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サービスのご利用イメージ（システム構成と特長）
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

Pro
大規模広域
ネットワーク

Media-Gatherサービス（定額制） （従量制）

Media-Gather動画管理・配信プラットフォームをご利用頂くことで、ライブ放送、再放送、コンテンツ管理までが一元的に行えま
す。接続数ベースの定額制プランに加え、高画質（FullHD）、大規模配信に対応したデータ転送量型の従量制プランもご用意して
います。お客さまのご予算、規模に応じて柔軟に対応いたします。

・ライブまたはVODコンテンツに対応
・例えば、ライブのみを大規模に配信することも可能です。
・定額制および従量制プランをご選択頂けます。
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会場映像

ビデオカメラ

現地会場の映像をビデオカメラで撮影、ライブエンコーダからリアルタイムにMedia-Gatherに送信して頂きます。
弊社では、現地からライブ配信できる各種エンコードツールをサポートしています。

ライブ映像は、パソコンやスマートフォンから視聴できます。

ライブ配信のイメージ（セミナー/イベントなどの場合）
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介
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ライブエンコーダとして専用ハードウェアを利用する場合
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

定額：定額制プラン（ライブソース1.5Mb/sまで）対応
従量：従量制プラン（ライブソース10Mb/sまで）対応

Media-Gatherライブ配信プラン区分

マルチメディア
ライブエンコーダ（YMW製）
Media-Rex Cube
本体約52万円

セレボ社製
LiveShellシリーズ
本体5万円～

定額/従量
定額/従量

HD-SD/SDI又はHDMI入力 HDMI入力
720Pまで

HDMI/NTSC入力
720Pまで

HDMI入力
1080P対応

LiveShell.2 LiveShell.Pro LiveShell.X

Media-Gatherに接続するライブエンコーダーとして、以下の専用ハードウェアをご利用いただくことができます。
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ライブエンコーダとしてソフトウェア（PC版）を利用する場合
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

Media-Gatherライブ配信プラン区分

OpenBroadcaster Studio
無償

Wirecast
約8万円（税別）

定額/従量 定額/従量

Media-Gather Broadcaster
無償(評価用途)

定額/従量
※お客さま側でインターネットに接続されたPC、ビデオカメラおよび
HDMIビデオキャプチャー製品などが必要となります。
PCデスクトップ配信については、各ソフトウェアで対応しています。

ユーザーパスワード認証で簡単配信

I-O DATA GV-HUVC (USB3)
HDMI入力対応
約1.6万円（税別）

定額：定額制プラン（ライブソース1.5Mb/sまで）対応
従量：従量制プラン（ライブソース10Mb/sまで）対応

Media-Gatherに接続するライブエンコーダーとして、以下のソフトウェアをご利用いただくことができます。



Yonden Media Works  Co., Inc.

5

ライブ配信用アプリ（弊社製・無料）をスマートフォンやタブレット端末にインストールすることで、手軽に現場の映像と音声を
配信することができます。そのほか、汎用のモバイルカメラ等の利用が可能です。
なお、現場映像（音声）は、複数の関係者が同時にモニタリングすることができるほか、弊社クラウドサーバー(Media-Gather)での
録画・保管が可能で、作業記録や安全管理、技術教育などに活用することができます。

ライブ配信のイメージ（建設現場など、仕事の効率化として利用する場合）

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

※現場への指示が必要な場合は、携帯電話を用いて行います。

インターネットインターネット

スマートフォン

タブレット 他の事業所

工事管理者

安全管理者ライブ配信アプリ

ライブ配信アプリ

動画管理・配信
プラットフォーム
Media-Gather

モバイルカメラ
（LiveCam）

ドローン

360°
パノラマ
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可搬型ライブエンコーダを利用する場合（いつでも・どこでも）
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

モバイル

Media-Gather
Broadcaster
Android/iOS対応
（無料）

Gocoderアプリ
Android/iOS対応
（無料）

GoPro HERO7 Black
本体約5万円

モバイルカメラLiveCam
本体約10万円

360°パノラマライブ配信機材
本体約18万円

DJI MAVIC/FANTOMシリーズ
本体約12万円～定額/従量

定額/従量

定額/従量

従量

従量

定額/従量

Media-Gatherライブ配信プラン区分

ウェアラブル 全方位パノラマ ドローン空撮

定額：定額制プラン（ライブソース1.5Mb/sまで）対応
従量：従量制プラン（ライブソース10Mb/sまで）対応
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HTML5ストリーミング対応 視聴プレーヤーについて

