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メディアドゥ新プラットフォーム
出版ERPとブロックチェーン基盤のご紹介
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メディアドゥについて



メディアドゥの紹介 -ミッション／ビジョン

※2021年2月期第3四半期決算説明資料より抜粋



メディアドゥの紹介 -強み

※2021年2月期第3四半期決算説明資料より抜粋



メディアドゥの紹介 -既存事業のDX

※2021年2月期第3四半期決算説明資料より抜粋



メディアドゥの紹介 -新規事業の構築

※2021年2月期第3四半期決算説明資料より抜粋



既存事業について



電子書籍の流通事業



現在、メディアドゥが提供できているサービス

基幹システム
コンテンツ管理

配信システム
CDN

MDCMS

コミなび
電子書店

ファイルや

メールによる

売上報告など

FTPやメールに

よる入稿

電子の流通全体を支える存在を目指して...

など、
数百の電子書店



流通全体を支えるプラットフォームとして足りていないプロダクト

基幹システム
コンテンツ管理

配信システム
CDN

MDCMS

コミなび
電子書店

カバー出来ていない領域へ！

???
流通に乗せる機能

???
販売管理

???
コンテンツ制作？

???
印税支払

出版ERPを提供



出版ERPについて



出版市場の規模と出版社の数について

市場規模は紙＋電子合わせて、

約1.6兆円
（2020年出版科学研究所）

出版社の数は、

約3,100社
（2019年経済構造実態調査）

出版社名 売上高 シェア

講談社※2019.12.1~20.11.30 1,449億円 約9.1%

集英社※2019.6.1~20.5.31 1,529億円 約10.5%

KADOKAWA※2019.4.1~20.3.31 1,156億円 約7.2%

小学館※2019.3.1~20.2.29 977億円 約6.1%

～～～

売上100億以下の出版社
およそ3,000社の合計

約8,166億円
※出版物販売額の実態

（2020年版）
約48.9%

（2020年各社が公表している数値より引用）

中小規模の出版社が多い



電子書籍の市場について

※2021年2月期第3四半期決算説明資料より抜粋



印税計算（紙の場合）

× 10,000部 印刷

とある作品

印税100万円です

↓ 売れ行き好調なので重版 ↓

× 20,000部 印刷 印税200万円です

発行する毎に印税が発生



印税計算（電子の場合）

03月 100ダウンロード

とある作品
が

とある書店
で

印税10,000円です

04月 50ダウンロード 印税5,000円です

05月 40ダウンロード 印税4,000円です

06月 50ダウンロード 印税5,000円です

07月 10ダウンロード 印税1,000円です

08月 3ダウンロード 印税300円です

以下、ずっと続く、、、

売上が発生する毎に印税が発生

電子は絶版が無いので増え続けていく



出版ERPをSaaS型で提供！

ERP

売上管理・分析

印税計算

支払処理

などなど、、、

A社

B社

C社

D社

E社

F社

まずは、売上や印税・支払に関する業務を

サポートする機能をSaaS型で安価に提供します！



出版社における売上集計・印税計算業務の現状（電子の場合）

売上報告

書店や取次からくるバ
ラバラなフォーマット
の売上報告ファイルを...

関数とマクロを駆使し
た秘伝のExcelで加工・
集計して...

会計システム

作家

会計システムに取り込
んだり、作家へ支払案
内を郵送したり、印税
を支払ったり。

銀行

メディアドゥ

Amazon

電子書店その１

などなど...

たくさんのファイルを
作り上げ...

手作業、紙ベースでのやりとりが多い



出版ERPを導入すると...

売上報告

書店や取次からくるバ
ラバラなフォーマット
の売上報告ファイルを...

出版ERPの画面に放り
込むだけで...

会計システム

作家

必要なファイルは自動
で作成され、可能な宛
先には自動で送信され
る。

銀行Amazon

電子書店その１

などなど...

メディアドゥ
基幹システム

メディアドゥ 自動連携

ERP



ちなみに...

出版ERPの画面を眺め
ていれば...

会計システム

作家

だいたい自動で仕事が
終わる世界に！

銀行

メディアドゥ
基幹システム

自動連携

ERP

メディアドゥにすべての流通をお任せく
ださっている出版社の場合だと、



技術的なお話



アーキテクチャは無難な構成です！

Amazon Route 53

Amazon CloudFront

Amazon API Gateway

Amazon CloudWatch

AWS                  AWS

CloudFormation CodeBuild

Amazon SES



各環境の管理も容易に！

SAM、CloudFormationのパラメータを変えるだけで各環境に簡単にデプロイ

AWS

CodeBuild

AWS

CloudFormation

production

staging

develop



クラウドで動くアプリケーションを用意するのは簡単！

エンジニアが
真に解決すべき課題に

注力できる！



続いて、新規事業のお話に移ります



Blockchain Platform For Digital Assets
On Amazon Managed Blockchain



● デジタルコンテンツ×ブロックチェーンの可能性

● メディアドゥのブロックチェーンへの取り組みについて

● Amazon Managed Blockchain採用の背景

● ブロックチェーン利用の勘所
○ ブロックチェーン適用範囲の判断基準

○ パフォーマンス課題への取り組み

○ 利便性向上のための取り組み

● メディアドゥブロックチェーンサービスの今後について

● エンジニア採用について

Agenda



メディアドゥでは、デジタルコンテンツとブロックチェーンの組み合わせに

多くの可能性があると考え、ブロックチェーン基盤の開発を推進している。

● デジタルコピーからデジタル「資産」へ

● コンテンツ証明による海賊版対策への応用

● コンテンツを取り巻くファンの証明

Etc...

