上でメイン回線のトラブル原因を調べます。 

会場提供回線の不具合 

会場提供の有線もしくは Wi-Fi に不具合がある場合は、直ちに会場の管理担当者に相談し

解決する必要があります。 

公衆ネットワークの不具合 

モバイルルーターなどの公衆ネットワークに不具合がある場合は、複数の通信会社のモバイルルー

ターで動作の比較をし、特定のモバイルルーターが原因か、すべてのモバイルルーターが接続できな

いかを調べます。 

 
すべてのモバイルルーターで接続ができない場合は、代替ネットワークを検討する必要があります。 

http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX485/
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX485/
http://static-shell.cerevo.com/s2/ja/product.html
http://static-shell.cerevo.com/s2/ja/product.html
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/hd-pro-webcam-c920
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/hd-pro-webcam-c920
http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm
http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm
http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm
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17.2 正常に配信されないトラブル 

 
インターネットに正常にアクセスできるにも関わらず、ライブストリーミングが正常に配信されない場

合は、以下の 2 点を確認します。 

エンコーダの出力 

エンコーダがエラーを出力していないか確認します。 

エラーを出力している場合は、製品マニュアルの指示に従って対応をします。 

カメラの入出力 

カメラの入出力が正常であることを確認します。 

カメラの入力 

カメラの入力については、ファインダーに映像が表示され、音声インジケータに入力値が表示され

ていることを確認します。 

カメラの出力 

カメラの出力については、エンコーダとのケーブルが正常に接続されているかを確認します。 

 

17.3 撮影に適さないものがカメラに映り込むトラブル 

 
移動する観客など撮影に適さない対象がカメラに映り込むことがあります。その場合は、カメラの

配置を変更する、もしくは、会場管理者に依頼して観客の動線を変更する、などの対処が必要とな

ります。 

 
万が一のときにはライブストリーミングを中断することも重要です。エンコーダによる一時停止では

停止時点の画面がプレーヤーに表示されてしまうため、ライブストリーミングの代わりに中断用コ

ンテンツを配信するようにします。 
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運営 アイレット株式会社 

東京都港区虎ノ門  1-23-1 

虎ノ門ヒルズ森タワー  7F 

http://www.iret.co.jp/ 

http://cloudpack.jp/
mailto:sales@cloudpack.jp
http://www.iret.co.jp/

