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ている。「クラウド自体に必要なパーツがそろっ

ていて、それらの性能も優れていたので、それ

を活かして開発することにした。シンプルな構

成とすることで、システムの属人化を回避する

ことも意識した」（MBS 放送運営局送出部・

猪下健一氏）。アップロードなどの速度面にお

いて「Azure Storage Explorer」は優れた性

能（他社比）を示したと評価しており、Azureが

持つネットワーク性能そのものが採用を後押し

した。

　放送システムのIP化が進む中で、大容量

ファイルを共有する仕組みの構築は大きな
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● MBSの事例
高校野球の映像素材を
クラウド経由で系列局に配信

　毎日放送（MBS）では、ネットワークによる系

列局への素材配信システムを「内製化」した。

高校野球大会の映像素材を系列局へ届ける

配信業務は衛星回線（SNG）を使ってきたが、

運用の制限やコスト、人員配置などの課題が

指摘されていた。その衛星伝送に代わり得る

Microsoft Azure（以下、Azure）を活用したク

ラウドの素材共有システムをたった2人で構築

し、テスト運用したのである。

　開発したAzure上の「JNN本部素材共有シ

ステム」は、甲子園球場近くに設けたJNN本

部から映像素材をアップロードし、メタデータを

ひも付けて格納した上で、各局がWebページ

へアクセスしてダウンロードするというシンプル

な構成となっている〔図1〕。

　素材アップロードにはマイクロソフトが無償

提供している「Azure Storage Explorer」を

採用するなど、システム全体でAzureを生かし

「メディア業界における半内製化のススメ」
日本マイクロソフトは2月26日、オンラインイベント「メディア業界における半内製化のススメ」を開催した。Microsoft Teams上で100
人以上が参加し、IP化の波が大きく押し寄せる中、放送事業者にマイクロソフトが提案する「半内製化」というあまり聞きなれないテー
マに耳を傾けた。（構成：高瀬徹朗：メディアウォッチャー）

〔図1〕MBS内製「JNN本部素材共有システム」構成
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テーマだ。一方、専用ハードの購入やソフト