デジタルコンテンツ × ブロックチェーンの可能性



● 2019.07 PoCを経て、コンソーシアム型ブロックチェーンHyperledger Fabricの

採用を決定。

● 2019.10 Amazon Managed Blockchainの利用を開始。

運用方法の検証をスタート。

● 2020.06 ブロックチェーン基盤の開発完了。

● 2020.10 ブロックチェーンを基盤としたサービスのα版リリース。

[2021年現在]

2021年度サービス正式リリースに向けて進行中。

メディアドゥのブロックチェーンの取り組みについて(1)



Chaincode For Digital Contents

(Smart Contract)

REST APIs
ブロックチェーン
管理コンソール

サービスA サービスB ・・・

デジタルコンテンツ向けに
メディアドゥが開発した
ブロックチェーン基盤領域

開発
ツール他

Member-A Member-B

CA CA

Peers Peers Peers Peers

Orderer

メディアドゥのブロックチェーンの取り組みについて(2)



[課題]

● 社内資源的な課題。Hyperledger Fabricのアーキテクチャに詳しい人材がほぼいない。

[Amazon Managed Blockchain採用による効果]

● Hyperledger Fabricのインフラ構築経験がなくても簡単にプロビジョニングできる。

● CA(MSP)やOrdererがマネージドの領域の中で耐障害性を持って提供されることで

SPOFを気にしなくても良くなる。

※ ) 連携先社内サービスもAWS化を行っていた周辺環境も後押し。

ブロックチェーンを始めたいが、インフラ構築にリソースがあまり避けない組織にはおすすめ

Amazon Managed Blockchain採用の背景



ブロックチェーン利用の勘所



データの履歴管理は必須？

データの変更ルール以外の
データ更新を許容しない？

運用者も含めて
データ改竄耐性が必要？

データベース

分散台帳

ブロックチェーン

N

Y

N

Y

Or

Y

当然、ブロックチェーンは万能ではない。むしろ限定的なケースにおいてのみ、その特徴を活かしきれる。

必要最小限で利用することが望ましい。以下のブロックチェーン適用範囲の意思決定フロー。

N

ブロックチェーン適用範囲の判断基準



[パフォーマンス上の課題]

ブロックチェーンは仕様的にどうしてもパフォーマンス課題がついて回る（ハッシュチェーンの生成や、

コンセンサスプロセス等）。これはコンソーシアム型ネットワークも同様の課題を持つ。

Hyperledger Fabricでは主に、

● ブロック生成コスト

● CA認証

の大きく２つがボトルネックに。

パフォーマンス課題



対策.１
大量のリクエストはDynamoDBで１次受け。
DynamoDB Streamを利用してブロックチェーン側への
依頼をバルク化

DynamoDB Stream

※ ) 詳細なレポートはこちらも参照
https://techdo.mediado.jp/entry/2020/11/09/110130

パフォーマンス課題への対策

対策.２
ブロックチェーン書き出しEndpointにFargate採用
＋認証結果をステートフルにキャッシュすることで
CAサーバの負荷を低減

Amazon

API Gateway
AWS Lambda

Amazon 

DynamoDB

Application Load 

Balancer
AWS Fargate Amazon Managed 

Blockchain

AWS Secrets 

Manager

AWS Lambda



[課題]

Amazon Managed Blockchainにより、インフラ構築はとても便利になった一方で、チェーンコードの管

理などはCLIがベース。まだ運用が容易だとは言い難い。

[対策]

● 管理コンソールの作成による、GUIベースでのブロックチェーン管理の実現

● Ansibleなどによる、チェーンコードインストールの簡略化

この辺りの領域はAmazon Managed Blockchainサービスの今後の成長にも期待！

利便性向上のための取り組み



メディアドゥでは2021年度にブロックチェーンをベースとしたサービスを

複数ローンチしていく計画。

より良いユーザ体験がお届けできるよう、Amazon Managed Blockchainがもたらす

メリットを最大限活用しつつブロックチェーン基盤の機能強化を継続予定。

メディアドゥ ブロックチェーンサービスの今後について



メディアドゥではエンジニアを募集しております！

https://recruit.mediado.jp

エンジニア募集について



ご清聴ありがとうございました。
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