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施行概要 
シスコシステムズのビジネス上の重要なイニシアチブは、データ、音声、およびビデオ ソ
リューションのリーダーになることです。さらに、競争力を強化し、社員の生産性を向上さ

せ、コストを削減できるような能力を持つインターネットを実現することにおいてリーダー

シップを示すことです。このようなリーダーシップの地位を獲得し、それに関連する経営

目標を実現して利益を確保するために、シスコでは、5 年以上にわたりインターネット 
ベースの重要なビジネス ソリューションを全社的に実装してきました。 

電子商取引、カスタマー サポート、および社員によるセルフサービスは、1990 年代半ば

にシスコに導入され、成功した 初のインターネット アプリケーションで、大幅な投資収

益をもたらしました。バーチャル マニュファクチャリングおよびバーチャル ファイナンスと

密接に関係のあるアプリケーションにより、シスコのビジネス プロセスは変貌し続けていま

す。「IP ネットワーク ベースのコミュニケーション」として広くグループ化できる 新のイン

ターネット アプリケーション セットを使用することにより、トレーニングや出張にかかる費用

の削減、および社員の生産性の向上がさらに進み、またリッチ ビデオ フォーマットで即

座に情報を作成および受信できるようになり、シスコの競争力を維持できます。 

IP ネットワーク ベースのコミュニケーション ソリューションの発展 

IP ネットワーク ベースのコミュニケーションは、共通の興味を持つ個人やコミュニティの間

で、情報、アイデア、およびメッセージを電子的に交換することと定義できます。 も一般

的な IP ネットワーク ベースのコミュニケーション アプリケーションには、企業コミュニケー

ション、E ラーニング、E コラボレーション ソリューションなどがあります。これらのアプリケー

ションは、高速ブロードバンド ネットワーク接続として進化し続けていて、帯域幅集約的な

デジタル化データを伝送する能力があり、より洗練されたマルチメディアによる対話を可

能にしました。ユーザの期待もこれらのセルフサービス ツールの進化に貢献しています。

より多くの社員が生産性の向上とコストの削減のためにこれらのソリューションを利用する

ようになると、使いやすさ、対話性、品質などの改善が求められるようになります。 

たとえば、シスコにおける初期の IP ネットワーク ベースのコミュニケーションは、主にテキ

ストばかりの静的な何千もの Web ページから始まりましたが、それらは検索、追跡、およ

びアップデートがとても困難でした。現在、シスコの IP ネットワーク ベースのコミュニケー

ションには、リッチ ビデオ フォーマットをベースにしたコンテンツが含まれていて、リアル

タイムやオンデマンドでユーザのデスクトップに配信されます。また、PowerPoint のプレ

ゼンテーションや Flash メモリのデモンストレーションが、これらのビデオ制作物に添えら

れています。このようなマルチメディア コンテンツは、静的な Web ページのみの場合より

も、情報や知識を伝達する方法としてはるかに魅力的なものになっています。また、何千

もの社員を講義形式のコースに通わせたり、製品発売時にプレゼンテーション チームを

さまざまな場所へ飛行機で出張させるよりも、コスト効率の高い代替策です。リッチ メディ

ア資産にタグをつけることができると、コンテンツの検索、追跡、アップデートがしやすくな

ります。Video on Demand（VoD;ビデオ オン デマンド）は、いつでも、どこでも見ることが

できるという柔軟性から、多忙を極める 21 世紀の社員に対応できます。 
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ストリーミング ビデオを使用した業績の達成 

ここ数年シスコでは、オンサイトまたは自宅勤務の社員へ直接配信する高品質でリアルタ

イムまたはオンデマンドのストリーミング ビデオの作成、管理、配信プロセスについて入

念に調整してきました。現在、IP ネットワーク ベースのストリーミング ビデオが全社的に

利用されています。シスコでは、平均して毎月約 11,250 人の視聴者に対して 
40～50 のライブ ストリーミング放送を行い、毎月 300～400 の新しい VoD 制作物を作成

して毎月約 89,000 回視聴されています。重要な経営目標を達成するために IP ソリュー

ションを実装したことにより、シスコは毎年数百万ドルもの費用を削減しました。 

シスコの顧客や見込み顧客から、「これをどのように実現したのか」とか、さらに重要なこと

には「我が社の場合どうすればよいのか」と尋ねられることも少なくありません。このホワイ

ト ペーパーの主な目的は、このような質問に答えることと、IP ビデオをネットワーク ベース

のコミュニケーション ソリューションと統合することに興味のある方を支援することです。こ

こでは、シスコが社内の Cisco Media Network アーキテクチャを効果的に使用して、リア

ルタイムおよびオンデマンドのビデオ コンテンツを作成し、メディア資産を公開および管

理し、さらに、複数のビジネス コミュニケーションおよび教育ニーズに対応したビデオ 
ベースのコンテンツをシスコのイントラネットを通じて世界規模で配信できるようになった

プロセスについて説明します。またこのホワイト ペーパーでは、全社的にビデオ コンテン

ツを適切に作成し幅広く活用するのに役立った既存のシスコのビジネスおよび技術サ

ポート システムについても簡単に説明します。 後では、この急速に発展するメディアの

将来について触れます。 

ストリーミング ビデオ コンテンツの作成 
従来のビデオ 

さまざまなコミュニケーションや教育アプリケーションでビデオを使用することは、特に新

しい概念ではありません。数十年にわたり、ビデオは広く分散した聴衆に対する効果的

なコミュニケーション手段で、発表者が同じ情報を繰り返し伝える必要がありません。ただ

し、ビデオの利用にも困難な点と制約があるのは明らかでした。制作および放送コストが

膨大になり、ビデオ テープを複数の地理的な場所に物理的に保存、追跡、配布するた

めの時間と費用もかかり、リアルタイム コミュニケーションをただちに提供することも困難

でした。 

現在のビデオ 

企業でコスト効率よくデジタル ビデオ資産を作成し、IP ベースの企業イントラネットにリア

ルタイムまたはオンデマンドで配信できるようなツールが入手しやすくなったため、ビデオ

は、企業のコミュニケーション手段としてより魅力的なものになっています。さらにストリー

ミング ビデオには、特定のビデオ コンテンツの検索や、利用率や有効性の追跡が可能

になったり、情報をタイムリーに伝えることが簡単になり、企業の競争優位性を保つのに

役立ったりするようになったという利点もあります。IP ベース システムに切り替えることで、

シスコ内で 1 回の放送あたりにかかるコストは、7 年間で約$200,000 から$5,000 まで低下

しました。 
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ビデオ コンテンツのソース 

ビデオ コンテンツは、ライブ イベントや演出された番組から制作できます。シスコでは、

経営陣のコミュニケーション放送、トレーニング プログラム、製品発売、セールス ミーティ

ング、事実上あらゆるタイプのビジネス ミーティングなどのライブ イベントからさまざまな 
ビデオ コンテンツを抽出しています。また、スタジオのビデオ カメラの前で演出された 
1 対 1 のプレゼンテーションからもビデオ コンテンツを制作しています。シスコでのライブ

