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そ の 先 を 、映 す 。 

●ご契約から最短３営業日以内で動画配信サービスをご利用いただけます。

インターネットテレビ始まっています。

インターネットを利用した情報コンテンツは、ADSL・光通信などの高速ブロードバンドの普及と

ウェブ機能の充実などにより、インターネットの世界でますます大きな市場を形成しています。

これまでこうした‘知覚品質の代名詞’であった、テレビＣＭはブロードバンドの普及を経て、

インターネットによる動画配信という新しい方向へと形を変えつつあります。

動画配信に伴う煩雑なディレクション業務をはじめ、

柔軟なサポートによる効果的な動画配信システムを提供。

アイディアのあるサービスと柔軟なコンポジションをワンストップにて提供いたします。

インターネットで始まる新しい訴求ツール。
高度なアプローチを次に進める動画コミュニケーション！

株式会社イデア
〒350-0155

埼玉県 川島町 釘無７１

Tel :049-298-5954 　 Fax:020-4663-6594

E-ma i l : idea@ideastream.co . jp  URL:http ://www. ideastream.co. jp
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お客様専用のコントロールパネルにて

 コンテンツ管理が簡単操作にて行えます。

有利な配信環境を実現する様々な付加機能

 をご利用頂けます。

動画配信に伴う様々な作業をプロフェッショ

　ナルな専門の技術にて柔軟にサポート。

配信ストリームのデータ量に関わらず、ご契約頂い

 ている月定額のコストプランでご利用いただけます。 
ウェブ上で

簡単操作
配信量

無制限

柔軟

サポート
充実の

配信機能

０４８-８５８-６４８０
サービスご相談窓口
〔１０：００～１８：００土日祝日を除く〕



Easy

Speedy

Option

Flexible

動画ストリーミングサービス

動画ストリーミング配信サービスは、 お客様の動画コンテンツを弊社動画配信システムと

連携してウェブ上で公開、 アクセスユーザーへの動画の視聴を実現するサービスです。

お客様のコンテンツをユーザーはいつでも、 どこでも、 繰り返し視聴することが出来ます。

動画配信には、 お客様専用のウェブ管理画面を利用し、 簡単操作にてコンテンツ公開

の全ての作業を実行できます。

特徴１

特徴２

特徴３

特徴４

大容量で高品質な動画を高速に視聴させることが可能です。

高速配信機能でスピーディー

イデア動画配信システムに搭載のスピードキャッシュ機能により、

再生するまでの待ち時間を飛躍的に短縮し解消します。

お手元のパソコンから簡単操作

柔軟な配信機能の付加

ワンストップサービスの提供

ウェブ管理パネルの手順に沿って動画コンテンツのアップロード

公開用リンクファイルの作成等、 簡単操作で公開出来ます。

複数のコンテンツを指定した順序通りに再生する連続再生機能。

ユーザーの受信速度に応じた最適な送信速度を自動判別する

マルチビットレート機能など、 配信に適した機能をご提供致します。

コンテンツの編集サポートやデジタル変換作業、 視聴ログ解析レポートの作成など、

豊富なオプションサービスにて、 お客様の煩わしい作業をワンストップで解決致します。

●ウェブ管理パネル

●指定リスト配信機能

●スピードキャッシュ機能

●マルチビットレート機能

●視聴ログデータ記録機能

●ブラウザ表示コード生成機能
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「会社のホームページで動画を配信したい、 でも知識もないし、 面倒だ。」

そうお考えではありませんか？

イデア動画ストリーミングサービスは、 貴社のご要望に合わせ、 様々な

ディレクション業務をワンストップにて提供、 お客様の手を煩わせません。

Copyright (C) 2007 IDEA Company.Ltd All Rights Reserved.  

