
MMD や 3D プリンターなどで注目を集める 3D モデル製作者
が、正当な評価を得られる環境の創出へ。データ量の読めない
投稿サービス「ニコニ立体」を、Microsoft Azure で始動

「niconico (ニコニコ動画、ニコニコ生放送 )」を提供している株式会社ドワンゴでは、作品を投
稿するクリエイターが、創作活動による収入で生活できる環境の創出を目指し、さまざまな取り
組みを行っています。その一環として、2014 年 5 月から新しいサービスを開始しています。そ
れが、3D モデルや MMD モデルを投稿、共有する「ニコニ立体 (http://3d.nicovideo.jp/)」です。
製作に日数を要し、配布用データが 1 体あたり最大 100 MB の 3D モデルの投稿が、「どれだ
けのペースで増えていくかまったく読めない」状況の中、"最善のサービス提供基盤 " として選
択したのが、Microsoft Azure でした。

導入の背景とねらい 
クリエイターの創作活動の支援を目的とした
新しいプラットフォームを、クラウド活用でスモール スタート

株式会社ドワンゴ (以下、ドワンゴ ) が提供する「niconico (ニコニコ動画、ニコニコ生放送 )」には、
さまざまな作品が投稿され、多くのユーザーに楽しまれています。その中には、2 次創作物も多く
含まれていますが、「着うた」や「着うたフル」などの事業を手掛けるドワンゴでは、常に 1 次創作者
への敬意をもって、著作権管理と、正当な対価の支払いを行っています。
さらに 2014 年 4 月には「ネット創作支援部」という部署を新設。niconico に集うクリエイターたち
が一本立ちできる環境創出を目指して、活動を進めていると、ドワンゴ プラットフォーム事業本部ネッ
ト創作支援部 セクションマネージャ 園野 淳一 氏は、説明します。
「クリエイターの方々が求めるものが、必ずしもお金とは限らないと思います。しかし、私たちとし
ては、きちんとお金をお支払していける、クリアな環境を創出したいと考えています。niconico は
あくまでもプラットフォームであって、その上で作品を発表し、多くの人に楽しみを提供してくださっ
ているクリエイターの方々が主役なのです。そこで、親作品と子作品がひと目で把握できるコンテン
ツ ツリーなどの機能を整備して、主役となる方々への敬意と権利が損なわれないようにしています」。
こうした取り組みの一環として、同年 5 月 2 日から新しくサービス開始されたのが、「ニコニ立体」です。
「ニコニ立体」は、数多くの 2 次創作が発表されている MMD (MikuMikuDance : ボーカロイド「初
音ミク」などの 3D モデルを操作して PV を作成できる無償ツール ) 用のモデルや、一般的な 3D モ
デルを投稿・配布できる立体投稿共有サービスです。
このサービスを企画した、同部 クリエイターポータルセクション ニコニ立体グループ リーダー 喜
田 一成 氏は、企画を行った背景を、次のように説明します。
「海外には、『CGHUB.com』という世界最大級のグラフィック投
稿サービス (現在閉鎖中 ) があり、3D モデル製作者が評価を得
る場所として機能していましたが、日本のクリエイターによる利
用は多くありませんでした。さらに niconico を振り返ってみる
と、たくさんの 3D モデルを多用した PV が公開されているのに、
そこで利用されている 3D モデルの製作者が直接評価を受ける
環境がありませんでした。niconico のプラットフォーム上に作品
が登録されていなかったためにコンテンツ ツリーにも登録でき
ず、正当な評価を得られなかったのです。こうした状況を改善
するために企画したのが、『ニコニ立体』です」。
しかし、「ニコニ立体」は、「ニコニコ動画」のようにエンターテ
インメント性の高い CGM (Consumer Generated Media) ではあ
りません。また、3D モデル 1 体の制作には、数か月かかること
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ソリューション概要

○プロファイル
株式会社ドワンゴ (http://info.dwango.co.jp/) 
では、サービスの開始から一環して、クリエイター
への敬意を第一として 「niconico (ニコニコ動画、
ニコニコ生放送 )」などの CGM を育成。過去 3 
回を数える「ニコニコ超会議」では、会場来場者
数約 12 万人、ネット来場者数約 760 万人 (「ニ
コニコ超会議 3」での実績 ) を集めるなど、日本
のネット文化を牽引しています。2014 年 5 月に
開始された「ニコニ立体」(http://3d.nicovideo.
jp/) も順調に作品投稿数を増やしています。

○導入ソフトウェアとサービス
・Microsoft ® Azure
 - Virtual Machines
 - SQL Database

○メリット
・ 日本データセンターを活用することで、レイテ
ンシの不安もなく、国内に既存するシステムと
の連携が可能

・ Virtual Machines を活用することで、Ruby on 
Rails などの開発フレームワークを活用可能

・ SQL Database 活用によって、データ量増加に
伴うスケールアウトも容易

○ユーザー コメント
「3D モデル製作者の方にとって使いやすく、か
つ正当に評価される環境をお届けすることが、
『ニコニ立体』の目的です。そのためには、で
きる限りコストを抑えることが肝心です。また、
3D プリンターによる市場の変化が注目を集めて
いる今、いつ、どのようなタイミングで登録さ
れる 3D 作品のデータ量が跳ね上がるかもわか
りません。こうした状況に何の不足もなく対応
できるクラウド サービスとして Azure を選択し
ています」。

