
企業が社内で制作すべき6つのビデオ
マルチカメラ制作で企業ビデオをさらなるレベルへ



はじめに

ビデオの支配から脱却し、
ビデオを制御する



現代の企業において効果的なコミュニケーションといえば、その筆
頭はビデオです。多くの企業が既に気付いているように、皆さんもご
存知でしょう。むしろ、既にビデオ制作を定期的に行っているのでは
ないでしょうか。

ローンチイベントや会議をカバーする番組の一部に、ビデオを使用
しているかもしれません。また、四半期収支報告会議や全社ミーティ
ング等の単発イベントに使用しているかもしれません。小規模な
制作は社内でシンプルに行い、大規模なプロジェクトでは、外部業者
へ外注しているかもしれません。

しかし、多くの企業は、ビデオが企業にもたらす可能性を十分には
理解していません。それは、是正されるべきことです。

ビデオのパワーを最大限に活用する
ビデオは、多くの企業が想像する以上のことを成し遂げます。今では、
テレビ局の予算や設備に委ねることなく、放送品質のビデオを容易に
制作することができます。そして何よりも、最も基本的なAVスキルしか
持たない者にも可能なのです。

本書では、ビデオのパワーを最大限に活用し、エキスパートでなくと
も習得できるシンプルなツールだけを使って、講演をテレビ放送のよ
うなネットワーク番組に変えるために欠かせない2つの要素：迅速な
配信（もしくはライブ配信）とスタジオ仕様のマルチカメラ・ミキシン
グについて探っていきます。

企業がインハウスで制作すべき6つのタイプのビデオを見ていきます
（6つのタイプは、ほんのスタート地点です）。また、次世代ツールに
よってどのように、スタジオ仕様、放送品質のビデオを誰でも簡単に
制作できるようになるのかを探ります。

それでは、始めましょう。



ビデオ1
ミーティングを変える

全社ミーティングを見直す



重要な情報を伝えるには、全員を同時に同じ場所に集めることが最
善の方法です。全スタッフがシニア・マネージメントに直接会い、同
じ話を同時に聞くことができます。さらに、一同が会する場で直接、
重要な質問に対応することもできます。

事業が小、中規模であれば、このようなミーティングも良いでしょう。
しかし、国内外に拠点を持つ大規模な企業の場合、これはほとんど
不可能です。

ビデオでギャップを埋める
重要なスタッフの交通費が心配ですか？そろそろ、違ったやり方をす
る時でしょう。シンプルに、ライブストリーミング・ビデオを使って、
世界中のオフィスへリアルタイムでメッセージを届けましょう。 この
方法ならば、オフィスのデスクからでも、自宅のiPadからでも、誰も
が参加することができます。

さらに、発表者が同じ場所、同じ国にいる必要さえありません。マルチ
カメラ制作を加えれば、国のリーダーや部門の専門家を同時に、同じ
場所、同じバーチャルセットに、例えばSkype経由でも、簡単に呼び寄
せることができます。

複数の場所。複数のメリット。
ライブストリーミングとマルチカメラ制作のメリットは明らかです：

• 誰もが同時に同じ情報を得ることができます
• 質問し、即座に回答を得ることができます
• 直接体験は、情報が長く保持されることを意味します
• ライブの後日にオンデマンドで視聴することができます
• ソーシャルチャンネルで共有して、視聴範囲を拡大し、幅広い   
       フィードバックを取得することができます
• そして、誰もが誇れる制作価値を獲得できます

シンンンンプルルルルに、、ラライイブススストトリリリーーミミンンンググ・ビビビデデオオオ
を使使使使使ってててて、世世世界界中中中ののオオオフフィィィススへへ
リアアアアルルタタタタイムムムででメメメッセセセーージジジをを
届けけけましししょううう。



ビデオ2
リアルタイムの魅力を届ける

ライブデモをスクリーンでリアルに伝える



ソフトウェア業界の営業担当者は、長年、オンスクリーンのライブデモ
のメリットについて理解しています。しかし、製品がハードウェアの場合
には、どうでしょう？ 例えば、象のように大きな物や、床に固定された
ものだったとしたら？ そして、海外にいる見込み客に対して、ライブ
で対面デモを行う必要があるとしたら？