高度なアプローチを次に進める。 
インターネット動画コミュニケーション！ 

ストリーミングプラン 
ウェブ管理パネルに沿って簡単配信

動画配信の

知識が

なくても大丈夫
手間も 

かかりません 

E a s y e n t r y

S t a n d a r d u s e

V a r u e s e l e c t

機能

･コンテンツアップロード　　　･スピードキャッシュ　　　･マルチビットレート 

･再生リスト配信　　　･マルチビットレート　　　･メタファイル生成ツール    

･ウェブプレイヤｰコード生成ツール　　　･視聴ログ収集

初めて動画ストリーミングを導入される企業におススメのプラン！

５００MB の容量スペースで強力な配信機能を備えたプラン！

常時アクセス、 常時再生する環境をお求めの企業様向けプラン！

※300kbps 配信時１００ＭＢ/約４０分 

最大２０配信 

無制限 

ディスク容量 

最大同時配信数 

配信ビットレート 

データ転送量 

56ｋｂｐｓ～500ｋｂｐｓ 

プラン内容 

機能

･コンテンツアップロード　　　･スピードキャッシュ　　　･マルチビットレート 

･再生リスト配信　　　･メタファイル生成ツール    ･視聴ログ収集　

･ウェブプレイヤｰコード生成ツール　　 ・ ディスク増設 可

※300kbps 配信時５００ＭＢ/約２００分 

１００MB帯域内シェア 

無制限 

ディスク容量 

最大同時配信数 

配信ビットレート 

データ転送量 

56ｋｂｐｓ～700ｋｂｐｓ 

プラン内容 

機能

･コンテンツアップロード　　　･スピードキャッシュ　　　･マルチビットレート 

･再生リスト配信　　　･メタファイル生成ツール    ･視聴ログ収集  

･ウェブプレイヤｰコード生成ツール    ・ ディスク増設 可　 ・ 帯域増設 可

※300kbps 配信時１ＧＢ/約４００分 

保障帯域以内 

無制限 

ディスク容量 

最大同時配信数 

配信ビットレート 

データ転送量 

保障帯域 3000kbps 

プラン内容 

月額 \31，500 （本体\30，000） 

月額 \73，500 （本体\70，000） 

月額 \52，500 （本体\50，000） 

オプション 

エンコードサービス

視聴ログ解析レポート

撮影， 編集サービス　

１０分毎 \5，250 ～ （本体\5，000） 

月毎集計発行 \10，500 ～ （本体\10，000） 

別途お問い合わせ下さい。 

オプション 

その他のご要望につきましても、 柔軟に対応させて頂きます。

ご希望の内容をご相談下さいませ。

月額 \3１，500 （本体\30，000） ～ 

基本 \21，000 （本体\20，000）

最短３営業日で配信開始 

基本料金＋月額料金



目で視て伝わる 「動画」 アプローチ　　　　 　。
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そ の 先 を 、映 す 。 
インターネットテレビ始まっています。

エコセレクトコストを最小限に抑えて抜群の効果コストを最小限に抑えて抜群の効果コストを最小限に抑えて抜群の効果

Plan Line up 

▲

【エコ－０1】 【エコ－０２】 【エコ－０３】

配信HD容量

30MB

最大12分

最大20分

最大28分

収録可能時間

約12分

月額利用料金月額利用料金月額利用料金

5,２55,２500円円かからら5,２50円から

ECO SERECT

3０MB

5０MB

7０MB

Plan Line up 

▲

【エコ－０1】 【エコ－０２】 【エコ－０３】

■収録時間は、 エンコードレートの内容によっては変ります。■コンテンツの変更手数料は１本につき \2,100 ( 税込み )
■動画エンコードはオプションにて対応致します。 素材１本あたり１０分毎につき￥5,250 （税込 )
■使用帯域は１０M を割り当て複数の契約クライアントにてシェアして頂きます。
　　高アクセス数を見込むご利用の場合、 一時的な回避制限をさせて頂く場合がございます。

０４８-８５８-６４８０
サービスご相談窓口
〔１０：００～１８：００土日祝日を除く〕

株式会社イデア
〒338-0002 埼玉県 さいたま市 中央区 下落合5-10-5 V.I.P236
Tel :048-858-6480  Fax:020-4663-6594
E-mai l : idea@ideastream.co. jp  URL:http ://www. ideastream.co. jp

１．初期設定費用　全コース０円！１．初期設定費用　全コース０円！

２．本格的なストリーミングを低価格で提供２．本格的なストリーミングを低価格で提供

３．ニーズに応じて選べる納得の料金設定３．ニーズに応じて選べる納得の料金設定

１．初期設定費用　全コース０円！

２．本格的なストリーミングを低価格で提供

３．ニーズに応じて選べる納得の料金設定

新料金新料金
プランプラン
登場！！登場！！

新料金
プラン
登場！！

月額5,250円(税込)

