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AIを通して、
ダークビデオデー
タを特定
ワトソンビデオエンリッチメン
トが、
より良い意志決定判断材
料を提供して、
メディア業界に
おける新たなビジネスの可能
性を解放する仕組み。

「…今日のビデオ業界は、
タ
イトルの整理、
おすすめの
作成、
そしてユーザーが膨
大の選択肢の中で情報を
閲覧するのに役立てるた
めに、
いまだにコンテンツ
のおおざっぱなインジケー
タに依存している。」

アダム・マッケイ監督による2015年の映画「The Big Short (邦題: マネー・ショー
ト」
は、三つの交錯する物語を通して、
アメリカ経済を破綻の際まで陥れた幾つも
の決断の数々を描き、2000年代半ばの住宅市場崩壊をテーマに検証した、
アカ
デミー賞受賞作です。映画には一部軽率な場面も含まれますが、滑稽な内容かと
いうと必ずしもそうではありません。
にもかかわらず、
ある人気定期購読型ビデオ
オンデマンドサービス用のユーザインタフェースの中では、
「マネー･ショート」
は
最近でもコメディー部門に分類されているのです。
ドリームワークスアニメーショ
ン社の
「トロールズ」
やディズニーの長編アニメ映画「リロ＆スティッチ」
のすぐ近く
に表示されています。
こうしたコンテンツとタグ付けの不一致は、今日のビデオ業界がタイトルを整理
して、推薦を行い、
ユーザーが膨大な選択肢の中でコンテンツサーチを行うサ
ポートを行う上で、
いまだに粗雑なインジケーターに依存していることを表してい
ます。
コンテンツのプレゼンテーション方法が進化し、
より適切な推薦を開発する
努力が行われているにもかかわらず、
ビデオ業界の大半は、利用可能なビデオタイ
トルを分類するために未だに表面レベルのメタデータに依存しています。結果とし
て、論理性を持たない分かりにくい分類となることがしばしばあります。場合によ
っては、
ユーザーが間違いなく楽しむことができたはずのコンテンツを視聴する行
動自体を止めさせてしまうこともあります。
コンテンツの表示・推薦方法におけるこの相違は、
ビデオコンテンツのオーナーお
よび配信元が直面している、絶えず増加し続けるコンテンツライブラリに対応す
る上での困難な状況を示す事例の一つに過ぎません。
コンテンツコンプライアン
ス - 例えば、不適切又は異論の余地のある題材からのコンテンツの保護 - に対す
る要求や、
ビデオを効率よく迅速にアーカイブ化、
カタログ化し、特定するための
現在も続くニーズにも、
同様の課題が生じます。
これらの課題すべてに共通した原因は、
「ダークデータ」又は
「アンストラクチャー
ドデータ」
と呼ばれ、最も重要な情報 - 文脈上の観点からの、
ビデオコンテンツ、
場面毎の実際の構造 - の可視化が行われていないデータと言えます。
ビジネス
インテリジェンスは、
データが入ってくる限りにおいてのみ価値のあるものです。
従い、
アクセスできない又は整理された構造を持たないビデオデータは、
メディア
ブランドや放送局にとってほとんど価値のないものとなります。何十年も経った今
も、多くのビデオは今も
「ダークデータ」
の状態のままです。
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すべてが、
より良い方向へと変化を始めています。

機械学習の革新的なアプリケーション - メディアコンテンツの調査、評価、記述方
法を人間のそれに近づけるアプローチ - により、
ビデオ業界の各企業が、短時間
のニュースクリップ又はスポーツハイライトから長編映画又はTVシリーズに至る
まで、
あらゆるビデオアセットの個別構造を理解する上での熟練度を上げること
が可能になります。
なぜそれが重要なのでしょうか？ 以前はアクセスできないか又は
「ダークな」
デー
タだったものが、人工知能の力によって解放され、製作会社と配信元はそのコンテ
ンツをまったく新しい観点から見ることができるようになりました - そして強力な
新しい洞察力を手にし、
そのコンテンツを特定、整理、最適化し、
目に見えるビジネ
ス上の目標を実現することが可能になりました。換言すれば、
それは高度な意志
決定を行うための高度なビデオ洞察を提供します。
IBMメディアソリューションスイートの中でも最初にご提供するソリューションであ
るワトソンビデオエンリッチメントは、
ビデオ映像のアーカイブ化および推薦の最
適化から、広告メッセージをスクリーン上に表示されるコンテンツと一致させる仕
組みまで、
今日のビデオビジネスのほぼすべての側面に触れるものです。IBMが
メディアとエンターテイメント業界に対してどのようにしてコグニティブのパワーを
もたらそうとしているのかを示す幾つかの例をご紹介します:

玉石混交のマーケットで抜きん出る:

