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企業がストリーミングに関心を
持つべき理由
米国の著名なユーザーの経験調査コンサルタントの 
Nielsen Norman Group 調查報告1 によると、Webサイ
トを閲覧する際、ほとんどのユーザーは本文の 28％、
もしくはそれ以下しか見ていないという結果が出て
います。また、 Influencer Marketing Hub の研究2 によ
ると、8 割以上のビジネスパーソンが、オーディオ・ビ
ジュアル・コンテンツは企業の潜在的な市場の拡大や
売上の増加に役立つと考えています。その他、 Wyzowl 
が発表した 《2021 オーディオ・マーケティング・レ
ポート》3 では、現在、86％ の企業がマーケティング
ツールとしてオーディオ・ビジュアル・コンテンツの使
用を選択していると述べています。 新型コロナウイル
スの流行による変化に伴い、ストリーミング・アプリ
ケーションの重要性は増し、人々は「ゼロタッチ」とい
う新たなデジタルの常態に慣れ始めました。 投資家、
メーカー、販路、顧客、ビジネスパートナーに至るま
で、ステークホルダーは「ゼロタッチ」という新たな常
態に慣れ始めているなか、企業主はデジタル・トラン
スフォーメーショントレンドの把握を加速して、さま
ざまなニーズに対応し、コミュニケーションとデータ
管理をデジタル化、テクノロジーを最大限に活用して
最大の利益を得る必要があります。

この業界洞察レポートは、B2B ストリーミングテクノ
ロジーのサービスリーダーである KKStream とアジ
ア太平洋地域の各国企業との長年の協力経験をもと
に、企業のストリーミングマーケットの傾向とビジネ
ス上の利益を最大化するために複数の業界がどのよ
うにストリーミングソリューションを利用している

かを理解するために作成されました。さらに、企業が
ストリーミングを利用して、高品質なリアルタイムの
ビデオコミュニケーションにより、対外的な 3 つの重

Investor Relations
法律会議、株主総会、業績発表会

Customer & Channel Relations
ブランドマーケティング、ディストリビュータートレー
ニングとロードショー (Roadshow)、アライアンス

Public Relations (PR)
新製品発表会、記者会見、オンラインショー

ビジネスグレードのビデオおよびオーディオスト
リーミングサービスを利用することで、企業は刻々と
変化する外部環境とより快適なコミュニケーション
を行い、時間と空間の制約を打ち破ってグローバルな
視聴者にアピールすることができます。 時間とコス
トを削減しながら、ビジネスコミュニケーションにセ
キュリティと効率性をもたらし、ストリーミングデー
タを利用して、その後のユーザー分析やインサイトを
支援します。

要な側面を管理し、ブランドイメージとビジネスパ
フォーマンスを維持する方法を理解するために、事例
を共有しています。：

IR (Investor Relations、投資家向け情報)

CR (Customer & Channel Relations、顧客と販路
の関係)

PR (Public Relations、パブリックリレーションズ)

1 How Little Do Users Read?, Nielsen Norman Group

2 60 Powerful Video Marketing Statistics, Influencer Marketing Hub

3 Video Marketing Statistics 2021, Wyzowl

02KKStream 2021 2H インサイトレポート



アジア太平洋市場におけるスト
リーミング配信の動向

4 OTT Video - Asia, Statista

2021 年 KKStream アジア太平洋地域企業のストリー
ミング需要は 22% 成長しました。KKStream 社で
は、市場全体が 2025 年まで年率 16% で成長を続
け、その中でもカスタマー＆チャネルリレーション
ズ（Customer & Channel Relations）のストリーミ
ングアプリケーションの需要が最も大きく伸びると
予測しています。

おいて、ますます重要な役割を果たすにつれ、企業
はこの技術に品質と安定性を求めるようになって
います。

OTT ビデオストリーミングは、2020 年以降、アジア
太平洋地域の住宅経済の高度化に伴い、ブームにな
ると言われています。 国際的な市場調査会社Statista
によると、アジア太平洋地域の OTT ビデオストリー
ミングメディア市場は、2025 年までに 882 億 9000 
万米ドルに達すると予想されており、ストリーミン
グ技術の重要性と可能性を示しています。

