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IBMクラウド・ビデオStreaming
Manager
ライブブロードキャスティングの
エンドトゥエンドストリーミングビ
デオソリューション

IBMクラウド・ビデオStreaming Manager
IBM® Cloud Video Streaming Managerは、新商品発表、
メディア・マーケティン
グイベントの放送のための、最も拡張性・縮小性のある、信頼性が高いグローバル
なストリーミングビデオプラットホームの一つです。
このプラットホームは、
ワトソ
ンAIテクノロジーを利用して、
ライブおよびオンデマンドビデオのエンド・トゥー・
エンドワークフローを簡素化することができます。

最高のライブビデオプラットフォーム1

2

パワフルなのに、
使いやすい

IBMクラウド・ビデオStreaming Manager は、初心者の方でも簡単にご利用いた
だけますが、専門家が使用する場合であっても、十分な柔軟性を有しています。
お
使いのブラウザから数百万人に向けて放送できます。技術経験やソフトウェアのダ
ウンロードが不要。IBMクラウド・ビデオ認定パートナーのエンコーディングおよ
びプロダクションハードウェアを利用して、
フルスケールのマルチカメラ制作を行う
ことができます。

ビューワーを魅了

IBMクラウド・ビデオのFacebookおよびTwitter統合ソーシャルストリームの機能
を利用して、物語を語ったり、
トラフィックを増加したり、
ソーシャルメディア上の存
在感を高めたりすることができます。
あなたのフォロワーとコンテンツを共有する
ことで、
ほぼリアルタイムでファンやフォロワーとチャットしたり、
バイラルリーチを
拡大することが可能になります。

あなたの視界をコントロール

IBMクラウド・ビデオのフレキシブルなパブリッシング/シンジケーションコント
ロールで、
ビデオの配信を管理。御社のウェブサイト又は御社のIBMクラウド・ビ
デオチャンネル上に御社のビデオとライブブロードキャストを埋め込み、
ドメイン
のホワイトリスト化とブラックリスト化を行います。完全な管理を行ないたい場合
は、
パスワード保護でアクセスを制限してください。

移動中の人々とつながりを持つ

IBMクラウド・ビデオに統合されたCloud Transcoding Serviceを利用すれば、
御社のビューワーは、単一の高解像度ストリームインジェストからのアダプティブ
ビットレート配信により、使用端末の種類によらず視聴体験を最適化することが
できます。
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「ライブアド と IBMクラウド・ビデオ
を利用することで、
イベントに来場した
300 人の報道関係者以外の多くの人
々にも、
コンテンツをお届けるすること
ができました。
ビューワー数は 39万人
を上回りました。」

–マ
 イケル・ガラント
マツダ

「私たちは、我が社の新商品発表の
際に90,000人以上のユニークビュー
アーに到達することに成功し、合計で
166,000回を超える視聴回数を実現
することができました。」
– ジョー・スパラシオ
ローランド・コーポレーション

ビューワーを理解する

リアルタイムに近いブロードキャストモニタリングおよび深層分析機能を利用して、御
社の聴衆の視聴傾向に関する洞察を取得。IBMクラウド・ビデオのパワフルで見やす
いダッシュボードからデータを取得し、
レポートを生成、人口統計情報を掘り起こす。

御社の放送コンテンツの価値を拡大

IBMクラウド・ビデオの自動アーカイブ機能を利用して、御社のライブストリームの価
値とリーチを広げましょう。IBMクラウド・ビデオのライブプレイリスト機能によって、
ライブコンテンツはすべて自動的に録画され、
オンデマンドビデオやライブリニアフ
ィードのプログラミングに利用できます。

ビューワーの詳細情報を入手し、視聴傾
向を登録する

IBM でセールスパイプラインを拡大。御社のビュー
ワーに関する情報を取得するために、
カスタマイズ
された登録フォームを作成します。
オンラインで登
録データをご覧いただくか、又は分析とフォローア
ップのために、御社のCRMあるいはマーケティング
オートメーションプラットホームの中に、
データを
ダウンロードしてください。

御社のニーズを満たすサポートプラン

我が社のエンタープライズサポートプランは、週7日の電話サポートとウェブベースの
ヘルプリソース、
ならびにオプションの大規模且つ事業上重要な放送を行う際のイベ
ントや制作の管理サポートを提供し、御社の成功をお手伝いします。

自動ビデオキャプション

ワトソンの人工知能能力を利用して、
スピーチからテキストへの変換とキャプション挿
入を自動的に実施。
– 外注業者への委託不要
– キャプションの追加コストなし
– キャプションありまたはなしでの公開を自動的に設定
より詳細を知りたい方は、IBMクラウド・ビデオまでご連絡ください。電話番号
+1 800 778 3090 又はウェブサイト www.ibm.com/cloud/video をご覧くだ
さい。