株式会社ドワンゴ
プラットフォーム事業本部ネット創作支援部
セクションマネージャ
園野 淳一 氏
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導入についてのお問い合わせ
本ケース スタディは、インターネット上でも参照できます。http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/
本ケース スタディに記載された情報は制作当時 (2014 年 8 月 ) のものであり、閲覧される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
本ケース スタディは情報提供のみを目的としています。Microsoft は、明示的または暗示的を問わず、本書にいかなる保証も与えるものではありません。
製品に関するお問い合わせは次のインフォメーションをご利用ください。
■インターネット ホームページ  http://www.microsoft.com/ja-jp/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター   0120-41-6755
(9:00 ～ 17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く )
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
＊Microsoft、SQL Server、および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。
＊製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
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株式会社ドワンゴ

もあります。「正直、どのくらいの規模で始まり、どのくらいの勢いで登
録件数が伸びていくのか、まったく読めなかった」と園野 氏は言います。
「初期投資が過剰になってしまえば、3D モデル製作者のためにサービス
を改善するためのコストに支障も生じるでしょう。3D モデルは 1 体で 

15 MB ほどですが、配布用のデータになると 100 MB 近いものもありま
す。つまり、スタート時には登録件数が少なくても、いつデータ量が爆
発的に増えてもおかしくはないのです。そうしたサービスを支えるインフ
ラとしては、クラウド サービスの活用が最適だったのです」。
ドワンゴ社内で活用しているデータセンターとコストを比較した結果、
クラウド サービスの採用を決めた同社では、さらに、AWS (Amazon 

Web Services) など、各種サービスを比較検討。最終的に選ばれたのが、
Microsoft Azure でした。

Azure 活用の効果 
Ruby on Rails + Azure でスピード構築。
SQL Database 活用で、急なスケールアウトにも対応

「ニコニ立体」は、2014 年 2 月に、東西 2 か所に開設したマイクロ
ソフトの日本データセンターを活用。Azure の機能である Virtual 

Machines を利用した IaaS (Infrastructure as a Service) 環境に Ruby 

on Rails を使って開発を進め、Azure採用決定からわずか 2 か月の短
期間で環境構築や最終調整を終えています。
「既存データセンターにある、niconico の認証基盤との連携が必要で
すので、Azure のデータセンターも日本国内にあることが必須条件で
した。東西 2 か所のデータセンターを使って BCP 対策などを高めて
いますが、レイテンシの問題もなく、安定して稼働しています。この

点はとても評価しています。私たちのチームで Ruby on Rails を使う
のも初めてだったのですが、サービスインには間に合いましたね (笑 )」
(喜田 氏 )。
そしてデータベースには、Azure の PaaS (Platform as a Service) サー
ビスとして提供されている SQL Database が採用されています。
「データベースに関しては、Virtual Machines の環境に MySQL を構
築する方法もありましたが、後で柔軟にスケールできないという難点
があります。素直に Azure 標準の SQL Database を活用する方が、メ
リットが大きいと判断しました。できる限り PaaS 環境を利用した方が
開発の負担も少ないですからね。正直に言えば、私を含めたスタッフ
全員、オンプレミスの SQL Server® にも触ったことのない未経験者ば
かりでしたので苦労もありましたが、今は社内にナレッジもたまり、ス
ムーズに進められるようになりました」(喜田 氏 )。

コストを抑えたサービス運用と
"フルスタック エンジニアの育成" にも役立つ環境の獲得

コストに関しては、AWS 利用を想定した試算よりも、約 35％ 削減で
きていると、園野 氏。こうして、手軽に活用できるクラウド サービス
が増えていくことは、長期的なエンジニア育成の観点からも、大いに
歓迎していると言います。
「今、"フルスタック エンジニア " という言葉が注目を集めています。
1 人で複数の技術分野に精通した技術者のことですが、こうした人材
を、従来の開発環境で育成することは至難です。しかし、クラウド
であれば、テスト環境用のサーバーを立てることから始まり、ミドル
ウェアの実装、アプリケーションの開発まで、少ない負荷でさまざま
なフェーズに関わっていくことが可能です。さらに、Azure のようなク
ラウド サービ
スがシェアを広
げ、クラウド市
場がバランス良
く整えられてい
くと、エンジニ
アのスキルにも
幅が出るなど、
大きなメリット
が得られるだろ
うと、強く実感
しています」。
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ニコニ立体 画面イメージ。投稿作品には任意にタグが付けられてお
り、「皆さん、ネーミングが秀逸。やられたっ、という感じです (笑 )」
(園野 氏 )