例えば日本では、ストリーミング市場は 2020 年まで
に年率 34％（3,710億円）の成長が見込まれており、
オンデマンドビデオやライブストリーミングなどの
エンターテインメントコンテンツは、2025 年 には
5,000 億円以上の市場規模になると予想されており、
市場の潜在能力を示しています。4

日本の大手通信会社 3 社、大手ケーブル会社、大
手放送局がストリーミング技術を利用しているこ
とに加え、日本政府も大規模なデジタルトランス
フォーメーションを組織的に推進しており、様々な
産業においてストリーミング技術の利用が加速して
います。 ストリーミングがコミュニケーションに

22%
2021 年 KKStream アジア太平洋地域
企業のストリーミング需要は 22% 成
長しました。
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多様化したアプリケーションが
もたらす潮流
以前は常に混雑していたコンサートやファンミーティ
ングなどのエンターテインメントイベントは、新型コ
ロナウイルス流行期間、そのほとんどがオンライン化
されたにもかかわらず、依然として強い収益を上げて
います。 韓国のボーイズバンド BTS が開催したオン
ラインファンミート＆グリートイベントでは、チケッ
ト販売とアイドルグッズの販売で合計 800 億ウォン
（約 24 億円）の売り上げを記録したと推定されてお
り、市場の大きな可能性を示しています。台湾の人気
バンド、「八三夭」も今年、オンラインショーを開催
し、11,000 枚以上のチケットを販売し、初公演には
マレーシア、シンガポール、オーストラリア、北米、
ヨーロッパなどのファンを含む約 10,000 人近い人々
がオンラインショーを観賞しました。オンラインの
バーチャル会場「KKTIX LIVE」は、世界中でチケット
を購入する観客数を拡大し、パフォーマンスの商業的
利益を大幅に向上させます。 芸術産業は、ギャラ
リー、展覧会、コンサート、演奏会などをインター
ネットステージに移し、観客に芸術を楽しむもう一つ
の方法を提供しています。全体として、KKStream 社
は、日本とアジア太平洋地域のストリーミング需要を
合わせて、2020 年初頭から今年半ばにかけて、オン
ラインチケットのショーの時間数は 2 倍以上になった
と観察しています。

2020 年以降、世界中の企業から音声や映像のスト
リーミングサービスの需要が大幅に増加しています。 
台湾に加え、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、アメリ
カでもライブストリーミングが始まっています。

「ストリーミング 」は、もはやテクノロジーやメ
ディア業界だけの用語ではなく、より多くの業界が
ストリーミング技術を対外的なコミュニケーション
に応用しています。 例えば、投資がグローバル化し

た時代に、米国に拠点を置く多くの大手国際企業
も、2017 年から決算や会社説明会、株主総会をオン
ライン化しています。台湾には 1,500 社以上の上場
企業があり、台湾の多国籍企業は会議、株主総会、
決算発表などをオンラインで行うようになっていま
す。 同時に、2021 年の新型コロナウイルスの流行と
関連会社の法規制の緩和により、企業のデジタルト
ランスフォーメーションも加速しています。

KKStream 社は、台湾企業が外部コ
ミュニケーションにストリーミング
技術を使用した場合、平均して 43％
のコスト削減が可能であり、その中
で も 顧 客 関 係 と 販 売 チ ャ ネ ル 関 係
（CR）が最も効果的であると観察し
て い ま す。 ビ ジ ネ ス コ ミ ュ ニ ケ ー
ションが必要になったときにすぐに
ラ イ ブ イ ベ ン ト を 放 送 で き る こ と
で、地理的な距離や会場の広さに関
係なく、コミュニケーションの頻度
が高まり、準備時間や会場のレンタ
ル料、食費や輸送費などのコストが
大幅に削減できるからです。
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アジア太平洋地域のストリーミング技術サービスプロバイダーである
KKStream社は、今日のビジネスにおいて最も人気のある4つのストリーミング
アプリケーションを特定しました。：