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

定額制、従量制プランともPC向けについてもHTML5ストリーミング（ライブおよびVOD）に対応しています。
以下のとおり、一部の視聴環境を除き、PC向けHTML5ストリーミングでは、Flashプレーヤーのプラグインが不要です。
また、VOD配信においては、セミナーなどに効果がある速読/倍速再生（音声対応）に対応しております。
※なお、スマートフォン、タブレットについては、既にHTML5ストリーミングに対応しています。

WWW/OS Windows7 Windows8.1 Windows10 MAC

Chrome
MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

Firefox
MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

IE11 Flash（HDS）
MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS -

IE11以下 Flash（HDS） - - -

Edge - - HLS -

Opera
MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

MPEG-DASH
/HLS

Safari - - - HLS

☆副配信
Windows7 IE11以下の時は、Flashプレーヤー(HDS)で再生します。

☆主配信（Flashプレーヤー不要！）
HTML5プレーヤー(MPEG-DASH/HLS)再生時

※HTML5プレーヤー（VOD）倍速ボタンイメージ
倍速については、スマートフォンの一部のブラウザで対応。

自動セレクト

※定額制および従量制プランのライブ配信方式は、HLSとなります。
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Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

ライブ、VODを公開するために必要な「埋め込みタグ」および「簡易配信ページ」（HTML5プレーヤー付）をご用意しています。
ビデオの画面サイズ、自動再生、ループなどを設定でき、プレビューしながら埋め込みタグと簡易配信ページ（URL）を出力することができま
す。また、従量制プランの簡易配信ページは、負荷分散に対応しており、大規模なアクセスでも安心して動画を公開することができます。

→埋め込みタグコピー

→URLコピー

＜設定の方法＞
管理ツールログイン→管理→配信設定→「従量制配信設定はこちら（タグ出力）」
をクリック→「プレビュー」→「プレーヤー埋め込みタグおよび簡易配信ページを
作成する」の操作で出力できます。
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360度パノラマVRプレーヤーの利用イメージ

※全画面制御（全画面、戻る）

※カメラアングルの座標表示
X軸、Y軸、Z軸、ズーム率を表示できます。通常非表示です。
プレーヤーの出力設定で表示させることが可能です。

※初期カメラアングル指定
左、右、センター、左中間、
右中間、真下、真上のアン
グル指定が可能です。

※初期音量
100～0（無音）までの音量を10ステップ毎
に設定できます。
なお、再生中の画面操作で音量を変更する
ことはできません。（初期値100）

※アングル操作
パソコンの場合マウスのドラッグ操
作でカメラアングルを左右上下に制
御できます。ホイール操作で拡大、
縮小が可能です。Android/iOS端末
の場合、ジャイロセンサーでカメラ
アングルを左右上下に操作できます。

※再生制御（再生、一時停止）

※プログレスバー

360度パノラマVRプレーヤーは、ブラウザ上で動作するHTML5に対応したWebVR(GL)仕様のストリーミングプレーヤーです。

360°
Player

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

※VRムービー無為は、ボタンで切替できます。

VRムービー切替

※VRムービー開始ボタン
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パソコン、スマートフォン向けの360度パノラマVRプレーヤーの動作仕様は、以下のとおりです。
HTML5をサポートしているブラウザ、マルチデバイスで再生ができます。

分類 Windows7 Windows8.1 Windows10 MAC10.9以上 Android4.2以上 iPhone/iPad
iOS 10以上

Windows
Phone10

Chrome ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

Firefox ○ ○ ○ ○ △ ○ -

IE11 × ○ ○ - - - -

Edge - - ○ - - - ○

Opera ○ ○ ○ ○ ○ - -

Safari - - - ○ - ○ -

360度パノラマVRプレーヤーの動作特性

※Android/iOSは本体のジャイロセンサーを利用してVRムービーを体験することができます。
※定額制プランの場合は、API経由で利用となります。詳しくは、お問合せください。
※△Nightly版でのみ動作

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介
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「従量制配信設定はこちら（タグ出力）」ボタンから簡単に360°パノラマプレーヤーの埋め込みタグを出力することができます。