ワトソンはビデオを観て、
メタデータを抽出し始めます。
ワ
トソンは、
ビデオの中で自動的に場面の数、
キーワード、被
写体と感情を検出し、御社のライブラリ内にあるすべての
アセットについて、検索しやすいメタデータパッケージを
構築します。

ワトソンは、既に認識済みの人物、都市と組織を含めて、
特定の実体を識別し、分類します。
それは、御社のビデオ
と関係のある高度なコンセプト、
テーマ、
そしてキーワード
も取得します。
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ほとんど同じコンテンツを提供する二種類のマルチチャンネルビデオプロバイダが
いると考えてください。一方では高度な満足感を生み出し、解約率を削減する極め
て優れた定期購読者体験を作り出すことができるのに対して、他方では何か面白
い動画はないかと無駄な検索を繰り返したり、実際に観たとしても楽しむことがで
きない顧客によって不満を増大させるだけという事態が起きています。両者の違
い: ビューワーの好みに合わせてコンテンツ検索と発見を最適化するワトソンビ
デオエンリッチメントテクニックの応用。
これらのテクニックは、
ビデオ、被写体の
詳細、文脈、性格等々の中にある感情的トーンと情緒を含めるために、
レガシーメ
タデータ記述の一般的性質を越えるコンテンツ分析に依存しています。結果とし
て、
プロバイダーはビューワーの希望により正確に即したビデオアセットを用意す
ることが可能になります。
仕組み:
ワトソンビデオエンリッチメント・アプリケーションプログラムインタフェース(API)
は、
アセットの深層まで潜り込み、
トーン、性格、(人物、場所、被写体等々の)画像
認識、対話、言語分類法と単語/音を精査する機能を有しています。
このAPIを使用
して、
ワトソンはコンテンツの何らかの意味を持つ側面に対して、
フレーム毎、単語
毎、場面毎の精査を行います: 画像、単語、音、感情、俳優、脚本、対象とさらに多
くのもの。
それは次に、長文形式のコンテンツ内から場面を特定し、
その動画を意
味論的に分析し、場面内で特定された事象を分析・関連づけるためにコグニティ
ブツールを適用します。
この開放的なデータコレクションを装備したワトソンは、
表面化したデータに対して複雑な分析を実施し、
これらのデータとほかの指標と
の関係を洗い出し、以前は見られていなかった(実際には、見ることもできなかっ
た)洞察データを作成します。
ダークビデオデータにスポットライトが当てられ、
コ
ンテンツ選択肢のより微細な説明、
プレゼンテーションと推薦の可能性が劇的に
広がります。

よりスマートなコンテンツの決定。

利用状況分析により、特定のタイトルが良い実績をあげていることを認識するだ
けでは、
もはや十分とは言えません。
より重要な問題は、
「なぜか？」
です。
ワトソン
ビデオエンリッチメントは、従前は不明瞭だった洞察を前面に浮かび上がらせて
くれます: 脚本家と音楽サウンドトラックの関係から、演者、
セッティング、題目と
感情的なトーンを含めた驚くべき関係まで、何でも。
コンテンツを魅力的にするの
は何かということについてより微細な理解を有することで、
プロバイダは費用対効
果分析の精度改善、
コンテンツを作成・取得する上でより高度な理解に基づいた
決断、顧客の利用率や満足度の向上、解約率の改善といったことに役立てること
ができます。
同様に重要なのが、機械学習の適用は、
これらの洞察を高速で表示
することが可能になり、何千というタイトルのコンテンツを評価・カタログ化する
作業に関係づけられた作業員負荷を消し去るということを意味しているというこ
とです。
仕組み:
テキストインプット - カテゴリー、
コンセプト、感情、
エンティティー、
キーワード、
メタデータ、関連性、意味論的役割、情緒といった分野を含めて - の意味論的特
徴を分析するために、
自然言語理解(NLU)技術を利用して音声および文章コンテ
ンツを評価することにより、
ワトソンは、重要な構成物を表面化させ、従前は共通
点がないと見られていたコンセプトをつなぎ合わせるために利用することができる
データを、可視化することができます。加えて、
ワトソンは新しいバージョンのコグ
ニティブコンポーネントが含まれる度に、継続的にその機能を改善していきます。
コンテンツに対応した文脈情報 - ソーシャルメディアのやり取りやニュースの進
行 - といったものは、時間が経つにつれて変化するものであるからです。