および演出されたプレゼンテーションは、後でオンデマンドで見ることもできます。制作準

備計画を適切に行い、考慮事項を確認することによりコンテンツの制作プロセスを簡略

化することがいずれの場合でも有効です。 

ストリーミング ビデオを導入する前のネットワークの考慮事項 

ストリーミング ビデオを標準的なコミュニケーション手段として効率的に使用するために

も重要な前提条件は、おそらく強固なネットワーク インフラストラクチャでしょう。エンド

ツーエンドの IP ネットワークが、高品質のビデオをユーザに配信し、簡単に検索と抽出

ができるようにメディア資産を保存するための基礎となります。 

シスコのイントラネットは、Cisco Architecture for Voice, Video and Integrated Data（AVVID）を

ベースにしています。これは、企業全体にわたる標準ベースのネットワーク アーキテクチャ

としては業界唯一のものです。Cisco AVVIDは、インターネット ビジネス ソリューションをサ

ポートするネットワークの構築と進化のフレームワークを決定するもので、このアーキテク

チャは、ビジネス戦略と技術戦略を組み合わせるためのロード マップを提供します。固有の

Quality of Service（QoS;サービス品質）、マルチキャスト機能、およびすべてのシスコ製品で

標準ベースのプロトコルを使用することにより、高いパフォーマンス、インターオペラビリ

ティ、容易な管理、および新規技術の統合が可能になります。Cisco AVVIDネットワーク イ
ンフラストラクチャの詳細については、http://www.cisco.com/go/avvidを参照してください。 

また、ネットワーク インフラストラクチャ コンポーネントを適切に設定し、必要な冗長およ

びバックアップ WAN 接続を決定し、さらに主なサイト間伝送媒体として特化されたビデ

オ放送ストリーム用衛星伝送サービスなどの WAN 接続の代替手段を調査できるような、

熟練したネットワーク サポート スタッフを確保することも重要です。 

シスコでは、すべての通信ニーズに同じ基本インフラストラクチャで対応していますが、ラ

イブおよびオンデマンド ストリーミング ビデオには管理および伝送に関して異なる要件

があります。次に、各方式独自の要件に対応するためにシスコがどのように対処してきた

かについて、詳細に説明します。 

制作計画 

シスコでベスト プラクティスとして採用されている実戦的な制作計画のヒントについ

て、表 1 にまとめてあります。これらのヒントは、ライブ  ビデオ放送と、すぐに使用

可能なビデオ ストリーミング システムである Cisco IP/TV®ソリューションを使用し

てきた 6 年の経験に基づいたものです。Cisco IP/TV の製品情報については、

http://www.cisco.com/go/iptvをご覧ください。 

 

http://www.cisco.com/go/avvid
http://www.cisco.com/go/iptv
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表 1：シスコで採用された制作計画のベスト プラクティス 

コンテンツ オーサリングのガイドライン 

1. コンテンツ制作には、非集中型アプローチを取ります。題材に対して社内の専門家

を起用します。 

2. 放送視聴要件の、テキスト フォント サイズとグラフィックの標準（つまり 24 ポイント以

上）を定め、色数とフォントを 小限に抑えます。 

3. 各スライドをいくつかの主なポイント（6～8 行）に絞り、細かい図や組織チャートは避

けます。 

4. 次の基本的なアウトラインに沿ってコンテンツを構成します。聴衆に、どのようなこと

を伝えるのかを告げ（コンテキストの設定）、内容を告げ（情報の提示）、何を言ったかを

告げます（確認）。 

ミーティングの準備と計画のガイドライン 

1. 発表者と参加者双方にミーティングの目標と目的を認識させます。 

2. イベントの告知、視聴の手順、および十分に余裕を持った放送日前の登録を計画

し、 初の告知のあとも数回再告知を行います。イベントへのアクセス方法がはっきりわ

かるようにします。 

3. 放送中に長い間を空けずに進行するように、イベントを計画します。 

4. プレゼンテーションを区切るために、定期的に、適度な Q&A セッションを設けま

す。視聴者の電話による参加や発表者の質問を管理するオフラインの Q&A モデレー

タを配置します。 

5. Q&A セッションやさまざまなメディア（ビデオやスライド）を組み合わせたプレゼン

テーションの台本を作成し、リハーサルを行います。歩き回ったり、のびをしたりするよう

な無駄な癖が出ないよう、また体の動きも時おり手のジェスチャーに限るように、発表者

に意識させます。 

6. プレゼンテーションの品質を保つために、ライブ イベントの前にプレゼンテーション

の内容が正確かどうか確認します。 

7. 会議室に集まってストリーミング ビデオや VoD を見る方を好むような視聴者グルー

プのために、プレゼンテーション設備を準備し管理します（十分な技術サポートやプレ

ゼンテーション ルームの後方支援など）。 

8. ライブ プレゼンテーションを放送する前に、計画されたプレゼンテーションの前に予

知できない接続上の問題を特定して修復できるように、イベントの少なくとも 3 時間前に

テスト用のストリームを流します。 
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ビデオに関する一般的な考慮事項 

1. 大きなイベントで 高のビデオおよび音声品質を提供するために、プロのビデオ制

作クルーを雇います。 

2. 日常的な放送では、DVCpro、DVcam、ベータカム SP、Digital Hi8、または Hi8 な

どの高品質カメラを使用したほうがよいでしょう。 

3. 発表者をグレーの中間色の背景の前に立たせて、クローズアップ ショットを中心に

して撮影します。 

4. スライドの変化を記録するために、1 台の固定カメラ セットを使用してスライド プロ

ジェクタ画面のワイドショットを撮影します。 

5. 発表者にワイヤレスマイクまたは専用マイクを使用させます。 

6. 放送が VoD モジュールとして再利用される場合、特定の VoD 要件をあらかじめ考

慮したストリーミング ビデオを制作できるように、イベント前に制作クルーにその旨を知

らせます。 

ライティングのヒント 

1. スタジオで使用されている標準的な照明セットアップを使用するのが 適です。これ

らには、発表者がいる範囲を照らすキーライトと、部分的に影をなくすフィルライト、背景

から対象物を分離するために対象物を後ろから照らすバックライト、シーンの要素に奥

行きを加えるためにバックグラウンド領域の前を照らすバックグラウンド ライトなどがあり

ます。エリア内が明るくなりすぎないようにします。 

2. 制作に必要なライティングは、エリア、スタジオ、またはセットのサイズによって決まり

ます。標準的なビデオ制作では、2～4 つの照明があれば十分です。大きなエリアで

は、通常携帯型の 4 点照明で十分です。4 点照明は、1 つのキー ライトと、影を減らす

ための 3 つの小さなフィル ライトで構成されています。 

衣装のガイドライン 

1. ビデオ カメラで録画できる色や明るさには限界があるので、発表者の衣装は、黒、

濃紺、暗褐色などの非常に暗い色や明るい赤色を避けます。ジャケットを着ない場合

は、純白のシャツやブラウスも避けた方がよいでしょう。オフホワイトやパステル カラー

が望ましいでしょう。グレー、緑、青、ライトブルー、茶、および薄茶は、ビデオには 高

の色です。 

2. 男性の場合、小さなストライプ、ヘリンボン、および格子柄のシャツやネクタイと、光

るピンやボタン、タイピンなどは避けるべきです。女性も、複雑で小さな模様を避けるべ

きです。ジャケットとブラウスを羽織った方がよく、目立たない宝石の方が光るような宝

石よりはよいでしょう。 
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ライブ ストリーミング ビデオ制作 

Cisco IP/TV 製品を使用すると、図 1 で示すように、シスコは IP マルチキャスト ビデオ ス
トリームとユニキャスト ビデオ ストリームを同時に制作できます。 

図 1：マルチキャストおよびユニキャスト ビデオ ストリームを使用した、シスコのライブ 
ストリーミング ビデオ アーキテクチャ 

 

マルチキャスト伝送では、ネットワークに負荷をかけすぎずに何千もの視聴者に単一の

高品質ビデオ ストリームを送信します。これらのビデオ伝送は、シスコの企業イントラネッ

トに接続されているシスコのオフィスのデスクトップにいる社員に向けたものです。 

ユニキャスト ストリームは単一の送信元から単一の宛先に送信されます。これらのポイン

トツーポイント ストリームは、Virtual Private Network（VPN;仮想私設網）接続を介して、

遠隔地（通常はホーム オフィス）からシスコの企業イントラネットに接続しているシスコの

社員に向けたものです。シスコが外部のパートナーや顧客にビデオを送信したい場合、

http://www.cisco.comにあるシスコのさまざまなパブリック Web サイトを介してユニキャスト 
ストリームにアクセスしてもらうことができます。企業イントラネットがこのようなユニキャスト 
ストリームで過負荷にならないようにするために、シスコではインターネット サービス プロ