ID / コンテンツセキュリティ 
ID / Content Security

ストリーミングでは、コンテンツのセキュリ
ティとして、第一に、ユーザーの識別と商用コ
ンテンツの流出を防ぐセキュリティ管理を行う
「パーミッションコントロール」、第二に、社
員番号などの識別マークを画面に埋め込む「フ
ローティングウォーターマーク技術」、第三
に、デジタルコンテンツが第三者によって不正
にダウンロードされたり、記録されたりしない
ように保護する「コンテンツ暗号化」を提供し
ています。

Semi-Live 
Semi-Live, VOD to Live

KKStream の経験によると、企業のストリーミン
グイベント主催者の 65% が、議題の一部を事前
に録画し、ポストプロダクションと編集を行っ
た後、ビデオでライブストリーミングを行い、
ライブQ&Aセッションの時間を確保するとい
う、Semi-Live 方式のライブストリーミングを選
択しています。 イベントのタイミングを管理で
きるだけでなく、ポストプロダクション技術を
使って映像の質を高め、物理的なイベントと同
様のビジュアル体験を実現することができます。

チャットルームと投票 
Chatroom & Poll

73% の企業のマーケティングユニットが、ライ
ブイベント中にチャットルームや投票を利用し
ています。「参加者にサインインしてもらう」
「参加者に最初に質問を書いてもらう」「参加
者に好きな製品の機能に投票してもらう」な
ど、双方向性を確保し、参加者のエンゲージメ
ントを維持するための工夫がなされています。

ライブからVOD、リプレイまで 
Live to VOD, Replay

ビジネスメッセージを確実に伝えるために、
90％ 以上の企業のお客様が、ライブ映像を同時
に録画し、一定期間のリプレイ機能を提供する
ことを選択、プロモーションのロングテール効

果を生み出しています。





06KKStream 2021 2H インサイトレポート

3 大ストリーミング・アプリケーションの応用事例分析

IR (Investor Relations)
流行後の新常識、痛みのないデジタル変革

【事例分析： 台湾の法律会議のライブ配信サービ 
ス / 業績発表会】

金融のグローバル化の流れの中で、海外の投資家は国
境を越えて投資を行うようになっており、上場企業は
IR戦略を立案する際に、国境を越えたコミュニケー
ションのための技術を確保する必要があります。 例
えば、米国では2017年以前にオンラインでの会社説
明会や株主総会が始まりました。 2020年以降、中国
の上場企業は、新型コロナウイルス流行の影響もあ
り、投資家のニーズに応えて、オンラインでの説明会
や株主総会、決算説明会などの投資家コミュニケー
ションをデジタル化し、オーディオ・ビジュアル・ス
トリーミングによる新しいモデルを作り出し、今日の
変化し続ける外部環境に対応しています。

台湾の大手システムインテグレーターは、顧客企業
のニーズや現地の規制緩和に対応して、オンライン会
議・プレゼンテーションサービスを開発しました。

顧客の挑戦

企業説明会や決算説明会でのビジネス情報の機密
性の必要性、関連する政府規制に準拠するための
実名ログインや実名 Q&A などの機能の必要性

新型コロナウイルス予防と国を越えたコミュニケー
ションのニーズに応えるため、高速で安定したライ
ブストリーミングサービスが必要。

プレゼンテーションファイルのダウンロードなど、
様々なニーズに合わせて新たな機能が追加できる柔
軟な設計が可能。

成功事例
BlendVision のモジュール化された安全性の高い
デザインは、迅速なシステム統合と移行を可能に
します。

わずか1ヶ月で要件検討から統合検証まで行った豊
富なストリーミング・コンサルティング経験。

ストリーミング・ソリューション
KKStream ライブビデオ BlendVision MOMENT に
よって解決。

権限制御（ログインアカウントごとに特定のアク
ティビティの開始や Q&A の回答を制御可能）

エクスポート機能付きテキストベースの Q&A、プ
レゼンテーション、年次報告書、決算報告書、ダ
ウンロード



【事例分析- 大手 ICT ブランドのグローバルビジ
ネスカンファレンスでのライブイベント】

顧客との関係や販売チャネルとの関係では、スト
リーミングサービスを活用することで、企業のブラ
ンディングや分野を超えたアライアンスの実施が可
能になります。 顧客と離れていても、顧客との関係
は良好です。