月額7,350円(税込)

月額9,450円(税込)

プラン 初期費用容 量 月額料金

こんなお客様におすすめです！ ECO SERECT

エコ－０１エコ－０１

エコ－０２エコ－０２

エコ－０３エコ－０３

エコ－０１

エコ－０２

エコ－０３

収録時間

費用をかけずに本格的なストリーミング動画配信がしたい

テキストや静止画だけのホームページに、動画をプラスしたい

コンテンツが少ないので、見合った料金プランを利用したい

短期間だけストリーミングサービスを利用したい

= ＋お支払い額 月額料金 オプション料金
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動画配信
開始

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

サービス領域 制作の依頼 オプション ファイル作成 保守管理 運用配信設定

配信する動画コンテンツをご用意いただきます。

素材となるコンテンツは録画テープ｜動画データファイルをご用意下さい。

お預かりした動画素材を配信用のフォーマットデータにエンコード(変換)致します。

弊社オプションにて作業代行も対応いたします。

お客様管理パネルより弊社配信サーバーに動画データをアップロードします。

お客様のホームページ上に公開する動画配信用のメタファイルを作成して頂きます。

お客様のサイトにリンクファイル(※)をアップロード、リンクを設定し、動画を公開。

サービス開始までの
   ６つのステップ

イデアでは、最短６つのステップで映像・音楽コンテンツのストリーミング配信が出来ます。

お客様は映像をご用意頂き、リンクファイルをホームページに配置していただくだけで簡単

に映像配信をはじめることができます。

フラッシュプレゼンター制作から公開までの流れ

弊社規定のお申し込み書ご記入いただき、お申し込みいただきます。ご契約締結後、

弊社配信サーバーにてお客様スペースの設定完了をメールにてご連絡致します。

サービスプランお申し込み｜契約締結STEP１

動画素材の準備STEP２

エンコード【動画データ変換】STEP３

動画を配信サーバーにアップロードSTEP４

メタファイルの作成STEP５

メタファイルの作成STEP６



大容量動画配信システムのイデアの動画配信サービス

ストリーミング配信とダウンロード配信の違い

視聴ユーザーがアクセスすることでイデアの配信サーバーから、動画データをストリーム配信する事

により、従来のダウンロード配信では難しかった、多数の視聴者に高画質な映像を同時に配信できる

様になります。視聴者は配信データを、リアルタイムで再生できるため、快適な視聴が可能です。

リンク

ウェブサイト動画素材

エンコード 自宅｜会社

外出先どこでも

２４時間いつでも

繰返し何度でも

 視聴可能！

視聴ユーザー

配信

視聴ユーザーのアクセス

WEB

INTERNETINTERNETINTERNET
配信サーバー

視聴ユーザー お客様作業領域 イデアサービス領域

ＵＰ

動画ストリーミングサービス

ストリーミング配信の利点

Copyright (C) 2007 IDEA Company.Ltd All Rights Reserved. 

■ すべてのデータ受信が完了するまで再生されません。

■ データが大きいほど再生するまでの待ち時間が長く発生します。

■ 動画データはユーザー側パソコンに保存、利用の恐れがあります。

■ 配信によるトラフィックで画質が途切れるなどのトラブルが発生。

■ 動画データの受信開始とほぼリアルタイムで再生が開始されます。

■ データサイズにかかわらず安定した映像配信が可能です。

■ 動画データは視聴者のパソコンに残らずセキュアに配信ができます。

■ 視聴者はディスクの容量を気にせず長時間の動画を視聴出来ます。

■ 高帯域の配信環境で多数の同時アクセス時も安心です。

ダウンロード配信

ストリーミング配信



普及率No.1のFlash動画テクノロジー

Flash動画配信システム世界標準のFMS3配信サーバーを利用するFlash動画配信サービスです。

ブラウザで動画再生時に必要となるプレイヤースキンを無償提供！手軽で簡単な安心サポートプラン 。

フラッシュストリーミングサービス

Copyright (C) 2007 IDEA Company.Ltd All Rights Reserved. 