ウェア開発の外部委託は、コストがかかる上

に柔軟性に欠け、失敗した場合のリスクも大

きい。「低コストで短時間、少人数で検証する

狙いを考えたとき、内製化へのチャレンジへと

つながった」（MBS 総務局情報システム部主

事・田中淳史氏）

　わずか二人で開発を進めた今回の取り組

みは、プロトタイプ開発からテストしてフィード

バックするサイクルを素早く繰り返してできるこ

とから、多くのノウハウをMBSにもたらしたとい

う。「今回の成功で若手中心に内製化の機

運が高まった。新しいやり方を取り入れようとい

う空気が社内にも生まれてきたのを感じる。ス

モールスタートできるのでリスクは低く、始めの

一歩が踏み出しやすい」（猪下氏）。

　細かい機能にはあえて対応せず、できうる範

囲で取り組んだというMBSの内製化である。

衛星のバックアップとしてのテスト導入であっ

たが、コスト・人員などのメリットを考慮すれば、

近い将来、メインストリームに躍り出る可能性

も低くない。

●Francfrancの事例
優良顧客を増やしていくための
AIデータ解析

　インテリアや雑貨の販売を幅広く手がける

Francfrancは、デザインで価値を提供する考

えで、全国130店舗を展開。「Customer is 

my Dear Friend」を掲げ、店舗に訪れた「大

切な友人」に居心地の良い空間を提供する

ことを目指している。そうした方針の中で重視

しているのが顧客データである。「大切な友人

（顧客）をよく知ることで、より満足度の高い

店舗サービスを提供したい」（Francfranc  情

報システム部店舗システム課課長兼CRM課

課長・竹中均氏）というアプローチだ。

　有効な情報活用に向けてCRM課を新たに

立ち上げ、顧客LTV（ライフタイムバリュー）の

向上や利益の伸長、顧客価値の向上などを

目指してさまざまな会員向けサービスを展開し

たが、一方で「データサイエンティストの不在」

からくる高度な分析の難しさに気がついたとい

う。また、データ自体もさまざまなシステムに分

散されており、その統合ができていないという

課題もあった。

　そこでFrancfrancが採用したのが、マイクロ

ソフトが提供している「Data Hack」というプ

ログラム〔図2〕である。日本マイクロソフト カス

タマーサクセス事業本部クラウドソリューショ

ンアーキテクト・武田雅生氏によれば、「Data 

Hackは特定のお客様向けの無償特別支援

サービスで、データサイエンティストの育成とと

もに一連のフローを支援するというプログラ

ム。顧客（Francfranc）からヒアリングしながら

何をしたいのかを定義し、実際のデータを使っ

て分析を進める。マイクロソフトは人とシステム

を提供し、顧客に寄り添う形で内製化を支援

する。いわばワークショップやハッカソン、日本

語で言えば、『合宿』で得られる深い関係性で

プロジェクトを進めることが『Data Hack』の

本旨」と説明する。

　Francfrancが定めた最終目標は「優良顧

客の購買特徴を割り出すAIの構築」。優良顧

客の特性を可視化し、それを分析した上で、一

般顧客から優良顧客へとランクアップしてもら

うための予測モデルを構築してビジネスに生か

していくことだ。

　データ分析の目的を定め、何をもって優良

顧客とするのかを設定。次に分析基盤を作る

ため、必要と思われるデータを取捨選択しなが

ら格納する。そして、分析目的と基盤をベース

にAIを働かせ、最適な予測モデルを導き出し

た。

　特筆すべきは、実際に内製化システムを

担当したCRM課のメンバーがいずれもデータ

分析の専門知識を持たない店長経験者とい

うこと。「Excelでデータ集計した経験があっ

た程度だったが、必要データの格納作業を

丸1日～2日程度でやれた。目的が明確であ

れば、簡単に使いこなせるツールだと感じた」

（Francfranc 情報システム部CRM課・武

本圭史氏）。竹中氏も「優良顧客に共通する

特性が可視化され、一般顧客から優良顧客へ

と導くための施策が見えるAI予測モデルが、

こんなに簡単にできるのかと思った」と振り返

る。

　マイクロソフト武田氏は「情報処理の専門

家でなくてもここまでできた、ということがポイ

ント」と指摘し、「データ分析者としてやるべき

ことをキャッチアップし、そうしたスキルを身に

〔図2〕Data Hackの紹介

数日～ 1週間　　　

・「Data Hack」はマイクロソフトAzure上のデータサービスを利用しデータ分析活用を開始したい
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付けてもらえたことが重要な一歩になる」と、