広告 ROIを改善。

ワトソンは、感傷と感情すらも検知することができます。例
えば、
ワトソンは喜び、悲しみ、又は怒りのような、
ビデオ
の大半を占める感情を特定することができます。

クローズドキャプションの挿入作業は、業界が抱えるまた
別の大きな問題です。
ワトソンはこれも自動化し、場面毎
に時間を測定された転写文章を提供します。
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ビデオストリームに広告メッセージを挿入する際の伝統的なアプローチは、
テレ
ビ黎明期から本質的に変化していません: たった今何が画面上に表示されたかに
よらず、予め設定されたブレークのタイミングでコマーシャルが表示されます。
これ
は、伝統的な線状テレビにだけ言えることではなく、
インターネットビデオという、
より目標を絞った環境の中でさえ言えることです。
メッセージが特定の聴衆に合致
しているとは限りませんが、
これらの事象はコンテンツの経過時間に関係なくほぼ
必ず発生します。
ビデオエンリッチメントは、
ビデオアセットの本編の中で、以前ほ
ど押し付けがましくなく、
よりコンテンツと一致したメッセージの伝達を可能にす
ることで、
この本質的な方程式を塗り替えるものです。例えば、
よりソフトで感情的
な訴え方をしたコマーシャルメッセージが、映画又は連続ドラマシリーズの同じよ
うなコンセプトの場面の中に表示されることがあります。逆に、
アクションが豊富に
含まれる広告は、
ライブスポーツイベント中にゲームの流れを変えるようなプレー
と正確に合致させることが可能です。
いずれにしても、
メッセージがより自然にコン
テンツストリームに流れ込み、結果としてより深いビューワー参加度を生み出すに
つれ、広告主にとっての付加価値が高められます。
仕組み:
母数全体に入る個々の成分を分析し、過去に取得した外部学習データを適用す
ることにより、
ワトソンはビデオコンテンツの本質的な構造を理解することが可能
になります。結果、
ワトソンはコンテンツの一致又はアフィニティーを念頭に置いた
スポンサー・メッセージを挿入する、
ロジカルポイントの特定と指定を行うことに
より、広告に文脈を持たせることができるようになります。
ビデオアセットの中で特
定されたこれらのポイントを記録するビデオロジスティクスプロセスと組み合わせ
て、
テレビネットワーク、
コンテンツライセンサー又は放送局が広告主への提示を
選択する指示であれば、
どのようなものでも自動化された広告の挿入が可能にな
ります。

「ビデオの価値とパフォー
マンスの最大化が、
ワトソ
ンビデオエンリッチメント
の真骨頂です。」

より高品質で高速なアセット整理を実現。

コンテンツライブラリの大型化と、簡単なアーカイブ化、双方の実現はそう簡単な
ものではありません。少なくとも今まで。
ワトソンビデオエンリッチメントは、
プログ
ラマー、
プロデューサーとコンテンツオーナーが、
従前と比較してより速いスピー
ドと利便性を有する巨大なライブラリを精査し、
カタログ化、
アクセスすることを
可能にします。言語筆者APIを利用すれば、極めて大量のコンテンツを研究・評価
することが可能となり、
たとえ既存ビデオの短い部分でさえも、
ほぼ瞬時に位置を
特定し、
これを呼び出し、編集を行うことが可能です。結果として、
コンテンツコン
プライアンスに結びつけられた手動処理、
カタログ化、
アーカイブ化作業における
大幅なコストカット、
そして以前に製作されたアセットからより大きな付加価値を
取り出す能力の向上が挙げられます。
仕組み:
ワトソンは、
ビデオコンテンツの個々のコンポーネントを高速で検出、
カタログ化
することを可能にする、
スピーチ・トゥー・テキスト転写、
メタデータ記録、場面セグ
メント化およびその他のテクニックを提供することにより、
コンテンツの整理作業
を労働集約的且つ手作業のプロセスから、極めて利便性の高い自動化されたアプ
ローチへと変えることができます。研究対象がリアルタイムで視聴・評価する必要
のある線形ビデオプレゼンテーションではなく、
データ記録であるため、効率化を
図ることができます。
名称が示唆するように、
ワトソンビデオエンリッチメントは、
ビデオの価値とパフ
ォーマンスを最大化することを主たる機能とするサービスです。
ワトソンの最先端
人工知能の能力を利用すれば、事業主の方々は自社のボトムラインをカバーでき
る、
より深い理解度に基づいたコンテンツの方向付けを行うことができるようにな
ります。検索/推薦アプローチの改善、
より高度なコンテンツ決定、広告機会の最
適化、
そしてビデオマネジメントへの新たな効率性の導入。
こうした機能は、
ビデ
オコンテンツと機械学習をペアとしてとらえることにより可能になった、初期段階
の機能と言えます。
「ダークデータ」
の時代は、前例がないほど可視化された環境
に取って代わられ、
ビデオ業界はビジネスのほぼすべての重要な側面を改善する
可能性を秘めています。
「マネー･ショート」
のような傑作が、映画ファンの元へた
どり着くことができた方法も含めて。
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