Flashストリーミングサービス料金

サービス種別
エントリー

Flash20
エントリー

Flash40
エントリー

Flash60
エントリー

Flash80

ディスク提供容量 20MB 40MB 60MB 80MB

最大同時接続数※ 5人 5人 5人 5人

データ転送量 無制限 無制限 無制限 無制限

初期設定費用 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円

月額利用料金 4,200円 8,400円 12,600円 16,800円

Flashストリーミングサービス料金

サービス種別
スタンダー

ド
Flash100

スタンダード
Flash200

スタンダード
Flash300

スタンダード
Flash400

スタンダー
ド Flash500

ディスク提供容量 100MB 200MB 300MB 400MB 500MB

最大同時接続数※ 10人 10人 10人 10人 10人

データ転送量 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限

初期設定費用 31,500円 31,500円 31,500円 31,500円 31,500円

月額利用料金 21,000円 31,500円 42,000円 52,500円 63,000円

※上記はすべて税込み価格となります。

視聴ユーザー

WEB

WEB ｆｌｖ

ｆｌｖ

SWF

SWF

動画配信サーバー

ウェブサーバー

INTERNETINTERNETINTERNET
①サイト閲覧 ②動画アクセス

③配信要求

④動画[.ｆｌｖ]配信⑤動画視聴

お客様のサイトを設置しているウェブサーバー

イデアFlashストリーミングサーバー

flvプレイヤーお客様サイト 動画コンテンツ

視聴ユーザーがアクセスすることでイデアの配信サーバーから、動画データをストリーム配信する事

により、従来のダウンロード配信では難しかった、多数の視聴者に高画質な映像を同時に配信できる

様になります。視聴者は配信データを、リアルタイムで再生できるため、快適な視聴が可能です。

100

80

60

40

20

0

2008年5月現在：アドビ システムズより引用

98.8%

Adobe
Flash
Player

82.2%

Windows
Media
Player

66.8%

Quick
Time
Player

47.1%

Real
Player

すぐに再生され、視聴視ユーザーを待たせません。

長時間で大容量の動画コンテンツでもストレスがありません。

動画コンテンツはブラウザで視聴出来ます。

自由な個所を再生する高速なシーク機能

二次的な不正利用の恐れが少なく、安心してコンテンツ配信できます。



フラッシュ動画ストリーミング詳細

サービス料金

Flash動画配信システム世界標準のFMS3配信サーバーを利用するFlash動画配信サービス。

ブラウザで動画再生時に必要となるプレイヤースキンを無償提供！簡単にご利用になれます。

ビデオ再生を行うバッファリング(読み込み)＆プレイ(再生)を同時に開始するため、すぐに視聴再生をすることが可能です。

閲覧者はアクセスする以外の作業なくブラウザ上で動画コンテンツを視聴することができます。

ビデオを全てダウンロードしなくても、高画質で容量の大きな長時間の動画コンテンツもすぐに再生視聴できます。

弊社無償提供の表示用Flash Playerプレイヤーは、公開サイトに容易に埋め込み表示することができます。

ビデオは、ディスクにキャッシュとして保存されることがなく、安心してコンテンツを公開できます。

Flash ストリーミングサービス料金

サービス種別
エントリー

Flash20
エントリー

Flash40
エントリー

Flash60
エントリー

Flash80

ディスク提供容量 20MB 40MB 60MB 80MB

最大同時接続数※ 5人

データ転送量 無制限 無制限 無制限 無制限

初期設定費用 15,750円 15,750円 15,750円 15,750円

月額利用料金 4,200円 8,400円 12,600円 16,800円

Flash ストリーミングサービス料金

サービス種別 スタンダード
Flash100

スタンダード
Flash200

スタンダード
Flash300

スタンダード スタンダード
Flash400  Flash500

ディスク提供容量 100MB 200MB 300MB 400MB 500MB

最大同時接続数※ 10人 10人 10人 10人 10人