マルチカメラビデオを使い、リアルタイムで顔を突き合わせて話す
担当者の営業拠点がどこであれ、また、製品がどんなに大きいまた
は複雑なものでも、優秀な営業担当者がリアルタイム映像を使って、
重要な見込み客に詳細な製品デモを提供できるようにしましょう。

二台目のカメラを使い、素早く、簡単に主要な詳細と重要な違いに
焦点を合わせ、より良い（説得力のある）営業体験を届けることがで
きます。　さらに、その営業体験を複数の場所へ拡げ、技術エキス
パートを呼び入れて、デモを活性化することも可能です。

直接対面、完全な自由度
マルチカメラビデオを製品デモに使用すると：

• 1対１のやり取りで、対面体験に次ぐデモ体験を提供できます

• 多忙な見込み客とのアポイントについて、より柔軟に考えることが
　  できます（また、複数の場所にいる複数の意思決定者に接続する
　  ことができます） 

• イベント会場から直接ラウンチ・デモを撮影し、世界中へニュース
　  速報を配信できます

• プレゼンテーションの一環として、お客様による推薦ビデオ等の 
      支援コンテンツを再生できます

結果は？   より多くの場所にいるより多くの人々に魅力的なデモを届
けることができます。その全てが、より多くの営業機会を創出します。

二二二台台台目目ののカカカメメラララをを使使使いいい、、素早早早早く、、簡簡簡単単
にに主主主要要なな詳詳詳細細ととと重重要要要なななな違違いいにに焦焦点点点点を
合合合わわわせせ、、、よりりり良良いいい（（説説説得得力力ののあああるる）営営営業業
体体体験験験をを届届届けけけるるここことがががででききききますすすす。



ビデオ3
最強の講師陣から学ぶ

営業担当者や販売店スタッフには
常に最新情報を提供する



ご存知のように、現代企業において営業は不可欠な要素です。競争
の激しい市場で成功するには、競争相手よりも多く売らなければなり
ません。

もちろん、多くの場合、販売に関わるのは社内の人間だけではありま
せん。 同様に重要なのは、意欲的で、十分に訓練されたパートナー
や販売店が、販売する他社製品よりも自社製品を目立たせてくれるこ
とです。

卓越したトレーニングを届けるには時間がかかります。また、人々
を同じ時間に同じ場所に集めるのは、費用が嵩む場合もあります。
つまり、営業チームのトレーニングに遅れが生じ、新製品ローンチ時
に効果的に営業を行えない可能性があるのです。

幸い、誰もが素早く、簡単に精通できる方法があります。

リアルタイムビデオが確かな結果を生み出す
リアルタイムビデオならば、営業チームがどこにいようとも、プロフェ
ッショナル・トレーニングを提供することができます。　最も優秀な
エキスパートをカメラに収めれば、営業チームは最高の体験と知見
を得ることができます。さらに、リアルタイムのライブイベントにする
と、営業スタッフが本当に重要なことを質問することができます。

情報をオンデマンドで。常に営業中。
リアルタイムビデオが営業チームにもたらす直接的なメリット：

• オンデマンドによるトレーニングはいつでも利用可能。それゆえ、
　  誰もが簡単な再トレーニングを受けることができる、または、営業  
      チームに入ってすぐに営業活動を開始できます

• トレーニング・ビデオと知識テストを合わせて、トレーニングの    
      成果を確認し、その結果によってメッセージを修正することが
      できます

• さらに、詳細な分析を使用して、誰がトレーニングを受講し、その 
      成果がどれだけあるのかを調べることができます

リアルタイムのビデオ・トレーニングでは、営業チームがどこにい
ようとも、必要な時に必要とする情報を確実に提供することがで
きます。　そして、結果を毎日見ることができます。

リアアアアルルタタタタイムムムののララライイブブブイイベベベンントトにににすするるるとと、
営業業業ススタタタッフフフがが本本本当当ににに重重重重要要ななこここととをを
質問問問すするるることととががでででききままますす。。。



ビデオ4
離れた場所から才能を育てる

場所、時を選ばないリアルタイムの
スキルトレーニング



私たちは、世界規模の知識経済に生きています。今日のビジネス
は、賢い者が生き残ることと言えます。しかし、実際は常に誰かが、
新たなコンセプトや、より良くより容易な方法を生み出しています。
そしてそれは、自社において製品やサービスの詳細を考え出すよ
りも早いスピードで起こっています。