バイダー（ISP）を介してユニキャスト トラフィックを配信しています（後述参照）。 

ほとんどすべてのライブ ストリーミング ビデオには、オンラインのスライド プレゼンテー

ションが付いています。IP マルチキャスト放送の場合、発表者は Cisco IP/TV Slidecast
サーバを使用して、Microsoft PowerPoint スライドから画面の情報をキャプチャしてネット

ワークへ伝送できます。ユニキャスト放送の場合、他のエンコーダ ツールを使用して

http://www.cisco.com/
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Microsoft PowerPoint スライドをライブ ビデオ ストリームに取り込むことができます。現在

シスコシステムズでは、IVT（http://www.ivtweb.com）の製品などの、ユニキャスト ストリー

ミング ビデオ用の類似のエンコーディング ツールを使用しています。詳細については次

のセクションで説明します。 

特定の時間にスケジュールされているライブ ストリーミング ビデオを見逃した場合は、オ

ンデマンド版の放送を 24 時間後には見ることができ、世界中の社員が一貫性のあるメッ

セージを場所やスケジュールに関係なくタイムリーに受け取ることが保証されます。VoD
制作の詳細については、後述します。 

シスコのマルチキャスト制作フローの概要 

シスコのライブ ストリーミング ビデオ イベントは、一貫したメッセージをすべての社員また

は特定のグループの社員に伝える貴重な機会を提供するとともに、発表者と聴衆との対

話も可能にしています。Cisco IP/TV Question Manager 機能により、視聴者は放送中い

つでもテキスト ボックスを介して発表者に質問を送ることができます。発表者は、視聴者

の質問が来たときに答えるか、指定された Q&A セッション中に答えるかを選択できま

す。また答えを、公開放送の聴衆全体に示すこともできます。図 2 に、シスコでこのような

コミュニケーションが可能になった方法の概要を示します。 

図 2：シスコでは、帯域幅集約的なビデオ ファイルに対応するための企業 WAN の強化

のため IP 衛星ネットワーク サービスを使用 

 

http://www.ivtweb.com/
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シスコのインフラストラクチャ 

IP マルチキャストでは、データの伝送にシスコの WAN インフラストラクチャと IP 衛星ネッ

トワーク サービスを利用しています。IP 衛星ネットワークは、欧州、北米、および南米地

域で WAN を強化するもので、高速の WAN 接続をこれらの地域に導入するよりも費用

効率のよい、高品質のマルチメディア用の伝送メディアを現在提供しています。シスコで

は、より高速の回線がより低い価格で利用可能になるのに従い、伝送オプションについ

て常に見直しを行っています。 

Cisco IP/TV 技術 

シスコでは、高品質のライブ ストリーミング ビデオのマルチキャスト番組をシスコのイント

ラネットに配信するためのアプリケーションとして当社の Cisco IP/TV 製品を使用していま

す。Cisco IP/TV Control Server は、スケジューリング情報と必要なビデオ エンコーディン

グ フォーマットを、Cisco IP/TV ブロードキャスト サーバへ伝達するポリシー マネージャ

です。番組リストの作成や、ネットワークとデバイスの設定および管理も行えます。さらに、

前述のスライド同期を管理し、また、管理者が Cisco IP/TV StreamWatch モニタリング 
ツールを介してマルチキャスト ネットワーク全体に配信されるビデオ ストリームの利用率

と品質をモニタできます。 

マルチキャスト エンコーディング 

Cisco IP/TV ブロードキャスト サーバは、Cisco IP/TV コントロール サーバからの指示に

従ってビデオ ストリームをエンコードし、伝送します。ブロードキャスト サーバは、ビデオ 
カメラ、ビデオデッキ（VCR）、DVD、衛星およびケーブル伝送などのデバイスによるライ

ブまたは事前収録物、または Windows Media、AVI、MP3、および MPEG ファイル 
フォーマットの事前収録物をマルチキャストします。Cisco Media Network のブロードキャ

スト サーバは、各マルチキャスト放送用の 3 つの異なるストリーム（衛星 WAN 接続を介

してアクセス可能な 900 kbps ストリーム、500 kbps ストリーム、および地上の WAN 接続

を介してアクセス可能な 100 kbps ストリーム）をエンコードします。 

シスコのユニキャスト制作フローの概要 

ビデオ ベースのコンテンツにアクセスする必要があってもシスコのオフィスにいない社

員、顧客、チャネル パートナーにコンテンツを配信するために、シスコではユニキャスト 
ストリームでビデオを放送しています。これらのストリームは、Cisco Media Network では 
2 つの方法によってサポートされています。 

パートナーおよび顧客向けユニキャスト ストリーミング ビデオ 

図 3 は、シスコのパートナーや顧客などのインターネット接続している視聴者向けの、スト

リーミング ビデオ コンテンツのアーキテクチャについて示したものです。シスコでは、複数

のエンコードされたストリームを含む異なるレートのストリームを提供しています。これには、

14 kbpsの Windows Media音声ストリーム、56、100、または 300 kbpsの Windows Mediaビ
デオストリーム、28 kbps の Real Audio 8 ストリーム、および 56、100、または 300 kbps の

Real Video 8 ストリームがあります。これらのエンコードされたストリームは、エンコーダから

Cisco External Media Hub と呼ばれる Windows Media および Real ストリーミング ビデオ 
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サーバのセットに伝送されます。その後、高速接続を介してグローバル ISP に伝送されま

す。ISP は も近くにある近接ワールドワイド ストリーミング ビデオをパートナーと顧客に提

供します。 

図 3：インターネット接続の顧客およびパートナー向けのユニキャスト ストリーミング  
ビデオ 

  
リモート VPN 接続している社員向けのユニキャスト ストリーミング ビデオ 

またシスコでは、ストリーミング ビデオを視聴するためにセキュアな VPN 接続を介して企

業イントラネットにアクセスする社員向けに、ユニキャスト ストリーミング ビデオを提供して

います。図 4 で示すように、現在の Cisco VoD Content Delivery Network（CDN）では、

ユニキャスト プル スプリット技術を提供しています。これにより、VoD サーバはデイジー

チェーン式の配信元ストリーミング サーバからライブ ストリームを抽出し、そのストリームを

ローカル接続しているクライアントに配信できます。プル スプリット技術により、VoD サー

バは、オンデマンド コンテンツに加えてライブ ストリーミング ビデオも供給できます。視聴

者はインターネットを介してローカル VPN コンセントレータに接続し、さらに、 も近いス

トリーミング VoD サーバに接続します。 

元のビデオ ストリームは、エンコードされて 2 つのユニキャスト ストリームになります。 初

のユニキャスト ストリームは 2つのビット レート（100 kbpsおよび 56 kbps）で送信されます。

Cisco Live Media Template（LMT）Web ページでは、どのストリームが視聴者の帯域幅に

適かを自動的に検出して調整します。2番目のユニキャスト ストリームは 14 kbpsの音声

ストリームで、低速のダイアルアップ接続を使用している社員に 適なストリームです。 
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ユニキャスト エンコーディング 