データ転送量 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限

初期設定費用 31,500円 31,500円 31,500円 31,500円 31,500円

月額利用料金 21,000円 31,500円 42,000円 52,500円 63,000円

※上記はすべて税込み価格となります。

※ 表記は 400kbps 配信時の接続人数となります。

5人 5人 5人

100
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20

0

2008年5月現在：アドビ システムズより引用

98.8%

Adobe
Flash
Player

82.2%

Windows
Media
Player

66.8%

Quick
Time
Player

47.1%

Real
Player

Flashプレイヤー普及率９８％

WindowsもMacも視聴可能

最もポピュラーな視聴Player

多くのユーザーに提供可能

普及率No.1のFlash動画テクノロジー

すぐに再生され、視聴視ユーザーを待たせません。

長時間で大容量の動画コンテンツでもストレスがありません。

動画コンテンツはブラウザで視聴出来ます。

自由な個所を再生する高速なシーク機能

二次的な不正利用の恐れが少なく、安心してコンテンツ配信できます。



 

 

動画や音声とパワーポイントのスライド資料を同期連動して
表示可能なプレゼン型【Flash Presenter】の制作サービス。 

プレーヤー普及率の高いFlash Media Video形式に対応しております。

 

動画と資料による企業情報をホームページ上で公開することによって、広範囲のユーザーに

向けてアプローチすることが可能です。企業イメージも向上、効果的な採用活動へと繋げる

ことができます。事業内容に対する関心も高まります。

Flash Video 対応

フラッシュプレゼンター　　【Flash Presenter】
パワーポイント同期連動コンテンツ

企業情報 IR 配信
会社のPRやIR情報をネット上で公開

セミナー講演者の表情や口調などの細かなニュアンスと合わせて表示される資料によって閲

覧者に対する理解促進に効果的です。社内研修や過去に開催したセミナー、説明会の動画映

像をネットを活用して広域へ配信できます。

講演セミナー 研修の配信
講演会やセミナーの様子を参加できない人にも配信

24時間365日対応で場所と時間を選ばないイーラーニングコンテンツを活用して。学習効果を

高めることができます。インターネットを利用した教育ツールをご検討中の大学や進学塾、

専門学習塾の企業様に最適です。

教育イーラーニングコンテンツの配信
学習塾 専門講演会やセミナーの様子を参加できない人にも配信

普及率No1 Flash コンテンツ

パワーポイント資料と動画を同期連動

プレーヤー普及率の高いFlash形式のコンテンツなので、閲覧者のPC環境を選ばず視聴してい

ただくことができます。

ブラウザ上では動画のタイムスライダーのタイミングとPowerPointのスライド資料を同期連動

して表示します。動画によって臨場感を与える情報を配信することができます。

ご利用シーン

サービスの特徴
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FLASH PRESENTER フラッシュプレゼンター

プレゼン資料同期型の動画ストリーミング 

◆こんなお客様におススメです。
   IR 情報の公開｜セミナー｜企業紹介｜商品説明 | 採用活動などで効果を高めたい。

Copyright (C) 2007 IDEA Company.Ltd All Rights Reserved. 

パワーポイントのスライド資料を動画と連動して動的に表示します。

時間で指定されるタイミングで完全に同期して切り替わります。

見出しの映像と資料へ頭出しするスキップメニューです。

縮小サムネールの表示や見出し検索ができます。

撮影されたプレゼンターの動画を資料のタイミングに沿って再生。

臨場感豊かな生の声で実際に対面して受ける印象効果を与えます。
機能３

パワーポイントウィンドウ

インデックス表示

動画再生パネル

機能４

機能２

機能３

音量調節、ウィンドウの拡大縮小ができるほか、タイムスライダー

の自由な箇所のスポット再生がおこなえます。

機能４

プレビュースライダー

機能１

PDFファイルや、HTML リンク情報を添付することが出来ます。

添付ファイルアクセス

機能５



 

 

