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ワトソンビデオエンリッチメント

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(VE)は、
ワトソンのコグニティブ機能をマルチメディアコンテンツの中にある文
章、
音声、
画像データを分析することが可能です。
大規模なビデオライブラリの整理作業を、
現在
利用できる伝統的アプローチで行う場合と比較して、
数千倍詳細且つ検索しやすい自動化された
メタデータセットを作成することで、
すべてのアセットの価値を大いに向上することが可能です。
プロセス

ビデオエンリッチメントは、
コンテンツ取り込みから
始まります。
アセットがプロダクトの中に取り込まれ
た直後に、
ワトソンはメタデータを抽出し始めるため
に、
そのアセットの画像を観て、
音を聴きます。
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、分類します。

キーワードを見ると、
ワトソンは5レベルのキーワード
分類法を提供し、分類します。
それは、人々、都市、
そ
して組織を含めて、信頼スコアに関連したすべての存
在特定します。
ワトソンは、
ビデオと関係のあるハイレ
ベルコンセプトおよびテーマも取得します。
日々の生
活に溢れる一般的な被写体、有名人の顔、
そして食
物さえも自動的に識別され、
タグ付けされます。
しか
しながら、分析はビデオフレームで目に見えるものに
とどまりません。
ワトソンは、情緒と感情を検知すると
共に、音声の転写も行うことができます。例えば、右
図において、
ワトソンはこのビデオの大部分を占める
感情は喜びであると私たちに対して伝えてくれます。
以前は構造整理もされておらず、
ダークなビデオデー
タだったものに意味を見出す機能を有するワトソン
は、
アセットを検索可能且つより価値の高いビデオに
変換するメタデータパッケージを作成することが可
能です。
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仕組み

これらのメタデータパッケージを構築する上で、
ワト
ソンの最先端AI機能で稼動するワトソンビデオエン
リッチメントAPIは、
コンテンツライブラリで発見され
たすべてのアセットの徹底的な分析を行ないます。分
析のために利用される主なワトソンの機能性の一部
は以下の通りです:
–
–

–
–
–

スピーチからテキストへの転写: 機械知性を使
用した音声からテキストへの転写
自然言語理解: 文章と対話を適切性という基本
的概念へと導き出し、
どのような概念と実体が
論じられているかを理解。
視覚的認識: 画像のコンテンツ又はビデオフレ
ームを識別
ビデオの場面検知: 一コンテンツ内の章や文章
の分かれ目を検出
トーンアナライザ＆性格洞察: 感情的、文書、
そ
して対話の社会的トーンを文書化

WATSON MEDIA
ASSET
MANAGEMENT API

CLIENT
Create a media
object and
associate a
video/audio track.

Create Asset
“MOVIE 123”

Add Track
“123.MP4”

Submit a Video Enrichment
request, specifying the media
asset and track to target.

Create Job
“MOVIE 123”

完了すると、
ワトソンビデオエンリッチメント・ジョブ
は、
クライアントが選択する場所であればどこでも保
管できる、完全且つ検索可能なJSONメタデータオ
ブジェクトを出力します。
この豊富なデータを解放することにより、
メディア企
業は自らのコンテンツをダイナミックな新しい方法で
理解し、
そしてこの情報を活用することで、
コンテンツ
サーチと発見を改善し、経営効率を最大化、
より高い
広告収入を実現し、
ビューワー参加度を増加、
そして
最終的に自社の事業ニーズを満たすためのまったく
新しい方法論を提供することが可能になります。

IBMクラウドに内蔵されているワトソンビデ
オエンリッチメントAPIは、
メディアアセット
の品質を高めるREST APIです。

Video Enrichment job
analyzes the video and audio
content to create new
metadata, and stores the
resulting data in the target
asset container.

Get Job Status
Processing, 52% complete
Upon job completion, client is
notified asynchronously.

Job Complete
Video Enrichment
results are retreived
from the asset container.

Get Metadata
“MOVIE 123” “ENRICHMENTS”

Video Enrichment
Metadata

Enrichment metadata is
returned as a JSON
payload.
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WATSON MEDIA
VIDEO
ENRICHMENT API

今日のアプリケーション

IBMワトソンビデオエンリッチメントは、主要メディア
と大手エンターテイメント企業が直面する多くの重
大且つ困難な課題を解決します。
主なクライアント使用事例の一部は、
以下の通り
です:
–

–

–

–

–

–

コンテンツサーチ＆ディスカバリー: 御社のライ
ブラリ内のすべてのアセットの品質を向上する
ために、
コンセプト、
エンティティー、
シーンやそ
の他のキーワードといったメタデータを適用し
ます。品質を向上させたコンテンツは、本質的に
より検索されやすく、
より高頻度の検索ヒットお
よび利用に結びつきます。
推薦の増加: ビデオコンテンツが高品質にな
ればなるほど、
より高い評価の推薦が行われま
す。高い適性のあるコンテンツのみを、各ユーザ
ーの視聴傾向に合わせてカスタマイズして提供
することで、視聴回数は増加し、解約率は減少し
ます。
クローズドキャプションの挿入： キャプションの
挿入と翻訳サービスを自動化し、
リアルタイム且
つ正確な結果を確実に入手します。
ワトソンのAI
技術は、現在コストが高く、複雑で、
エラーが起
こりがちなサービスエリアにおいて、御社の時間
とコストを節約することが可能です。
クリッピングをハイライト: スポーツ放送の中で
も最もエキサイティングな瞬間を高速で特定・
収集し、
自動的にハイライト動画集を作成し
ます。
コグニティブ編集作業: 品質を向上させたデー
タは、
アドビのような編集ソフトウェアスイート
の中におけるビデオの検索ヒット率を高め、
プロ
デューサーやエディターの時間節約につながり
ます。
コンプライアンス: アダルトコンテンツ、暴力、野
蛮な表現、不正確又は詐欺的な情報、
ロゴ、
そし
てトレードマークのような潜在的なコンプライア
ンス違反となるアセットを検出し、警告フラッグ
を付けます。

より詳しくお知りになりたいですか？ 我が社のウェ
ブサイトをご覧ください。
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