元のライブ ビデオ ストリームを取得して別のユニキャスト ストリームを生成するために、現

在追加のエンコーダを配置しています。シスコでは、現在さまざまなエンコーダ製品を使

用しており、これらのユニキャスト ストリームをエンコードする IVT（http://www.ivtweb.com）

の製品もいくつか含まれています。IVT は、Cisco AVVID パートナー プログラムのメン

バーです。このプログラムは、顧客が検証済の E ビジネス ソリューションを実装できるよう

にするインターオペラビリティ テストおよび共同マーケティング プログラムです。このプログ

ラムの詳細とその他のパートナーについては、http://www.cisco.com/go/avvidを参照してく

ださい。 

図 4：リモート VPN 接続の社員向けのユニキャスト ストリーミング ビデオ 

 
 
ライブ グローバル チャネル アーキテクチャ 

世界中の複数のスタジオからのライブ ユニキャスト ビデオ ストリーミングをサポートするた

めに、シスコでは社員と外部のパートナーおよび顧客向けのビデオ チャネル アーキテク

チャを採用しています。世界のさまざまな場所から発信されるビデオ ストリームは、企業

イントラネットを介してカリフォルニア州 San Jose のメディア ハブに伝送されて、ISP へスト

リーミングされます。このチャネル アーキテクチャは管理が簡単で、複数のストリーミング 
ソースをサポートしています。またこのアーキテクチャにより、シスコでは特定の地域に向

けた放送も可能になりました。 

http://www.ivtweb.com/
http://www.cisco.com/go/avvid
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Cisco LMT 

図 5 で示すように、各クライアントは、これらのユニキャスト ストリームを Cisco LMT という

Web ベースのインターフェイスを介してアクセスします。Cisco LMT は、Netscape および

Internet Explorer バージョン 4.0 以降で標準的なルック アンド フィールを備えています。

インターフェイスは、xHTML を生成するダイナミック JavaServer Page（JSP）アプリケー

ションです。現在 Cisco LMT は、視聴者がリモート接続しているのかシスコのイントラネッ

トで接続しているのかを検出するリダイレクション JSP アプリケーションにリンクしていま

す。視聴者がリモート ユーザの場合、アプリケーションは視聴者をローカルのユニキャス

ト ライブ ビデオ ストリームにリダイレクトします。視聴者がシスコのイントラネット ユーザの

場合、視聴者がマルチキャスト ストリームを介して Cisco IP/TV アプリケーションを使用し

て放送を視聴しているかどうかを尋ねるメッセージを返します。将来、ストリームのタイプ

に関係なくすべてのインターフェイスが Cisco LMT を介して提供されます。 

図 5：Cisco LMT 

 

ユニキャスト放送では、他の多機能な制作ツールを使用して次のようなことが可能になり

ます。 

• Windows Media と Real ストリームの同時サポート 

• さまざまな速度（14.4 kbps は音声のみ、56 および 100 kbps は音声/ビデオ）のスト

リームにリンクしている、専用 Web ページへの簡単なアクセス 

• PowerPoint スライドをライブ ストリームと同期させて進行 

• 聴衆との対話用の Cisco IP/TV Question Manager 機能 

• 音声/ビデオおよびスライド フリップを VoD 変換用にアーカイブ 

• レポート機能（ストリーム数、クライアントが特定の番組を視聴した時間、IP アドレ

スなど） 

• 複数のエンコーダ（Windows、Realなど）を同時に制御する単一インターフェイス 

• PowerPoint のスライドを高品質 JPEG ファイルに変換し、自動的に社内 Web
サーバに登録 

• ブロードキャスト ストリームの管理とサポートを行うチャネル アーキテクチャ 
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一般的なシスコのストリーミング ビデオ放送の例 

マルチキャストとユニキャスト ビデオ ストリーミングの両方のオプションを提供することは、

シスコの社員向け放送の到達範囲を広げ、シスコのモバイル環境のユーザへコンテンツ

を適切に配信するために重要なことです。ほとんどの社員はラップトップを携帯し、オン

サイトのオフィスからホーム オフィスなどのオフサイトの場所までシームレスに移動できま

す。次の例は、シスコの四半期ごとの社内ミーティングをリアルタイムで放送する方法の

例です。ここでは、マルチキャストおよびユニキャスト ビデオ ストリームを使用してミーティ

ングの情報を共有しています。 

複数の音声およびビデオ ストリームのインフラストラクチャ 

シスコのオフィス ユーザは、1 つの 900 kbps のビデオ ストリームをマルチキャストするた

めの 1 つの Cisco IP/TV ブロードキャスト サーバ、500 kbps のビデオ ストリームをマルチ

キャストするための 1 つの Cisco IP/TV ブロードキャスト サーバ、および 100 kbps ビデオ 
ストリームをマルチキャストするための 1 つの Cisco IP/TV ブロードキャスト サーバをサ

ポートするプロダクション エンドが必要です（図 1 を参照）。各 Cisco IP/TV ブロードキャ

スト サーバが異なるビデオ ストリームを伝送できるように、カメラからのソース音声および

ビデオ信号を取得して 4 つの信号に分割する Cisco IP/TV コントロール サーバも 1 つ必

要です。さらに、すでに述べたように、VPN 接続の社員やインターネット経由で接続して

いるシスコのパートナーおよび顧客用に別個のストリーミング サーバを介して提供され

る、さまざまなユニキャスト ストリームを生成するために別個のエンコーダも必要です。 

バックアップ 

これらの放送はリアルタイムなので、現在 Cisco Media Network では、各 Cisco IP/TV ブ

ロードキャスト サーバをバックアップするために、冗長サーバを使用しています。これによ

り、ストリーミング ビデオあたりの Cisco IP/TV ブロードキャスト サーバの数は 8 つになり

ます。必ずしも必要ではありませんが、シスコでは各マルチキャストおよびユニキャスト ビ
デオ ストリーム用にこれらのバックアップ サーバを使用することを推奨しています。ブ

ロードキャスト サーバの 1 つに障害が発生した場合、適切に設定されたバックアップ ブ
ロードキャスト サーバがシームレスに処理を引き継ぐことができ、他のシステムをリアル タ
イムでアクティブにしながら、伝送が不可能になることを避けることができます。 

広報と登録 

ライブ ストリーミングの情報は、電子メール、電子ニュースレター、Web ページ、あるいは

単純に口コミなど、さまざまな場所でユーザに向けて広報されます。また全スケジュール

は、Cisco Media Network サイトにあるシスコの放送カレンダに掲示されます。電子的な

広報には通常ハイパーリンク付き URL が含まれていて、指定された時間にクリックすると

放送にアクセスできます。ライブ イベントの中には指定されたトレーニング コースに組み

込まれているものもあります。これらの放送は Cisco Learning Management System に登

録されていて、ユーザが参加するためには登録する必要があります。 
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シスコのオフィス ユーザ 

シスコのオフィスから企業イントラネットにアクセスして放送を視聴するために、社員はデ

スクトップにインストールされている Cisco IP/TV アプリケーションを使用できます。Cisco 
IP/TV Viewer を使用すると、社員はその日、週間、月間の番組情報の検索や、番組の

視聴、またはストリームの選択ができます。Cisco IP/TV Viewer を通して視聴できるビデ

オのイメージ サイズは 320×240 ピクセルです。放送されている番組やテスト ストリーム

が常にあるため、社員はイベントの前に受信状態をテストできます。 

シスコのリモート ユーザ 

DSL、ケーブル モデム、ISDN、またはダイアルアップ接続を介して遠隔地で作業してい

る社員は、標準的な Web ブラウザを使用して放送を視聴します。シスコの企業イントラ

ネットへの VPN アクセスを使用して Cisco Media Network Web サイトにあるシスコの社

内放送カレンダにアクセスします。興味のある番組をクリックすると番組の視聴方法の詳

細を説明するウィンドウが開いて、[Remote Users]ボックスの[Watch using your Web 
browser]リンクをクリックできるようになります。ビデオ ストリームは、表示するのに約 30 秒