遠隔教育は、全てを一つにまとめる
ビデオベースの遠隔教育により、新製品のメリット、重要な機器の
インストール方法、法規制のコンプライアンスにおける最新の変更
等、あらゆる分野において、常に最新情報を提供することができま
す。

２台目のカメラを加えると、トレーナーが物的製品のデモをする様子
を直接見ることができる上に、極めて重要な人間関係が生まれます。
つまり、ビデオであるがゆえに、トレーナーが世界中のどこにいよう
とも、彼らに近づくことができるのです。また、彼らがスタジオにい
ようとも、Skypeで繋がっていようとも、トレーナーと別のトレーナー
をシームレスに入れ替えることができます。

リアルタイム情報。リアルタイム対応。
リアルタイムのマルチカメラビデオによる対面トレーニングの
メリット：
 
• トレーニング受講者は、リアルタイムで質問することができます　
　 （ 再トレーニングが必要な場合には、後にオンデマンドでコースを
       再受講可能 ）

• 企業全体、パートナー及び顧客にまでトレーニング対象を広げる
      こ とができます

• 顧客自身による問題解決をサポートするハウツー・ビデオにより、 
      顧客からの急激なサービス要請の増加に対応することができます

もちろん、これはビデオの話なので、まず先に高レベルの記憶保持と
エンゲージメントというメリットがあります。 また、スタッフは、一時
停止、巻戻し、再生して細部を見直すことができます。

これは、理想的な学習方法です。
まずずずず先先にににに高レレレベベルルルのの記記記憶憶憶憶保保持持とととエエンゲゲゲー
ジメメメメンントトトといいいううメリリッットトががああありまますすす。またたた、  
スタタタタッッフフフは、一一一時停停停止止止、、巻巻戻戻戻戻し、、再再再生生しししてて  
細部部部部を見見見直すすすことととががでででききまままます。。



ビデオ5
ラスベガスで何が起こるか
どこからでも参加できる世界会議を開催



実りの多い会議は、ブランドを伸ばし、モラルを向上、人々の行動を
喚起します。ビジネスの方向性を示して、次年度のアジェンダを設定
する機会になります。また、優秀なスタッフを紹介し、パートナーや
顧客と行ってきた素晴らしい仕事にスポットを当てることができま
す。

問題は、多くの会議の場合、現実的に年に１、2回しか開催できない
ことです。会議は、特定の場所で特定の時間に開かれなければなら
ない極めて大きなイベントであるため、移動について難しい決断に
迫られます。ホーム・マーケットである国内を選びますか？成長の可
能性が最も高い場所を選びますか？それとも、人々が最も驚くような
場所を選びますか？

答えは？ビデオを使いバーチャルで行いましょう。

ビデオで、場所、時間を問わずに接続
大切なことから始めましょう。 実際の場所で、会議を開くことも、ハイ
ブリッドなイベントを開催することも可能です。 顧客、スタッフ、パー
トナーを招待することもできます。

しかし、ビデオならば、会議の体験（に加えて、メリット）を会議場の
ずっと外側まで広げることができます。つまり、インターネットに接続
できるあらゆる場所、あらゆる人にイベントを公開することができる
のです。

ホームにいながら、世界へ進出
リアルタイムのマルチカメラビデオ・イベントでは、シンプルな直感的
ツールでTVのような制作価値を届けることができます。 

つまり：

• 参加率を高め、制作価値の高い基調講演
• トークショーの活力を持つQ&A
• サブジェクト毎に別々のトラックを用意可能 
     （参加者が希望によって選択可能）
• そして、全てのセッションをオンデマンドでの閲覧、共有を可能に 
      し、より多くの視聴者と価値の向上を実現します。

結果として、企業の方向性を示すリーダー、新製品、新たな取り
組み等を紹介するグローバルなプラットフォームとして使用する
ことができます。 これで、夜間便を利用する人も、遅延によって
イベントに間に合わない人もいなくなります。

ビビデデデオななならばばば、、会会会議議ののの体体験験験験（にに加加加ええててて、、    
メリリリッットト））を会会会議議場場場のののずずっっっっとと外外側側側ままででで      
広広げげげるここことがががでできききまますすす。



ビデオ6
いつでも利用できるインサイト
ソートリーダーシップをリアルタイムで届ける



今日、あらゆる企業が、市場をリードする賢さ、スキル、ビジョンを
示したいと考えています。 しかし、我々は絶えず変化する、混沌とし
た、騒がしい世界に生きています。

