
製品概要

lication
N） を

 ビデ

 は、次

ーミン

ミ ュニ

ング

信号

業績

研修

 を使用

び視

れは

。

N の必

ンド

クを経

、 信

、管

ワー

とし

ープと

うな柔軟性と即時性がな く、 分散した場合は集中管理でき

の管理と継続的なアップグレードが必要なため、膨大なス

 WAN 帯域幅をアップグレードすると、毎月多額の経費が

用すると、 お客様はビデオ ネッ トワーキングに関わる課題

利点を活かしたビジネスを推進できるようになります。

と生産性の強化

ン手段として認知されるビデオの利用により、企業全体で

迅速かつ効率的に実行

しい製品やサービスを迅速かつグローバルに展開

生する出張費を不要にし 、 従業員の時間の損失を最小限に

削減

とのサービス レベルを最適化

影響を最小化

とビデオ サーバを排除

テクチャ  ソリューシ ョ ンの一部

いた、 エンタープライズ向けの設計

およびサポートによる支援

（ACNS） ： ビデオ
 and Content Networking System （ACNS） は、 ビデオ Content Delivery
作成し、優れたパフォーマンス、より効率的なビデオ オン デマンド （VoD）

オ  スト リ ーミ ングを  WAN 経由で配信するための強力なソリ ューショ ン

のアプリケーシ ョ ンをサポートするためのスケーラブルで信頼性の高いビ

グ インフラスト ラクチャを提供します。

ケーシ ョ ン

（通信教育）

を従業員に伝える経営幹部、 販売研修や製品研修を行う部門、 適合認定の

を把握して追跡する企業において、 ビデオはその実力を最大限に発揮して

すると、 お客様は WAN を過負荷状態にすることな く 、 リモート  サイ ト、

聴者にライブとアーカイブの両方のビデオ ブロードキャスト を確実に送信

、 今日のようにビデオ コンテンツのサイズが大き く なっている環境では重

要性

 ユーザと の通信と 教育を実現する強力な手段ですが、 企業では、 既存の

由し てビデオ配信すること を課題と し てきまし た。 IT 部門では、 ネッ ト

頼性、 および可用性への影響を懸念しています。 ビジネス  マネージャは、

理、およびアクセスに関する統合機能とベスト  プラクティ スの開発だけで

クの輻輳や万一の障害を防止するために IT による制限にも対処し てきま

ては、 次があります。

物理メディアをベースにした現在のソリューシ ョ ンは、時間とコストがか

• 物理メディアには、 Web のよ

な く なる。

• 汎用メディア サーバでは、手動

タ ッフと時間が必要になる。

• IP ビデオをサポートするように

発生する。

Cisco ACNS ソリューシ ョ ンを使

を解決して、 リ ッチ コンテンツの

利点

企業におけるコ ミ ュニケーシ ョ ン

• 最も効率的なコ ミ ュニケーシ ョ

情報を共有化

• リモートでのアップグレードを

• 効率性を最大限に発揮して、 新

出張費の削減

• オンサイ ト  トレーニングで発

抑制

帯域幅とシステム関連のコストの

• ビデオと他のアプリケーシ ョ ン

• WAN 帯域幅要件へのビデオの

• ブランチのビデオ スト レージ

エンタープライズ向けの設計

• ブランチ オフ ィス向けのアーキ

• 数千のお客様の導入事例に基づ

• シスコのアドバンスド  サービス

Cisco Application and Content Networking System
Cisco® App
Network （CD
およびライブ

です。

Cisco ACNS
デオ スト リ

• 企業のコ

• e- ラーニ

• デジタル

企業の戦略や

ために必要な

います。

Cisco ACNS
従業員、 およ

できます。 こ

要な要件です

ビデオ CD
ビデオは、 エ

ネッ ト ワー

ワークの品質

ビデオの作成

なく 、 ネッ ト

した。

その他の課題

• ビデオテ

かる。



製品概要（ACNS） ： ビデオ

 を利用

アップ

トワー

ジ コ
なりま

節約 —
ます。

 コス

トの削

リテ

 は、 最

リーム

イズ

ーザが

Netwo
しよ

の結果

和す

 ベー

ドまた

ョ ンの

ト ウ ェ

ライア

ソコン、 小売店のキオスク、 セッ ト ト ップ ボックス、 携帯

できる他の多くのタイプのデバイスに、 IP を経由してビデ

きます。

（専用に設計された部屋、 または単にカメ ラが搭載された

を専門に作成する外部企業の担当者が作成します。

ラやケーブル TV チャネルなど、 さまざまなソースからア

でデジタル化するビデオ サーバやその他のシステムから、

ブロードキャスト されます。

WAN

 
Cisco WAE

 

投資回収率

Cisco ACNS

• 帯域幅の

在のネッ

• スト レー

バイ トに

• 出張費の

な く なり

• サポート

ます。

• 管理コス

スケーラビ

Cisco ACNS
ビデオ スト

エンタープラ

リモート  ユ
または Real
ミ ングを表示

始します。そ

トワークが飽

Cisco ACNS
（オン デマン

プリケーシ

ACNS ソ フ

（WAE） アプ
Cisco Application and Content Networking System

する企業では、 次の複数の要因によるコスト削減が報告されています。

グレード回数の軽減 — WAN からの大量のビデオ需要がな く なるので、現
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N の展開

イアンスで稼働する Cisco ACNS ソフ トウェアは、LAN に接続されたノー

センターおよびブランチ オフ ィ スに展開されます。 Cisco ACNS はト ラ

ache Communication Protocol Version 2 （WCCPv2） で解釈し、ネッ トワー
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デオ CDN

コンテンツ配信

集中管理 — Central Distribution Manager （CDM） を使用して数千のデバ

ルチキャスト配信

プリケーシ ョ ン帯域幅制御

WCCPv2 を使用した透過的なリダ

• Web ブラウザ用のプロキシ設定

可用性の高いビデオ CDN

• すべての CDN レベルにおける

• CDN 全体での透過的なフェー

• WCCP を使用したエッジ フェ

関連情報

Cisco ACNS ビデオ ソリューシ ョ

hs/video を参照して ください。
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