弊社規定のお申し込み書ご記入いただき、お申し込みいただきます。

お申し込み

フラッシュプレゼンター制作から公開までの流れ

制作の流れ

STEP１

動画素材とパワーポイントの資料のご支給、動画と資料を同期するタイミングをご指定

いただくためのタイムコード【弊社書面にて】をご記入いただき、弊社へお送り頂きます。

静止画添付ファイル、リンク情報を添付される場合は、併せてお知らせいただきます。

資料素材のご支給STEP２

タイムコードに沿って動画とスライドを同期編集し、オーサリング(組み立て)を行います。

制作STEP３

出来上がりましたコンテンツはフォルダに格納してデータにて納品いたします。

フラッシュコンテンツを含めましたHTMLにて納品となりますので、そのままウェブサイト

にアップロードしてご利用になれます。

納品STEP４

コンテンツを配信したいWebサイトにアップロードし、リンク先に指定していただきます。

配信ページの作成STEP５

step
１

お
申
し
込
み

step
２

資
料
素
材
の
ご
支
給

step
３

制　

作

step
４

納　

品

step
５

配
信
ペ
ー
ジ
の
作
成

step
６

完　

了
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   価格 詳細

基本構成　　動画収録時間 ー ３０分

　　　　　　パワーポイントスライド資料 ー １０枚

　　　　　　動画変換 オーサリング ( 組み立て ) 構築

基本料金

追加オプション

御見積もりイメージ

撮影代行 編集

￥７０，０００円

動画収録時間追加 ー ￥５，０００円 /１０分毎

PPT スライド追加 ー ￥２，０００円 /１枚につき

添付ファイル追加 ー ￥１，０００円 /１ファイルにつき

構成イメージ　　動画収録時間４０分、パワーポイントスライド資料１３枚

撮影日に専門エンジニアを派遣します。会場にカメラ、収録機器の設営と

収録作業を行います。 収録映像の不要なカット編集作業を行います。

料金例

デジタルビデオ撮影、撮影機材一式　【東京 23 区外は別途交通費用】

￥４２，０００円/３h( 税別 )

PPT スライド追加３ファイル

基本料金　動画収録時間３０分、PPT 資料１０枚　　　　￥７０，０００円

動画収録時間追加  追加時間 ×１０分　　　　　　　 ￥５，０００円

PPT スライド追加　追加枚数 ×３枚　　　　　　　　 ￥６，０００円

添付ファイル追加　追加ファイル数 ×２枚          　　 ￥２，０００円

合計￥８３，０００円(税別)
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  価格 詳細
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サービスの活用シーン

FOR EXAMPLE
コミュニケーションの流れに

「表現力」という付加価値。

動画ストリーミングサービスの活用事例

問合せの対応などの負担を軽減してコールセンターのコストを抑えたい。

ご提案の内容

動画マニュアルやチュートリアルムービーを作成して公開することによりサポートの電話対応を大幅

に軽減できます。

ストリーミング動画配信で電話対応を軽減！

アプローチが方法が変わると反応が変わる。

サポート・ヘルプセンター

複雑な文章を動画配信で軽減！

ご提案の内容

動画を活用して実際のイメージを、そのままホームページからサンプル公開できるので、煩雑な説明

テキスト等を省くことが出来ます。

複雑な文章を動画配信で軽減！

商品デモ・機能紹介

効果的な営業ツール デモンストレーションによる

ご提案の内容

動画デモを収録したＣＤメディアを活用したセールスプロモーションやＣＤの配布による説明時間の

軽減にもつながります。

動画制作、DVDの配布でアプローチ！

営業支援

他社と差別化できるインパクトのある製品プロモーションをしたい。

ご提案の内容

ホームページから動画を配信することで製品の魅力をインパクトたっぷり表現できる独自のアプローチが可能

です。

ホームページからの動画で魅力的なアプローチ！

プロモーション

社員研修や採用活動のアプローチにかかる時間コストを抑えて効率化を図る。

ご提案の内容

企業紹介や事業内容の公開、IR情報などを動画で配信、プレスリリースやIRなどの資料をダウンロードを促進に

効果的です。社員紹介 採用活動など、理解を深め、訴求効果を高めることができます。

ホームページからの動画で魅力的なアプローチ！

企業情報案内 人事採用

セミナーの活用や学習 効率よくトレーニングする仕組みが必要です。

ご提案の内容

業務手順をまとめたチュートリアルムービーを作っておけば、研修効率が上がるばかりか、質の高いトレーニン

グが可能になります。動画による解説者の説明とパワーポイントの資料を同期させたページを公開することで、

顔の見えるウェブプレゼンテーションが可能です。

パワーポイントと動画を活用して学習効果を高める！

セミナー 教育 



  活用事例
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マップ上のリンクスポットからダイレクトに動画配信。