端的に言えば、次に何が起こるか分からない世界です。

顧客は、直面している出来事の理解を助けてくれる者を評価します。
変化する世界において、いくぶんかの洞察力や確実性を届けるビジ
ネスは、顧客やコメンテーターが真っ先に頼るところです。そのよう
なコンテンツは、常に検索結果の上位に表示されるものになります。

しかし、この価値を作り出すには、自身の反応と洞察力を素早く
ネットに載せることが必要です。

リアルタイムビデオなら、これ以上のことができます。

顧客が真っ先に頼るエキスパートになる

インハウスのリアルタイムビデオによるメリット：

• エキスパートを迅速に画面に登場させることができます
• 検索エンジンでの出現数を急激にあげることができます
　（記事やブログよりも競争が少ない）
• 放送品質の映像を提供するので、自社ブランド化したプロ品質の
　ビデオを、わずか数分で配信することができます

結果は？ どのような危機、どのような新規制にも、プロフェッショナル
な対応を迅速に策定し、変化の時に顧客が頼るエキスパートになる
ことができます。

変変変化化化すするるる世世世界界にににおおいいいてててて、いくくぶぶんんかかかかの
洞洞察察察力力やや確確確実実性性性をを届届届けけけけるるビビジジジネネスススは、
顧顧顧客客客ややココメメメンンテテテーータタターーがががが
真真真っっっ先先ににに頼頼頼るるとところろろでですすすす。。



最後に
少ないコストで、
多くを実行、多くを獲得。



今日の企業ビデオは、これまで以上にパワフルになりました。 
それは、顧客、パートナー、従業員のより深い関わりを実現する直接的
な道筋を提供します。放送品質ビデオのインハウス制作は、想像する
よりも遥かに簡単です。

デスクトップからビデオ制作スタジオを稼働する
TriCasterTMなどのシステムでは、長く学習する必要もなく、素早く習得
して稼働することができます。短期間で、カメラ、オーディオ、ビデオ、
コンピューターソース、グラフィックスをミックスできるようになります。
バーチャルセット、レコーディング、ストリーミング等、多彩な操作も
可能になります。これは、どんなデスクトップにも適した、オールイン
ワンのマルチカメラビデオ制作スタジオです。

NewTek TalkShowTM等のビデオ通話制作システムを追加すると、
他のビデオコンテンツ同様、ビデオ通話を集約的にコントロールし
て、Skype経由で発表者やゲストを苦労せずに迎い入れることができ
ます。 

さらに、インハウス・ソリューションは、かつてないほどコスト効率が
向上しています。従来の外部業者による制作を依頼する毎に、外部コ
ストは急速に膨れ上がります。全てをインハウスに持ち込むことで、
機器の製品寿命の間にできる十分な節約により、初期投資を素早く
相殺することができます。

実際、外部業者による制作費用の1つか2つを入れ替えるだけで、ROI
はプラスになるでしょう。しかし、まずはご自分で確かめてくださ
い。Aberdeen Groupの調査によると、業界のトップ企業は、早ければ
わずか半年で180％以上のROIを得ています。

本書にある6つのビデオ（加えて、その他のビデオ）から始めれば、
より高いエンゲージメント、対象範囲の拡大、旅費の削減、スタッフの
満足度の向上、検索での表示率を向上、ブランドのまとまりを実現す
ることができます。

良い感触をお持ちになったら、お話ししましょう。

TRRRICCAASSSTERRR等等のののシシススステテテテムムででははは、
長長長くく学学習習習すするるる必必必要要もももななくくく、
素素素早早早くく習習習得得得ししてて稼稼稼働働働すするるるることとがが
でできききまますすす。



NEWTEK社について
NewTek社は、インターネット仕様のテレビコンテン
ツを作成し、世界中に配信する方法を変えています。
スポーツイベント、ウェブベースのトーク番組、ライブ
エンターテインメント、インターネット授業や企業コミ
ュニケーションをはじめ、実質的に人々がライブビデ
オを収録して配信したいと考えるあらゆる分野にお
いて、NewTek社は、視聴者、ブランド、ビジネスをか
つてないスピードで成長させるパワーを提供します。
NewTek社に関する詳細は、www.newtek.com
をご覧ください。　　　


