
第3回 テレビとネットの近未来 

カンファレンス 

第三部：テレビ×ネットの先端サービス 

ベスト２０ 対決プレゼン 

神田敏晶  VS  橋本大也 

背景が白は神田選出 

背景が黄は橋本選出



10位



http://www.movizo.com/ 

面白法人、カヤックが提供する携帯 
動画サービスサイト

http://www.movizo.com/
http://www.movizo.com/


大学講義の映像配信 
•  Stanford on iTunes 

–  http://itunes.stanford.edu/ 

–  オープンコースウェア 
•  スタンフォード大学はオー 

プンソースで授業をWeb 
公開。テキスト、音声、映 
像。 

•  iTunes、iPodで視聴できる 
サービス開始 

•  東京大学他、国内の大学 
も同様の試み 
–  http://ocw.utokyo.ac.jp/

http://itunes.stanford.edu/
http://ocw.u-tokyo.ac.jp/


9位



FlipClip 
株式会社ブイキューブブロード 
コミュニケーション の提供する携帯 

動画投稿サイト 

BtoB TV会議システムの拡張サービス

http://www.flipclip.net/


進化する映像ファイル形式 
•  DivX Version6 

–  http://www.divx.com/?lang=ja 
–  P2Pで人気の高圧縮フォー 

マットの最新版 
–  チャプター、字幕、タイトル 

機能などDVDVIDEO相 
当の機能を動画ファイルに 
内蔵する 

•  H264 
–  http://ewords.jp/a/H264.html 
–  高圧縮、次世代標準、PSP、 

iPod、ワンセグ、HDDVDなど 
など対応

http://www.divx.com/?lang=ja
http://e-words.jp/a/H264.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4881664395/daiya0b-22/


８位



http://www.shugiintv.go.jp/ 

衆議院ＴＶ 
日本もようやくここまで、情報を 
開示できるようになったことに 
感激！

http://www.shugiintv.go.jp/
http://www.shugiintv.go.jp/


テレビにセキュリティという市場 
•  ProtecTV 

–  http://www.protectv.com/ 
–  テレビとアンテナの間に接 

続すると、音声認識で危険 
ワードをカットする。字幕も 
カットできる。 

–  テレビとセキュリティ商品群 
–  http://familysafemedia.com/ 

–  やりたい放題インターネット 
とお茶の間を直接つなぐ危 
険を回避するための製品

http://www.protectv.com/
http://familysafemedia.com/


７位



iTunes Podcast



P2Pで映像配信の光と影 

•  torrentocracy  home 
–  http://www.torrentocracy.com/ 
–  P2Pで何でも共有。テレビ、 

映画、音楽、すべて。果て 
しなくイリーガル。 

•  PeerInpact 
–  http://www.peerimpact.com 
–  Universalの映画と 
NBC Universalのテレ 
ビ番組をオンデマンド 
で配信

http://www.torrentocracy.com/
http://www.peerimpact.com/


６位



VIDEO.GOOGLE.COM 

Google Galaxyの決め手となるイ 

ンフラビジネス。 

他とのサービスとの連携がポイント 

アップロードの帯域などが他の 
サービスと比較してやりやすい。

http://video.google.com/


アダルト風味のコンテンツ 

•  FrenchMaidTV 
–  http://frenchmaidtv.blogspot.com/ 

–  フランス風メイドさんが映 
像でポッドキャストの作り 
方やパソコンの操作方法を 
説明する 

•  Nakednews 
–  http://www.nakednews.com/ 
–  男女のアナウンサーが、一般 

ニュースや天気予報を読みな 
がら脱いでいく有料コンテンツ

http://frenchmaidtv.blogspot.com/
http://www.nakednews.com/


５位



http://www.castella.jp/ 
日本のストリーム界の大手、Jストリームが 
提供するCGMへのアプローチ

http://www.castella.jp/
http://www.castella.jp/


Alt.Interactive 

•  Dragri 
–  http://www.dragri 

fan.com/index_jp.html 

•  映像をマウスで動か 
す。 

•  SaveMyShow.com 
–  http://www.savemysho 
w.com/ 

– ネット局ごとの主要番 
組の放送継続可否を 
ユーザに問い公開

http://www.dragri-fan.com/index_jp.html
http://www.savemyshow.com/


４位



Madonna.com 

http://www.madonna.com/ 
マドンナの楽曲は、flashで24時間ヘビーローテーション 
Navigate 全曲ビデオの小画面視聴  iTunesでのリンクやVideoPodCast販売 
会員になればフルサイズ視聴。 
http://www.iconmadonna.com/ 
会員サイト年間39.99ドル 会員数 約50万人＝年間予算が20億円（推定） 

のビジネスモデル

http://www.madonna.com/
http://www.madonna.com/
http://www.iconmadonna.com/


ユーティリティ動画という概念 

•  道案内映像制作 マイン 
ズ  Route Movie 
–  http://mind 

s.jp/modules/tinyd0/index.php?id=29 

–  道案内の動画を有料で作成、 
iPod対応 

•  名刺代わりに自伝映画を簡単 
製作するソフトウェア 
–  TotemSoftware 
–  http://www.totem 

software.com/5easysteps.html

http://mind-s.jp/modules/tinyd0/index.php?id=29
http://www.totem-software.com/5easysteps.html


３位



Grinvi.COM 

説明不要です（笑）



映像制作の新しいカタチ 
•  Machinema 

–  ３Dゲームエンジンを利用 

して映画を製作 
•  ちょこあいすのSWG日記 

–  http://hedgehog.sakura.ne.jp/choco 

–  オンラインゲームとブログで映 
画を製作する 

•  The Movies / About 
–  http://www.lionhead.com/themovies/about.html 

–  映画を撮影するゲーム

http://hedgehog.sakura.ne.jp/choco
http://www.lionhead.com/themovies/about.html


２位



Revver.com 
アフリエイト型ビデオ投稿サイト

http://revver.com/


投稿映像専門の放送局 

•  Stupidvideos.com 
–  http://www.stupidvideos.com/ 

– ユニークな投稿を集め 
て放送、制作者を支援 

•  神動画.com 
–  http://www.kamidouga.com/ 
–  神しか持ち得ない動画を持ち 

寄るマニア向けサイト 
–  http://www.machinima.com/

http://www.stupidvideos.com/
http://www.kami-douga.com/
http://www.machinima.com/


１位



YOU TUBE 

Video SNS 

Friends or Family 

コミュニティ（Group機能）による 

フォークソノミー型視聴が可能となる。

http://www.youtube.com/


検索視聴というスタイル 

•  Google Video 
–  http://video.google.com/ 
–  検索結果が番組表の時代 

になる予感 
–  自作映像をアップロードす 

る個人 

•  Blinkx.TV 
–  http://www.blinkx.tv/ 
– 映像メタデータから放 

映内容を検索

http://video.google.com/
http://www.blinkx.tv/


１０事例＊２のまとめ議論 
テレビとネット融合でできること 

•  声を集める 
•  関連づける 
•  操作できる 
•  過激で奇抜 
•  共有化する 
•  パッケージ 
•  安全にする 
•  共創できる 
•  検索できる 
•  遠隔で独習 

•  神田さんは？ 

•  ユーザの便利 
•  ライフスタイル 
•  コミュニティ 
•  クリエイション 
•  ビジネス 

橋本



http://www.shugiintv.go.jp/ 

衆議院ＴＶ 
日本もようやくここまで、情報を 
開示できるようになったことに 
感激！

http://www.shugiintv.go.jp/
http://www.shugiintv.go.jp/