かかります。Cisco Media Network サイトには、リモート ユーザ向けの VoD があり、放送

が視聴可能かどうかをテストしたり、視聴環境に関してさらに調べたりできます。またこの

サイトには、リモート ユーザ向けのトラブルシューティング ヒントや、社内の Cisco Global 
Technical Response Center（TRC）の連絡先も掲載されています。 

パブリック リモート ユーザ 

パブリック ユーザはシスコのライブ放送を、電子メールまたはシスコのパブリック Web サ

イト（http://www.cisco.com）に掲載される特定ユーザ向けのメッセージによって知ることが

できます。 

VoD 制作 

シスコでは、いくつかの方法で VoD 資産をキャプチャし管理しています。ストリーミング ビ
デオ、シスコのオンサイト スタジオで収録された定時ビデオ番組、バーチャル講義、非公

式のオフライン制作オーサリング ツールなどから情報をキャプチャします（図 6 を参照）。 

http://www.cisco.com/
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図 6：VoD 制作プロセスの概要 

 

ライブ ストリーミング ビデオからの VoD のキャプチャ 

シスコのすべてのライブ ストリーミング ビデオは、番組が聴衆にストリーミングされている

間に自動的にキャプチャされて、オンサイト スタジオにアーカイブされます。放送の直後

に、これらのキャプチャされたビデオ資産は VoD に変換されます。今までビデオを VoD
フォーマットに再エンコードする作業を外部ベンダーに依頼していたため、1 時間あたり

推定$2000 のビデオ制作コストがかかっていましたが、この機能によってこの費用が不必

要になり、大幅なコスト削減が可能になりました。また、今までベンダーがシスコの番組の

ビデオを VoD に変換するまで 1 週間待つ必要がありましたが、その必要もなくなり、新し

い番組をタイムリーに利用できるようになりました。ストリーミング ビデオから制作された

VoD は、コンテンツの緊急性に応じて、早ければストリーミング ビデオ放送の 24 時間後

には視聴することができます。 

シスコのオンサイト スタジオでの VoD コンテンツ制作 

VoD 制作を進める決定をしたあと、コンテンツ所有者はコンテンツを編集する際に聴衆

を考慮に入れ、メッセージや指示が確実に伝わるように情報をより小さなプレゼンテー

ションに分割します。これは、必要なプレゼンテーションのタイプや数と、各プレゼンテー

ションの発表者が記載された「アジェンダ」を作成するのに役立ちます。 

アジェンダを念頭に置いて、シスコの VoD コンテンツ所有者はライブ クルーによる VoD
制作を開始する前にオンラインで VoD 要求フォームを記入します。またコンテンツ所有
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者はプロジェクト マネージャの主連絡先となり、発表者との間の連絡や必要なプロセスや

文書のコーディネーションを行います。 

要求が受け付けられたら、Cisco Media Network プロジェクト マネージャは VoD コンテ

ンツ所有者と連絡を取ります。プロジェクト マネージャは、プロジェクト マネージャに制

作プロセスに関するさらに詳細な内容を説明し、またプロジェクト マネージャの質問に

答えます。 

VoD コンテンツ所有者は、コンテンツをタイムリーに制作し発表するために、イベントが行

われる前に Cisco Media Network プロジェクト マネージャに対して次のものを提供する

責任があります。 

• 各発表者の名前と役職がイベントで登場する順番で記載されたアジェンダ 

• 各発表者の PowerPoint スライド（録画セッションが始まる少なくとも 24 時間前に

提出すること） 

• 制作した VoD に関連した情報を編成、分類、および特定するために使用する完

全な Media Locator タグ付けフォーム 

トランスクリプトなしで VoD 制作の作業を終えるまでの時間は、変更が不要な場合は現

在 3 営業日です。トランスクリプトが必要な VoD 制作の場合、スケジュールに従ってす

べての複製物を見直して返却するまで、12 営業日かかります。 

オフライン VoD 制作 

VoD などのメディア資産を自動的に制作するために、外部のベンダーの関与が不要な

承認済またはライセンス供与された複数のツールが使用可能です。 

シスコでは、閑静なエリアや改装したオフィスで VoD セルフオーサリング ワークステー

ションを使用しています。これらのワークステーションを使用することで、その題材の専門

家がより「カジュアル」に VoD をほとんどコストをかけずに迅速に制作できます。 
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図 7：セルフオーサリング ツール 

 

オーサリング ステーションには、ビデオ カメラ、照明、およびマイクが付いた Windows 
NT ワークステーションが含まれています。オーサリング ステーションを使用しているその

題材の専門家は、組み込みの PowerPoint プラグインを使用して、PowerPoint スライドに

簡単にビデオや音声を追加できます。オーサリング ステーションは、一連のファイルを作

成し、自動的にパブリッシング サーバに送り出します。その後それらのファイルは、シスコ

の標準フォーマットの VoD 資産に変換されます。シスコのオーサリング プロセスの詳細

については、表 2 を参照してください。 

表 2：シスコのセルフオーサリング プロセス 

ステップ 作業項目 

トレーニングを受ける セルフオーサリング ツールのオンライン デモを見ます。 

多くの一般的な疑問が記載されているオンライン ユーザ ガイド

を見直します。 

交換ワークステーショ

ンのスケジュールを

押さえる 

シスコが所有するセルフオーサリング ワークステーションの数には

限りがあるため、コンテンツ制作者はオンライン フォームを記入し

てワークステーションのスケジュールを予約する必要があります。 

プレゼンテーションを

行う 
表 1 の制作計画のヒントで説明したように、発表者のカメラ写り

を 高にすることが重要です。プレゼンテーションをスムーズに

進行させるには、プレゼンテーションの長さが適切かどうかを判

断するために、コンテンツ所有者がワークステーションを使用し

て事前にプレゼンテーションを何回か行うことが必要です。 

メディア資産の構成と

アップロード 
シスコでは Cisco Content Upload Tool（CUT）の機能を統合す

るワークステーション用のプラグインを作成しました。このプラグ

インは、本書の「コンテンツの発行と管理」で説明しているよう

に、メディア資産の構成とアップロードを行う際の多くの手動操

作を自動化するものです。 
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Camtasia 

シスコの社員が使用するもう 1 つの「セルフサービス型 VoD 作成ツール」である

Camtasia（http://www.camtasia.com）は、ソフトウェアや Web サイトのデモおよびチュート

リアルを記録できるデスクトップ キャプチャ ユーティリティです。Camtasia は、発表者が解

説しながらデモを行う際のグラフィックやマウスの動きをキャプチャできます。プレゼン

テーションは、ビデオ ファイルで保存されて、編集したりシスコの標準フォーマットと互換

性のあるフォーマットに変換したりできます。 

デスクトップの代替ツール 

時間やリソースが限られている場合、IVT MediaPlatform Studio（http://www.ivtweb.com）な

どのツールを使用して PowerPoint プレゼンテーションに音声だけを付けることにより、

オーディオおよび VoD を制作できます。PowerPoint 用の MediaPlatform Studio プラグイ

ンにより、発表者はシスコの標準に準拠した自分の AoD や VoD をデスクトップで制作お

よび編集できます。これにより、追加説明が必要な箇条書きのプレゼンテーションを簡単

に強化できます。 

シスコでは、多くのサードパーティや 良のベンダーと協力しています。詳細については、

Cisco AVVID Partner Program の Web サイト（http://www.cisco.com/go/avvidpartners）を参

照してください。 

シスコにおけるオンサイト スタジオの妥当性 

経営目標と経営ニーズを支援する目的でビデオを使用するためとはいえ、一般企業が

洗練されたオンサイトの放送用スタジオを作ることから始める必要はありません。オンサイ

ト放送および制作設備を作ることは、費用のかかることです。しかし、コミュニケーション、

コラボレーション、および学習効果を高めるためにビデオを使用するという考え方がシス

コ社内で確立されつつあり、さらにビデオ制作用のツールおよび処理方法を簡単に導入

できるようになってきたため、ビデオ制作の量が急速に増加してきました。 

オンサイト  スタジオの設置についての Return on Investment（ROI;投資利益率）は 
非常に明確です。現在シスコでは 1 カ月あたり 40～50 のライブ ストリーミング ビデオと