デジタルトランスフォーメーションとゼロタッチの
流れの中で、国際的な ICT ブランドのトップ 5 が、
初めてライブストリーミングサービスを利用して、
台湾の本社から米州とアジア太平洋地域の多国にま
たがるグローバルビジネスカンファレンスを開催し
ました。

顧客の挑戦
アメリカ大陸とアジア太平洋地域の 7 カ国で 200 
人以上の VIP が参加するこのグローバルイベント
では、ブランドのプロフェッショナルなイメージ
をアピールするために、安定した高品質のライブ
ストリーミングサービスが必要でした。

選ばれた参加者だけにビジネス情報を確実に提供
するために、ライブストリーミングサービスはデ
ジタル著作権保護 (DRM) 技術を完全に装備し、参
加者の身分が確実に認証されるようなセキュリ
ティコントロールを提供しなければなりません。

成功事例
200 人以上の国際的な参加者がオンラインで認
証され、高品質で安定したビジネス情報の伝達
が可能に。

実際の各国にまたがるイベントに比べて、会場で
の飲食や出張のコストを大幅に削減し、全体で
70％ 以上のコスト削減を実現。

ストリーミング・ソリューション
KKStream ライブビデオ BlendVision MOMENT に
よって解決

ID アクセス制御

70%
実際の各国にまたがるイベントに比べて、会場での飲食や
出張のコストを大幅に削減し、全体で 70％ 以上のコスト
削減を実現。

3 大ストリーミング・アプリケーションの応用事例分析

CR (Customer & Channel 

Relations) 
地域的な制約をなくし、顧客との距離を縮める
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3 大ストリーミング・アプリケーションの応用事例分析

PR (Public Relations)
ビジネスの可能性を広げるための予算の有効的な使い方

【事例分析： 台湾多国籍技術カンファレンス】

新商品発表会、記者会見、オンラインショーなどのイ
ベントは、企業にとって重要な PR 手段です。 スト
リーミング技術の活用により、これらのビジネスイベ
ントは会場の制約を受けることなく、予算を有効に活
用してより高いリーチを達成し、企業のニーズをより
迅速に伝えることができます。

台湾の多国籍テクノロジー企業が初めて開催した AI技
術カンファレンスは、世界に向けて同時生中継され、
ゲストはイベントに参加して産学連携の成果を自分の
目で確かめることができました。

顧客の挑戦
技術発表会はオフラインとオンラインで同時に行わ
れ、専門家やゲストは台湾、シンガポール、アメリ
カ、ドイツにまたがっていたため、プロフェッショ
ナルな企業イメージを表現するために安定した高品
質のライブストリームが必要でした。

コンテンツやリンクの 流出 を防ぐためには、商用
技術情報の漏洩を防ぐための DRM によるコンテン
ツ保護が必要でした。

オンラインでのゲストのエンゲージメントを把握
するためには、イベントの効果を測定し、今後の
イベントや顧客関係維持のために、イベント後に
ライブオーディエンスデータ分析レポートを入手
する必要がありました。

成功事例
600 人以上のオンライン同時来場者。

VIP 招待数は 46％ 増加。

ストリーミング・ソリューション
KKStream ライブビデオBlendVision MOMENT に
よって解決

DRM 技術によってコンテンツを保護

46%
VIP 招待数は 46％ 増加。
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準備期間の短縮

実際にマーケティング商品の発表や展示会、ビジネ
ストレーニングなどのイベントを行う際は、会場の
レンタルや出張の手配、イベントのデザインや設
営、物理的な機器の操作トレーニングなど、実行プ
ロセスの準備に 3 カ月から半年、場合によっては 1 
年ほどかかります。

資金の有効活用

オンラインストリーミングサービスは、物理的なイ
ベントと比較して、出張費、会場使用料、飲食など
のコストを大幅に削減することができ、企業の資金
を有効に活用し運用することができます。