イベント情報を動画配信により、ダイジェストで配信。

マップ上のリンクスポットからダイレクトに動画配信。

ツーリズム観光動画配信コンテンツ

ブラウザ上で動画と PowerPoint 資料を同期連動して

表示するプレゼン型コンテンツ。臨場感豊かで、

高い訴求力のある情報を配信することができます。

注目のトピックスのテキストリンクや、画像の

リンクを起動ボタンにして、動画視聴の体験を

可能にします。

インターネットセミナー　イーラーニング活用



データセンター Server Housing
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立地

ファシリティ

弊社、動画配信システムサーバーは、東京品川区・天王洲

アイル契約の IDC に設置して運用して御座います。

都内の恵まれた立地、優れたファシリティインフラにて

お客様の情報流通を安全に運用致します。

耐火、耐震、空調、セキュリティ、電源と全てに対して優れ

たファシリティインフラで大切な情報をお預かりします。

２重のセキュリティ

更にデータセンタ内に専用ケージを確保。

高い物理的セキュリティを確保しています。

ハードディスクの２重化

すべてのサーバはハードディスクを２重化（RAID１）

して記録おります。ハードディスク障害によるサーバ

ストップやデータ損失を最小限に抑えます。



本資料の目的を施設概要

建物及びマシン室使用

■本資料の目的

■施設概要

本資料は株式会社イデアのサービスのご利用に際して、お客様社内での

説明のために提供されます。

■建物仕様

■施設概要

構造　　耐震構造、SRC 構造

電源　　電力会社からのグループ受信 (66000ｖ：15000KVA)

　　　　CVCF，UPS( 無停電電源 /バッテリー )の n＋1の冗長構成及び

　　　　停電発生時に自家発電装置による電源供給

空調　　n＋1 HVAC unit による冗長性を確保した空調システム

防災　　自動ガス消化設備、防火壁による延焼防止

セキュリティ　ガードマン常駐

　　　　　　　高度セキュリティシステム導入 (非接触型 IC カードシステム )

　　　　　　　本館内入退室管理 (事前登録制 )

入退室管理　　非接触型 ICカードシステムによる入退室履歴管理

　　　　　　　ITV 監視カメラによる無死角録画

空調　　　　　複数個所で常時、温度・室温を監視

床　　　　　　１F：スラブ 1500kg/ ㎡ ( フリアク 500kg/ ㎡ )

　　　　　　　２F：グレーチング床 (500kg/ ㎡ )

配線　　　　　電源系、通信系を区別した配線経路設備

Server Housing



配信サーバーセキュリティに関する保守対応 

■ 配信サーバーの設置環境について 

耐火・耐震・空調・電源保守・侵入等のセキュリティに優れる都内データーセンターと 

契約、弊社専用の回線を敷設し、高度な管理環境下にて運用を行っております。 

(別紙参照) 

■ セキュリティ：管理項目について 

・ 配信サーバーのログイン・ログアウトの記録・監視 

・ アクセスログの監視・記録 

・ 不正アクセスの監視 

・ 配信システムの定期的なウィルス感染チェック 

・ ポート管理 

・ サービス稼動状況の監視 

・ Ping の確認によるサーバー稼動監視 

・ 通信帯域トラフィックの監視 

■ トラブル時：対応項目 

・ ウィルスの駆除 

・ ポートの閉鎖 

・ ルーターからの離脱 

・ トラフィック制御 

・ バックアップシステムとの交換 

・ サービスシステムの一時稼動停止 

弊社配信システムサーバーへ対する不正アクセス、ウィルス検知の発令を受けた際は、 

弊社管理デスクにて、感染データの駆除、感染経路の確定及び、被害状況の確認等、 

速やかに対応を講じ、お客様へ詳細な情報をご報告致します。 

尚、ハードシステム面の故障、上位通信回線等、配信システムへの直接的な障害が発生 

した際は、IDC 管理担当より通報を受け、システムダウン時には、復旧対応を行います。 

※ミラーリングによる、データ保全について 

RAID 1【ミラーリング】は、２台１組のハードディスクを利用する機能です。 

２台のディスクに同じデータを同時に保存します。もし、どちらか一方の HD が故障した 

場合でも、もう一方の HD に保存されている全く同じデータを使って読み書きを続け、 

稼動停止に至るリスクを低減しています。