Francfrancプロジェクトの支援を振り返る。

　今回導き出された予測データはあくまで検

証段階であり、本格的な活用はこれからという

ことだが、店舗スタッフを本社に呼び寄せて

CRM課を立ち上げたFrancfrancの狙いであ

る人材育成とデータ活用に向けて大きな弾み

がついたのではないか。

「半」という用語に込めた
マイクロソフトの意図

　マイクロソフトが提案する「半内製化」とは

何か。最新の技術を提供することを本業として

きた同社が、より使いやすいツールの提供を

目指したものだという。IT技術のイロハを知ら

ないユーザを「お手伝い」することで、クラウド

活用の輪を一緒になって広げていくという思い

が、「半」を付けた内製化提案に込められてい

る。

　MBSとFrancfrancのケースにおいて、半

内製化を担当したのは情報処理の専門職で

はなく、現場の担当者だ。「データに関しては、

現場担当者がいなければデータの意味が理

解できないケースがほとんどで、あくまで現場

が使えるツールとして進めていくのが『Data 

Hack』のスタンスにある」（日本マイクロソフト 

カスタマーサクセス事業本部シニアクラウドソ

リューションアーキテクト・畠山大有氏）。

　最新の世界潮流において「内製化」はもは

や大きな流れで、外注するのは規模の大きな

基幹システムのようなもののみという考えが常

態化している。内製化の動きは「Low Code」

や「No Code」といった表現で「プログラムを

書かずに構築」を指すが、これはMBSが語っ

た「難しいコードを書かずに、Azureが提供し

ている部品を組み合わせてシステムを作ること

で、属人化も防ぐ」狙いとも一致する。

　この「半内製化」を進めるために用意される

のが「Data Hack」などのワークショップで、体

験しながら理解していく。これがイベントテーマ

「半内製化のススメ」というわけだ。

放送局に「視聴者動向分析」のススメ

　今回は2つの事例が紹介されたが、その

内容は大きく異なる。MBSは系列局への素

材配信で、従来は衛星で担ってきたシステム

の置き換え。Francfrancは優良顧客の増大

を目指すためのユーザ動向分析である。「業

種の違い」による目的の違いだが、今回のイ

ベントテーマであえてメディア企業ではない

Francfrancの事例を持ち出したのは、彼らが

行ったユーザ動向分析こそ、メディア企業た

る放送局に必要な事例と捉えたからではない

か。そのあたりを、日本マイクロソフト エンター

プライズ事業本部通信メディア営業統括本

部インダストリーエグゼクティブ・大友太一朗

氏は、「OTT事業者は従来の放送局とは異

なり、コンテンツを消費するユーザと直接つな

がっている。ユーザがどのような視聴行動を

とっているのかを分析した上でコンテンツを制

作し、配信を展開している。放送のビジネスモ

デルにおいて広告主が重要ではあるが、OTT

の進出を踏まえて、視聴者の行動もより意識

していく必要があるのではないか」と話す。

　番組コンテンツを商品と捉えるのであれば、

それをより有効に、かつ効率的に視聴者へと

届けるための工夫が必要で、より「お客様＝視

聴者」の動向を正確に把握していくことを基本

にしてはどうか、というのがマイクロソフトの提

案だろうか。「地上テレビ局はもちろん、ケーブ

ルテレビ局はお客様の顔まで見えている状態

なので、よりデータを生かせる環境を意識して

ほしい」（畠山氏）。

　クラウドの雄であるマイクロソフトの提案だ

けに、視聴者動向分析といわれると話題の実

数測定（視聴データ）を連想するが、「そうでは

ない」と畠山氏は話す。ユーザ動向を分析し

ているOTT事業者にしても、ワン・ツー・ワンの

マーケティングは行っていない。あくまで傾向、

統計などのログを活用しているだけだ。マスメ

ディアである放送は個人別の視聴データは不

要で、ビデオリサーチから提供されるサンプリン

グデータや、TVerなどの配信サイトからのデー

タ分析をどう生かすかだと指摘する。「例えば、

TVerのデータで放送局が気にしているのは

『何回再生されたのか』までが多い。そこから

一歩踏み込んで視聴者の好みがどう変化し

ているのかなど、絶対数だけでは測れない『変

化』を自らのオリジナルな手法でデータ分析を

行っていくというアプローチが必要ではないか」

と畠山氏は提起する。

　過去のInter BEEなどでも示された通り、

Azureにはデータ解析を行うことができるツー

ルがそろっている。例えば「Video Indexer」

は、映像からさまざまな情報をAIで自動抽

出することができ、Francfrancが 用いた

「Microsoft Power BI」ならば、収集した情

報をわかりやすく可視化もできる。

　自らが立てた仮説に基づいて、自分たちなり

の方法でデータを収集し、そこから必要な情報

を読み取っていく。目的をもって知りたい情報

を定めることができるのが、「半内製化」の大

きなメリットの一つと言えるだろう。

まずは「体験」することから

　マイクロソフトは半内製化を提案するにあた

り、「まずは体験してもらうこと」を大きなテーマ

に掲げる。実務を担当することになる各現場

のスタッフはもちろん、経営層や管理職にも示

しているメッセージだ。

　「何が大変で、何が簡単にできるのか。現

在の経営者や管理職が現場にいた当時とで

は、環境がどれだけ変化しているのか。トライ

＆エラーをかけられるクラウドの利点を理解し

ていただくには、まずは体験してもらうことが一

番」と大友氏は呼びかける。

　マイクロソフトでは、今後もオンラインを含め

て積極的にワークショップイベントを開催する

方針。体験することで、放送局の新たなスタン

スが見えてくる。
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