効率性の向上

多くのオフラインの物理的なイベントでは、参加者
の数に制限があり、利益増収は困難です。 ストリー
ミングサービスの登場により、空間と時間の枠組み
を打ち破り、世界中の観客がプラットフォームを通
じてイベントに参加できるようになったため、企業
は限られたリソースでより高い収益を生み出すこと
ができるようになりました。

セキュリティ対策

テクノロジーの進歩に伴い、情報セキュリティは最
も重要な関心事の一つとなっています。 ユーザーア
クセス制御、ウォーターマーク識別、コンテンツの
暗号化などのデジタル著作権管理技術を使用するこ
とで、企業はビジネスコンテンツの包括的な暗号化
制御メカニズムを実装し、ビジネス情報が特定の
ターゲット・オーディエンスだけが視聴できるよう
に確保されます。

多機能化

ストリーミングサービスは、再生だけでなく、後処
理と記録も可能であり、その後の分析とデータ統合
のためにバックグラウンドデータを使用することも
できます。

企業が対外的なコミュニケー
ションにストリーミングを利用
する理由

09KKStream 2021 2H インサイトレポート



高い 安い

所要時間

所要資金

メリットの制限

情報セキュリティ

多様な機能

長い 短い

多い 少ない

ルーズ 厳格

なし あり

従来モデル ストリーミングサービス

世界的な新型コロナウイルスの流行により、企
業は柔軟性を保ち、テクノロジーを活用するこ
との重要性を 学び ました。先端のテクノロジー
とデジタルコミュニケーションに関する新たな
考え方を取り入れることによってのみ、企業は
競争力を維持し、最も効率的な方法でビジネス
目標を達成し、世界中の主要なオーディエンス
とつながり、急速な変化の時代をリードするこ
とができるのです。

KKStream 社は、アジア太平洋地域におけるス
トリーミング技術のリーディングカンパニーと
して、ビジネスクラスのストリーミングサービ 
スを企業に導入してきた長年の経験があり、ア
ジア太平洋地域の企業デジタル変革の問題点を

理解しています。初期のニーズの話し合いから
実際のライブ放送のメンテナンスまで、お客様
とコミュニケーションをとりながら、問題につ
いて即時に話し合って解決し、24時間年中無休
（24 時間365日）のメンテナンスサービスを提
供しています。BlendVision のモジュラー製品
群は、ワンストップ・ストリーミング・プラッ
トフォームの KALEIDO、ライブ・ビデオ・スト
リーミングの MOMENT やスマート・ビデオ・
エンコーディング LOOM など、幅広いストリー
ミング・テクノロジーサービスを提供し、企業
が市場の要求に応え、オンラインでのビジネス
コミュニケーションを容易にすることを可能に
します。

10KKStream 2021 2H インサイトレポート



Copyright @ 2021 KKStream
All rights reserved        

KKStream について
2016 年に設立されたストリーミングテクノロジー企業の KKStream 
は、B2B ストリーミング・サービスソリューションのリーダーとして、
クラウド・ストリーミング、人工知能、データ分析の三大テクノロジー
を活用し、企業のお客様に充実したビデオ・ストリーミング・ソリュー
ションとプロフェッショナルなコンサルティング・サービスを提供して
います。KKBOX グループの子会社である KKBStream は、台北に本社を
置き、台北と高雄にまたがる研究開発チームを擁すると同時に、東京に
事業拠点を設けています。通信、メディア、オンライン・ショー・チ
ケット、オンライン・コース・プラットフォーム、ホーム・フィットネ
ス業界など、国内外のお客様にサービスを提供しています。独自の
BlendVision ソリューションを通じた「サービスとしてのストリーミン
グ」ビジネスモデルは、企業がストリーミングテクノロジーを容易に導
入できるよう、柔軟なモジュール型製品を活用し、多様な業界アプリ
ケーションが開発できるよう支援、市場への導入を加速させ、高品質の
オーディオおよびビデオコンテンツを提供しています。

公式サイト：
www.kkstream.com

お問い合わせ：
biz_info_jp@kkstream.com

https://www.kkstream.com/
mailto:biz_info_jp@kkstream.com