IBMクラウド・ビデオ

IBMクラウド・ビデオでは、世界中に、
スケーラブルで信頼できるビデオストリーミ
ングサービスを提供しています。IBMクラウド・ビデオは、多彩なビデオ機能や優れ
たコグニティブ機能を組み合わせて、現在利用できるレベルにおいて最も包括的な
ビデオオファリングを提供します。IBMクラウド・ビデオに関する詳細については、
www.ibm.com/cloud/videoをご覧ください。
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機能

– 統合コンテンツ管理
– 自動化されたキャプション追加およ
びスピーチのテキスト化
– マルチ CDN デリバリーを含む
– アダプティブビットレートデリバリー
によるクラウドベースのトランスコー
ディング
– プロフェッショナルエンコーディング/
制作機器のサポート
– 自動録画
–ビデオアップロード
– ライブ再生リスト
– カスタムブランディング
– 埋め込み型コントロール
– パスワード保護
– シンジケーション
– 専用チャンネルページ
– HTML5 プレイヤー
– 統合チャット
– Facebook や Twitter との統合によ
るソーシャルシェアリング
– 複数の管理者のサポート
– ライブアナリティックスダッシュ
ボード
– 見込み客の取得
– イベント管理と制作サービスを含む
エンタープライズサポートプラン

アプリケーション

– ウェビナーとウェブキャスト
– ビデオマーケティング
– プレスカンファレンス
– 製品発表
– エンターテイメントイベント
– スポーツイベント
– カンファレンス
– 研修と教育
– コミュニティアウトリーチ
– 礼拝所

IBMクラウド・ビデオについて

2016年1月創設のIBMクラウド・ビデオは、IBMのR&Dラボのイノ
ベーションとClearleapやUstreamのクラウドビデオプラットフォーム
能力が合体したものです。
ユニット全体を通じて、IBMでは、
オープンな
APIの開発、
デジタルおよびビジュアル分析、管理の簡素化、世界中の業
界への広範且つ継続的な配信といった分野にまたがるビデオサービス
という、
パワフルなポートフォリオを提供しています。IBMクラウド・ビデ
オは、信頼性の高いビデオオンデマンドとストリーミングのサービスを
通して、主要メディア企業や大手企業をサポートしています。
IBMクラウド・ビデオに関する詳細については、
www.ibm.com/cloud-computing/solutions/videoをご覧ください。
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脚注
1 2016ストリーミングメディアリーダー
ズチョイス受賞、streamingmedia.com、
http://www.streamingmedia.com/Articles/Editorial/
Featured-Articles/The-2016-Streaming-Media-ReadersChoice-Winners-114418.aspx
2 Sony CES 2016プレスカンファレンス、
http://www.ustream.tv/recorded/81044847

Apple、iPhone、iPad、iPod touch、iOSは、米国および諸外
国における Apple Inc.の登録商標又は商標です。
本書に記載されている情報は、初版発行日の時点で最新です
が、IBMによって随時変更されることがあります。IBMが事業
を展開しているすべての国で、全ての製品・サービスをご利用い
ただけるわけではありません。
本書に記載されている情報は、商品性のいかなる保証、特定目
的に関する適合性、
ならび非侵害に関するいかなる保証および
条件を含め、明示と暗示を問わず、一切の保証なしに
「現状のま
ま」
で提供されています。IBM製品は、製品提供の際に締結され
た契約条件に基づいて保証されています。
確実なセキュリティ実施に関する宣言文: ITシステムセキュリテ
ィでは、御社内外からの不正なアクセスに対する予防や検知、
応答によるシステムや情報の保護が行なわれます。不正なアクセ
スによって、情報が改変・破壊・横領・不正使用されたり、他者に
対する攻撃を含むシステムの破損や不正使用が行なわれたりす
ることがあります。完璧に安全と見なすことのできるITシステム
や製品はありません。又、単一の状態で不正アクセスを防止する
上で完璧に効果を発揮できる製品、
サービス、
セキュリティ対策
もありません。IBMのシステムや製品は、総合セキュリティアプ
ローチの一部を成すものとして設計され、
必要に応じて操作手順
の追加が行なわれます。
その効果を高めるべく、他のシステムや
製品、
サービスを必要とする場合があります。IBMは、
そのシス
テムや製品が、何らかの第三者による悪意ある又は非合法な行
動の損害を被るリスクにつき、
これを一切保証いたしません。
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