→プレーヤー埋め込みタグ取得
※お客さまのホームページ
へ貼り付けしてください。

→簡易配信ページURL取得
※配信ページが無い場合は、
こちらのURLをリンクして
ください。

＜360°パノラマプレーヤー配信タグの出力方法＞
管理ツールログイン→管理→配信設定→「従量制配信設定はこちら（タグ出
力）」をクリック→ ①「360度パノラマVR動画」を選択→②「プレビュー」
→③「プレーヤー埋め込みタグおよび簡易配信ページを作成する」の操作でプ
レーヤーの埋め込みタグを出力することができます。

③タグ生成（出力）
②プレビュー
（状態を確認）

①360°動画選択

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介
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ライブ終了後のコンテンツマネジメントとワークフロー

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

ライブエンコーダから送信された映像、音声は、Media-Gatherで受信、ライブ配信を行いながら、サーバー上で
「ライブ録画」することができます。ライブ終了と同時に録画ファイルが作成されます。録画後、休憩時間などの「トリミング」
処理が可能です。その後「メタ情報を設定」、VODコンテンツとして、アーカイブ化できます。再放送したい場合は、「配信タグ
設定」後、ホームページに「タグを貼り付け」を行うことで、VOD（再放送）が可能です。統計情報として、平均視聴時間やアク
セス数の解析を行うことができます。

ラ
イ
ブ
配
信

ラ
イ
ブ
録
画

ト
リ
ミ
ン
グ

メ
タ
情
報
設
定

キーワード
撮影日
コメント
などで
アーカイブ化完了
検索ができます。

ビデオギャラリー
でも利用できます。

IN点、OUT点
休憩時間カット
サムネイル再作成

配
信
タ
グ
設
定

プレーヤー
タイプ設定
画面サイズ
設定など

タ
グ
貼
り
付
け

統
計
分
析

ご利用の
HPへ配信
タグを貼り
付け

配信開始で自動で
録画開始、配信
終了で、VODが
できあがります。

アクセス状況を
統計表示で分析
・時間別アクセス数
・同時接続数
・視聴時間
・ユニークIP
・コンテンツ別
アクセス数など
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定額制と従量制プランの特長
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

■定額制プラン（ライブソース1.5Mb/sまで）
配信流量に制限をかけていませんので、月間の配信流量を気にすることはなくご利用いただけます。
料金は定額のため、予算管理も容易です。配信プランについては、社内動画共有などに適したベストエフォート型から有料コンテンツな
ど接続数を確保した接続数保証型（最大同時アクセス200St）があります。視聴定員が予測できる場合の配信に適しています。

■従量制プラン（ライブソース1.5Mb/sを越え10Mb/sまで）
イベント/セミナーなどの重要なシーンの映像を複数のユーザーへ大規模に配信できる従量制プランをご用意しています。
スポット的なコンテンツ配信に最適なプランです。（1ヵ月単位でのご利用となります。）
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料金例（１／３）

料金体系内訳
・Proサービス基本料
・ストレージ利用料（１GBから）
・接続料
※同時時接続数確保型またはベストエフォート型を選択
※データ転送量に制限はありませんが、同時接続数が、200人までとなります。
※任意の起算日を基準とする月額利用となります。
※詳しいメニュー料金、料金算定ついては、以下のURLをご覧ください。
https://www.media-gather.jp/service/index.html

ケースA.定額制プラン

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

■長期利用（１年以上のお申し込みの場合）の例
2時間程度のライブ配信を月数回行い１ヵ月VOD配信として再放送を行う場合 総額 32,000円（税別）/月
・初期設定費用 無料
・Proサービス基本料 24,000円/月
・ストレージ利用料 (1GB） 4,000円 /月
※600kb/sのライブ配信の場合、約3時間半のライブ録画ができます。

・接続料 定額制ライブおよびVOD（ベストエフォート型） 4,000円/月
※ベストエフォート型の場合、接続数を確保することはできません。共有回線からの配信となります。
※同時接続数確保型の場合、200接続での接続料は160,000円/月となります。

接続数は特定できないが、スモールスタートからライブ配信を行いたいお客さま向け。
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料金例（２／３）

ケースB.従量制プラン
料金体系内訳
・Proサービス基本料
・ストレージ利用料（１GBから）
・接続料
データ転送量100GB まで 一律 8,000円/月（税別）、以降10GB毎 300円（税別）
※現在は、下り方向のみが対象となります。情勢により変更となる場合があります。