300～400 の VoD モジュールを制作していますが、この量は、 近カリフォルニア州 San 
Jose に設置された 新式のスタジオの 12～14 カ月分の ROI です。シスコではこの設備

を導入し、投資分を回収後、実際に制作費用を数百万ドル節約できました。ビデオ ベー

スの IP ネットワーク コミュニケーションおよび E ラーニング コンテンツを強化するために

音声またはビデオを作成する際に、ほとんどの社員が外注ベンダーと設備に費用をかけ

ずにすむようになったためです。ビデオ コンテンツの利用により、出張やトレーニング費

用も削減できます。 

また効率的に外部ベンダーをコーディネートできるようになり、さらにコストを節約できまし

た。今までシスコでは、放送前の機材のセットアップ日を含めて、「イベントごと」にプロの

カメラ クルーを雇っていました。現在すべての機材が準備済なので、シスコは、ビデオ制

作クルーに対して 1 日ごとに費用を払うようなモデルに移行することも可能で、焦点が絞

られた短い放送番組を 1 日 大 4 本制作できます。さらに次のことを実行するだけで装

置やベンダーにかかる費用をゼロにできます。 

http://www.camtasia.com/
http://www.ivtweb.com/
http://www.cisco.com/go/avvidpartners
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• シスコの標準フォーマットに準拠する 

• ビデオ制作クルーがすでにオンサイトでスケジュールされている日にスタジオを

予約する 

スタジオの時間を予約するには、社員はインターネットの Cisco Media Network Web サイ

トにアクセスして空き時間をチェックし、該当する要求フォームに記入します。コンテンツ

提供者は、各番組のスポンサーとコンテンツの専門家を提供し、他のコンテンツ提供者と

協力することが求められます。 

スタジオは、San Jose でのすべての社内の放送および制作ニーズを満たすもので、現在

ここで 80%の VoD および Cisco IP/TV 作品が制作されています。シスコではこのスタジオ

の運営で十分費用が節約できたため、このスタジオの設計と機能をベースに、英国でもス

タジオを構築しました。シスコのオンサイト スタジオの主な機能は、表 3 のとおりです。 

表 3：シスコのオンサイト スタジオの主な機能 

 数 主な使用目的/機能 

放送制御室 4 各放送制御室（A、B、C、D）には隣接した制作室であるスタ

ジオ A、B、C、D があります。 

制作室 
（スタジオ） 

4 スタジオ A は、4 つの中で 大の制作室（35×45 フィート）

で、プロの TV スタジオの機能をすべて装備しています。

3 つの小型スタジオ（B、C、D）は、2～3 人の発表者による小

規模放送用にカスタマイズされています。制御ルーム B、

C、および D に隣接している制作室の大きさは制御 A 制作

室の約半分の 18×20 フィートです。 

一般的に、4 つの制作室にはすべて似たような装備で、標

準的な解像度のレンズが付いたカメラと、マルチカメラのセッ

トアップがあります。制御室 C および D の制作室には、ロ

ボット カメラもあります。通信用の設備として、ラックマウント

型レシーバ、携帯型トランスミッタ、ワイヤレスおよびマイク製

品などのいくつかのオーディオ製品がすべてのスタジオに

装備されています。 

主制御センター 1 システムの心臓部は主制御センターで、広さは 20×20フィート

です。各種装置を収める 10個のラックが装備されており、設備

全体の運用面がすべてまとめられています。中心部はルー

ティングおよびスイッチング システムで構成されていて、Serial 
Digital Interface （ SDI ）および National Television System 
Committee（NTSC）ビデオと、Advanced Encryption Standard
（AES）およびアナログ音声を処理します。設備全体の電子装

置はすべてこのセンターにあります。これには、4 つの放送制

御室にあるさまざまな制作用スイッチャのすべてのプロセッサ

と、配信、テスト、および測定用の機器などが含まれています。
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ビデオテープ 
操作センター 

1 ベータカム、デジタル ベータカム、DVCam、および VHSシス

テムに対応しているビデオテープ操作センターは、主制御セ

ンターにあります。この設備の主制御室には、デジタル エフェ

クト システム、コンピュータ グラフィック システム、スチル ストア

などの多くの関連制作装置の中心となる大きな制作用スイッ

チャがあります。マルチキャストおよびユニキャスト ストリーミン

グ用のすべての Cisco IP/TV 製品と、ファシリティ内の包括的

な通信用の基盤設備は、隣接のサーバ室にあります。 

圧縮ラボ 1 スタジオには、未処理ビデオの編集や Macromedia Flash メ

モリ ベースの作業を行う圧縮ラボもあります。どのスタジオの

放送も、圧縮ラボのコンピュータを通してデジタル化できま

す。また、放送のポストプロダクション作業を行うこともでき、

コンテンツを再デジタル化することなく VoD としてエクスポー

トできます。 

サーバ室 1 マルチキャストおよびユニキャスト ストリーミング用のすべて

の Cisco IP/TV 製品と、ファシリティ内の包括的な通信用の

基盤設備は、主制御室の隣のこの部屋にあります。 

 

コンテンツの発行と管理 
VoD メディア資産が記録されて、標準的なマルチメディア ツールによって特定のフォー

マットに処理されたあと、Cisco Media Network グループは通常 3 営業日後にコンテンツ

を VoD ネットワークに発行します。これらのメディア資産は社内で開発された Cisco CUT
を使用して VoD サーバにアップロードされて、エンド ユーザが再生できるように Cisco 
Media Template にフォーマット化されます。コンテンツはシスコのファイアウォールの内外

で利用可能にできます。発行されたコンテンツにアクセスするには、社員は発表された

URL をクリックするか、シスコの MediaLocator ツールでキーワード検索を実行して適切

な VoD を特定し、アクセスします。 

Cisco Media Template 
VoD コンテンツの開発と配信を標準化するために、シスコでは前述の LMT に類似した

VoD メディア テンプレートを開発しました。ほとんどの VoD コンテンツは、PowerPoint ス
ライドを含む個々のプレゼンテーションから抽出されたものなので、このテンプレートはこ

のタイプの素材向けに設計されています。 

図 8 に示す Cisco Media Template は、社内および社外両方のシスコのネットワーク イン

フラストラクチャとともに機能します。このテンプレートを使用することにより、エンド ユーザ

に標準的なイメージを提供でき、また、シスコが将来のアプリケーションでコンテンツを簡

単に再利用できるようになるという 2 つの理由から、VoD ビデオを社内で制作したか外

注したかにかかわらず、このテンプレートを使用するように推奨しています。 
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Cisco Media Template は、発表者のストリーミング ビデオとそれと同期しているプレンゼ

ンテーション スライドを統合します。視聴者は目次を使用してプレゼンテーションの任意

のセグメントに飛ぶことができ、また検索可能なプレゼンテーションのトランスクリプトをオ

プションとして追加することもできます。ビデオの再生と一時停止、スライドの進行と同

期、および電子メールによる質問機能もあります。 

図 8：VoD を再生する前のシスコ社員用の一般的な画面 

 