※少数第１位は、切り上げとなります。（10.1GB=>11GB）
※10GB単位で、１桁目は、切り上げとなります。（11GB=>20GBへ）
※詳しいメニュー料金、料金算定ついては、以下のURLをご覧ください。
https://www.media-gather.jp/service/index.html

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

■長期利用（１年以上のお申し込みの場合）の例
約2時間のライブ配信を月１回以上行う場合（VOD配信についても別途かかります）総額 36,000円（税別） / 月～
・初期設定費用 無料
・Proサービス基本料 24,000円/月
・ストレージ利用料 (1GB） 4,000円 /月 600kb/sのライブ配信の場合、約3時間半のライブ録画ができます。
・接続料 従量制 データ転送量型(100GBまで) 8,000/月円から

※データ転送量100GBの目安として、同時に200人が約2時間視聴できます。(600kb/sのビットレートの場合）

ライブ,VODとも有料コンテンツとして、また、対外的なビジネス用として確実にコンテンツ配信をされたいお客さま向け。
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ケースC.VOD配信 定額制プラン、ライブ配信従量制プランの場合
＜料金体系内訳＞
・Proサービス基本料
・ストレージ利用料（１GBから）
※接続料として、定額制、従量制プランを組み合わせることができます。
例：VOD 定額制プラン＝同時接続数確保型またはベストエフォート型を選択
：LIVE 従量制プラン＝データ転送料 100GB まで 一律 8,000円/月（税別）
以降10GB毎 300円（税別）
・現在は、下り方向のみが対象となります。情勢により変更となる場合があります。

・少数第１位は、切り上げとなります。（10.1GB=>11GB）
・10GB単位で、１桁目は、切り上げとなります。（11GB=>20GBへ）

※詳しいメニュー料金、料金算定ついては、以下のURLをご覧ください。
https://www.media-gather.jp/service/index.html

Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介

料金例（３／３）

大規模なライブ配信に対応、VOD配信はコストを下げたい。コストパフォーマンス重視のお客さま向け。

■長期利用（１年以上のお申し込みの場合）の例
約2時間のセミナーのライブ配信を月１回行い１ヵ月間VOD配信を行う場合 総額 40,000円（税別）/月～
・Proサービス基本料 24,000円/月
・ストレージ利用料 (1GB） 4,000円 /月 600kb/sのライブ配信の場合、約3時間半のライブ録画ができます。
・接続料 VOD 定額制ベストエフォート型 4,000円/月

LIVE 従量制 データ転送量型(100GBまで) 8,000円/月から
※データ転送量100GBの目安として、同時に200人が約2時間視聴できます。(600kb/sのビットレートの場合）
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＜補足事項＞
【ご利用方法】
・ご利用料金はデータ転送量に伴う従量課金になります。月の途中でご依頼頂く場合、ご利用月の末日で一旦集計し、
翌月にご請求いたします。月の途中でお申し込みされても、基本転送量100GB分の日割り計算はありません。また、翌月繰越も
ありませんので、予めご了承ください。このため、従量制プランを前提にお申し込みされる場合は、ご利用開始日（料金算定基準
日）を１日とさせて頂きます。

・ライブおよびVODとも定額制プランをご利用中に、その月だけ従量制プランに変更または追加することも可能です。
ただし、データ転送量については、月末での集計となりますので、ご了承ください。

・従量制プランを解除される場合は、翌月料金算定基準日（１日）の3営業日前までに変更手続きを行ってください。
・定額制から従量制プランへの接続種別の変更、追加および解除にかかる設定費は必要ありません。
・データ転送量の上限設定による転送量の抑制制御はできません。
・納期については、別途お問い合わせください。

・従量制プランの配信方式については、HDS（HTTPダイナミックストリーミング「Flash」）、HLS（HTTPライブストリーミング）
となります。

【データ転送量の報告について】
・当月分のデータ転送量については、翌月に集計したものを、翌月末までに担当者より、報告させていただきます。
ご利用中のデータ転送量の利用状況および即時レポート（ライブ中および終了後など）には、対応しておりませんので、
予めご了承ください。

【その他】
・本書に記載の仕様は、変更となることがあります。

従量制プランご利用について（補足）
Media-Gather ライブ配信ソリューションのご紹介