Cisco AoD テンプレート 

Cisco AoD テンプレートは、ビデオ再生ウィンドウがアニメーション化されたグラフィックに

よる音声再生画面に代わっている以外は VoD テンプレートと同じものです。このテンプ

レートは、低速のネットワーク接続やビデオのないコンテンツに 適です。 

メディア バー テンプレート 

VoD コンテンツは、レッスンや制作物で構成されています。各制作物には、コンテンツを

見たり聴いたりするための複数のオプションや追加のリソースへのリンクが用意されていま

す。これらの選択肢は、図 9 で示すようなメディア バー テンプレートでグループ化されて

表示され、通常は 1 つのコンテンツに対して AoD（14 kpbs データ レート）バージョンと

VoD（56 kbps データ レート）バージョンがリストされています。付属の PowerPoint スライド

は、メディア バーとは別に見たり、あとで参考にするためにダウンロードしたりできます。 

オプションとして、AoD バージョンを MP3 バージョンの音声としてダウンロードできます。

これらのダウンロード オプションにより、ユーザは旅行やストリーミング ビデオを見るのに

適切なネットワーク接続がない場所での作業をしていても、あとでコンテンツを聴くことが

できます。 
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図 9：メディア バー テンプレート 

 

コンテンツ アップロード ツール 

VoD の制作レベルを毎月約 300～400 に維持するために、シスコではコンテンツ提供者

が簡単にすべてのプロセスを実行できるように支援する自動化ツールを作成する必要が

ありました。VoD、AoD、およびメディア バー テンプレートは、シスコが社内で開発した制

作ツールである CUT ですべて制作されています。このツールを使用すると、コンテンツ

資産を自動的にテンプレートに集めて、コンテンツおよびビデオ サーバにフォルダを作

成し、VoD コンテンツをデスクトップ ワークステーションからシスコの社内 CDN へアップ

ロードし、登録できます。 

現在いくつかの市販ツールに類似の機能がありますが、Cisco CUT は、これらのツール

が市販される前に開発されました。Cisco CUT は、「労力の少ない」発行プロセスを通じ

てコンテンツ提供者を支援する自動化ツールによって、シスコのビデオ コミュニケーショ

ン インフラストラクチャのサポートを提供し続けています。表 4 は、これらの自動化オプ

ションについて示したものです。 

表 4：ユーザを支援する Cisco CUT フィールド 

[14K Audio Encoding]、 
[56K Video Encoding]、 
および[100K Video 
Encoding]チェック ボックス 

制作するコンテンツのタイプ。14 K および 56 K チェック

ボックスはデフォルトでオン 

[MP3]チェックボックス MP3 ファイル コンテンツをアップロード（オプション） 

[Directory Containing All 
Required Files] 

ASF および GIF ファイルの作成に必要なすべてのファイ

ルへのディレクトリ パスを指定するフィールド 

[PowerPoint File] PowerPoint ファイルを zip フォーマットでダウンロード可能

にするフィールド（オプション） 
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Cisco VoD CDN の「ゲートキーパ」 

Cisco CUT は、VoD コンテンツを会社の VoD CDN に発行するための入り口にすぎず、

Cisco CUT アプリケーションを使用するにはアクセス承認が必要です。各制作物のほか

に、コンテンツ提供者は制作物に関連した素材（MP3、PowerPoint、PDF、zip ファイル、

または Flash メモリ ベース）を所有している場合があります。Cisco CUT は、これらの資産

をすべてステージング サーバに集めます。コンテンツ制作者はこのサーバで、構成され

た VoD がどのように見えるかを確認できます。これにより、VoD を発行する前に、すべて

のコンポーネントが揃い、同期していることを確認できます。 

メタデータ タギング 

資産の検索、バージョンの管理、およびコンテンツの利用率の追跡を行い、コンテンツの

アーカイブと削除を判断するために、VoD を制作する前に各ビデオ資産をタグ付けする

必要があります。ユーザにとって、メタデータ タギングによって特定のビデオの検索が可

能になることは大きな利点です。検索ツールにより学習者は、題材、言語、対象の仕事

の役割、対象シアター、配信タイプ、対象組織などのさまざまな属性に基づいてコンテン

ツを探すことができます。そのような高度な検索機能を使用できるように、これらのメタ

データ属性は、コンテンツ提供者によってタグ付けされ、メディア ロケータ データベース

にコンパイルされる必要があります。 

メディア アップローダ 

コンテンツがテスト環境にアップロードされたあと、Cisco CUT のメディア アップローダ機

能によって、構成された資産がテスト サーバから、本番サーバへ伝送されます。将来、

Cisco Media Uploader ツールは Cisco Content Delivery Manager（CDM）に統合され、社

内の Cisco Enterprise Content Delivery Network（ECDN）のコンテンツのアップロードお

よび管理が可能になります。 

VoD アーカイブ プロセス 

シスコのアーカイブ プロセスの目的は、VoD CDN にある VoD コンテンツを管理すること

です。アーカイブ プロセスを確立したことにより、シスコでは追加の VoD ディスク容量へ

の投資が不要になり、毎年約 100 万 US ドルを節約しています。 

VoD へのアクセス数は、アップロード日から 90 日後に検証されます。制作物へのアクセ

スが 8 回を下回る場合、電子メールで Web ページ所有者に通知され、向こう 2 週間以

内にアーカイブするか削除するか尋ねられます。コンテンツ所有者が VoD の期間を延

長したい場合、VoD がアーカイブ プロセスから除外されるよう、ビジネス上の正当性を電

子メールで伝える必要があります。ビジネス所有者から承認された場合、アーカイブ スク

リプトはスケジュールされている時間にコンテンツを削除しませんが、90 日後に再び検証

されます。 
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コンテンツ配信 

シスコの VoD 配信アーキテクチャの概要 

Cisco VoD コンテンツの基本はストリーミング ビデオで、視聴者がビデオ ファイルをダウ

ンロードせずに Web 上で見ることができます。ただし、ストリーミング ビデオは静的な

Web ページよりも多くの帯域幅を必要とします。ストリーミング ビデオを供給するために、

シスコでアクセスされるコンテンツ ページは実際には 2 つの異なるタイプのサーバに保

存されます。ビデオは専用のビデオ ストリーミング サーバから配信され、テキストやペー

ジ グラフィック要素などのビデオ以外のコンテンツは別の Web サーバに置かれます。こ

のアーキテクチャにより Web サーバをストリーミング ビデオの高帯域幅のアクセス要求か

ら分離することで、視聴者に高速アクセスと良好な再生品質を提供します。 

Cisco VoD CDN 
コンテンツの量が多く、またシスコのオフィスが地理的に分散しているために、ストリーミン

グ ビデオに対するすべての要求を 1 つのビデオ サーバに送信することはパフォーマン

ス上問題があります。各接続を 適化するために、シスコでは分散ビデオ サーバ方式の

グローバル VoD CDN を 6 年前に社内開発しました。この VoD CDN は、米国、オースト

ラリア、中国、シンガポール、日本、韓国、ベルギー、英国、オランダ、ドイツ、フランスな

どの、複数の地理的地域および国に広がっています。各エッジ「アプライアンス」をインス

トールする場合、ローカル IT リソースからのサポートは 小限で済みます。 

各ビデオ サーバのコンテンツは同一です。ユーザは Web ページ コンテンツを San Jose
の Web サーバから受信しますが、ビデオはローカルのビデオ サーバからストリーミングさ

れます。ビデオ サーバとして、現在シスコではシスコ製サーバを使用しています。シスコ

で社内開発された CDN は、その後 Cisco Content Engine や Content Distribution 
Manager などの市販の Cisco Content Delivery Network製品が含まれるようになりました。 

この新しい ECDN は、世界中の社員やパートナーがシスコ制作によるすべての VoD 資

産に高い品質レベルでアクセスするのに必要な、ネットワーク インフラストラクチャ コン

ポーネントを提供します。Cisco ECDN は、一般的に多くの利点があり、次のようなことが

可能です。 

• インテリジェントかつ自動的にリッチ メディアを配布および保存 

• 何千ものユーザが高速で簡単にアクセス可能 

• セットアップの簡略化 

• 所有コストの削減 

• インパクトの強い学習/コミュニケーション環境を提供 

• 他のサービス/アプリケーションのインフラストラクチャとしての利用 

Cisco ECDNを構成する各製品の詳細については、（http://www.cisco.com/go/content）を
参照してください。 

http://www.cisco.com/go/content
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シスコのサポート システム 

Cisco Media Network 
図 10 に示す社内の Cisco Media Network Web サイトには、このホワイト ペーパーで述

べている、リッチ メディア コンテンツを適切に制作、配信、および受信するために必要な

すべての情報、文書、リソース、ビジネス プロセス、およびツールがあります。ツールバー

のタブ（関連するさまざまな聴衆を定義）には、エンド ユーザ、発表者、コンテンツ所有

者、およびマルチメディア プロデューサ向けの情報が論理的に編成されています。

Cisco Media Network による人材、オンサイト スタジオ、および Web サイトを通じた強力

なユーザ サポートにより、シスコ全体のコミュニケーションを強化するためにビデオを幅

広く活用できるようになりました。 
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図 10：Cisco Media Network ホーム ページのスクリーン ショット 

 

 

Cisco Media Network はライブ IP 放送、VoD、およびバーチャル講義の 3 つの主な番組

グループに分けられます（シスコは自社製品とエコシステム パートナーの製品を使用し

ています）。 
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Cisco Global Technical Response Center 
シスコでは、オフィスおよび遠隔地の社員に対してストリーミング ビデオの視聴に関する

テクニカル サポートを提供しています。世界中の Cisco Global Technical Response 
Center（GTRC）オフィスにいるアナリストが、バーチャル講義のセットアップを介してスト

リーミング ビデオのテクニカル サポート トレーニングを受けています。これにより、シスコ

のストリーミング ビデオの専門家が主宰する音声電話会議に参加し、シスコの企業イント

ラネットを介して Web ベースのプレゼンテーションに付属したスライドを見ることができま

す。またアナリストは質問することもできます。 

トレーニング終了後、TRC アナリストは 2 つの実用ツールを使用して、問い合わせしてき

た人のストリーミング ビデオの問題に対処します。このツールはいずれもあらゆる規模の

会社で用意できるものです。 初のツールは、Frequently Asked Question（FAQ）の包括

的なリストと、これらの質問に対する回答が含まれた文書です。シスコの社員が問題につ

いて問い合わせをしてきたら、アナリストは FAQ 文書を参照して回答を探します。問題に

対する回答が FAQ 文書で見つからない場合、アナリストは次のツールである意思決定

ツリーを使用します。これは、問題をトラブルシューティングするための論理プロセスをア

ナリストに提供するものです。はいかいいえで答えられるような質問を一定の順番で問い

合わせてきた人に尋ねることで、アナリストは可能性のあるすべての原因から、実際の問

題の原因を特定できます。 

またシスコでは、特定のブロードキャスト アプリケーションに対して、（大企業では一般的

な）詳細なサービス レベル アグリーメント（SLA）を提供しています。これらの SLA では、

顧客のサービス レベルを満たし、またそれ以上を提供するために GTRC およびシスコの

IT に必要な予測と手順を概説しています。 

オープン スタンダードによる進歩 
IP マルチキャストが可能なネットワークでビデオをストリーミングする概念はまだ黎明期で

あり、コミュニケーション手段としての IP ベースのビデオをサポートする技術とプロセスは

急速に変化しつつあります。ストリーミング ビデオの分野でのオープン スタンダードの必

要性は、他の新しい技術の場合と同様にいっそう明白になってきています。 

シスコは、リッチ メディア（ビデオ、音声、および関連データ）の IP ネットワークを介したスト

リーミングのための相互運用可能な実装を定義する仕様を作成するフォーラムを立ち上

げた、非営利企業の Internet Streaming Media Alliance, Inc.（ISMA）http://ism-alliance.tv/
に深く関与しています。このアライアンスでは、ストリーミング メディアの伝送と視聴に関す

る相互運用可能な方法を開発することにより、コンテンツ制作者、製品開発者、および

サービス プロバイダーがストリーミング メディア サービスの商用および消費者市場をより

簡単に拡張できるようになると考えています。 

今日、既存のすべての異なるフォーマットをサポートするようなストリーミング ビデオ サー

ビスを立ち上げるには莫大な費用がかかるため、多くのサービス プロバイダーやビデオ 
サービスを取り入れようとしている人たちは、現在ある市場参入の機会を十分に活かせて

いません。 近のインターネット アプライアンスには、Web を通じてさまざまなフォーマッ

トのビデオ コンテンツを見るために複数のストリーミング メディア プレーヤをインストール

するだけの余裕がないため、単一の規格が必要です。 

http://ism-alliance.tv/
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ISMA では、積極的に MPEG-4 規格を開発しています。MPEG-4 は、Moving Picture 
Experts Group が作成したデジタル マルチメディア用のオープンな圧縮技術です。この

グループはデジタル化された動画イメージと音声トラックを伝送、保存、および表示する

基盤となる、中心的な圧縮技術である MPEG-1（CD-ROM のインタラクティブ ビデオ）お

よび MPEG-2 も作成しました。MPEG-2 と比べて圧縮比率が高い MPEG-4 は、インター

ネットでのストリーミング ビデオの品質を高める次の論理ステップです。 

すべての Cisco IP/TV 製品の 新バージョンでは MPEG-4 をサポートしています。MP3
が Web 上の音楽ファイルの主流となるフォーマットになったように、MPEG-4 もビデオ符

号/復号器（コーデック）規格として広く普及することが期待されています。このフォーマッ

トでは、データやネットワーク容量をあまり使用せずにイメージを送信することが可能で、

終的にはフルモーション ビデオのインターネット配信を目指しています。 

現在ストリーミング ビデオのほとんどは Web で視聴されていますが、オープン スタン

ダードによって、さまざまなデバイス、アプライアンス、プラットフォーム、コンピュータで幅

広くストリーミング ビデオが使用されるようになるはずです。そして高帯域幅アクセスが世

界中で利用可能になると、このようなリッチ コミュニケーション メディアがいつの日か現在

の電子メールのようにありふれたものになると考えられます。 

 

参考資料 
1. Cisco IP/TV ソリューションの社内利用の詳細については、Cisco IP/TV のベスト プラ

クティスに関するホワイト ペーパー

（http://www.cisco.com/en/US/about/ciscoitatwork/case_studies/video_dl1.html）を参

照してください。 

2. 一般的な Cisco IP/TV の製品情報については、http://www.cisco.com/go/iptvを参照

してください。 

3. 各種 MPEG 規格の情報とアップデートについては、下記を参照してください。 

• MPEG-4 Industry Forum サイト（http://www.m4if.org）。次の情報を入手できます。 

• MPEG-4 特許権者 

• Third Generation Partnership Project（http://www.3gpp.org/）。無線分野に関連し

ています。 

• MPEG-7 を推進する企業のホームページ（http://www.mpeg-industry.com/） 

http://www.cisco.com/en/US/about/ciscoitatwork/case_studies/video_dl1.html
http://www.cisco.com/go/iptv
http://www.m4if.org/
http://www.3gpp.org/
http://www.mpeg-industry.com/
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シスコシステムズ株式会社 
URL: http://www.cisco.com/jp/ 
問合せ URL: http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 
TEL: 03-6670-2992 

電話でのお問合せは、以下の時間帯で受付けております。 
平日 10:00～12:00 および 13:00～17:00 

お問合せ先 
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