MediaCentral

メディア・ワークフロー向け
業界最高峰の包括的なプラットフォーム
チームとしてより多くのコンテンツをより短い時間で作成、配信しましょ
う。MediaCentral® はアプリ、サービス、コネクターから成る画期的なモジュー
ル型プラットフォームで、ポストプロダクション、ニュース、スポーツ、アセット・マネ
ジメント向けの非常にシンプルなワークフローから極めて高度なワークフローま
で、制作ワークフローのあらゆる側面を加速させます。複数のロケーションに点
在するあらゆるサイズのチーム連携に高い性能と信頼性を提供します。ユーザ
ーフレンドリーなインターフェースにより、多様なデバイスを使用してあらゆる場
所から簡単に検索、編集、配信できます。ワークフロー全体を効率化することによ
り、MediaCentralは、チームがより良質のコンテンツをより短時間で作成し、より
多くの経路とデバイスに配信することを可能にし、メディアの価値を最大限に高め
ます。

主要ワークフロー・モジュール

チームとワークフローをつなぐ

先進のファイルおよびワークフロー管理
中～大規模の放送局やメディア・エンター
プライズ向けで強力なこの制作モジュール
は、クリエイティビティや品質に妥協するこ
となく、メディア制作ワークフロー全体を
高速化および簡略化します。

MediaCentralは、さまざまなチーム、メディア、ワークフローを結び付けることで
サイロ型の部門間非連携作業に終止符を打ち、各地に散らばる関係者間でのリア
ルタイム・コラボレーションを実現します。MediaCentral ¦ Cloud UXウェブベー
ス・インターフェースとモバイル・アプリにより、どこからでもプロジェクトにアクセ
スして作業できます。極めて柔軟なシステムにより、コミュニケーションは向上し、
ダウンタイムは最大限に短縮し、MediaCentralのエコシステム全体において各チ
ームがプロジェクトをより簡単かつ短時間で完了させることができます――スタッ
フ、プロジェクト、アセット、拠点施設がどこにあるのかは関係ありません。

ワークフローをスピードアップ
MediaCentralはメディア制作ワークフローを高速化するだけでなく、ユーザー
のクリエイティビティと生産性を妨げない並外れた性能と信頼性も提供します。超
高速のページ読み込みでメディアのブラウズや検索をスピードアップ。ネイティブ
MediaCentralモジュールやアプリ、Media Composer® 、Pro Tools® 、サード
パーティ製ツールなどの接続アプリ間で切り替える際もスムーズです。

メディアを素早く簡単に検索
コンテンツの検索はかつてないほど簡単になりました。MediaCentralはグロー
バル検索機能とブラウズ機能を提供。チーム・メンバーは、アセットがどこに保存さ
れているかに関係なく、MediaCentralエコシステム全体にわたり関連するビデ
オ、オーディオ、グラフィックス、文書を素早く検索して利用することができます。
音声検索を使用すれば、利用可能な全てのストレージとアーカイブにわたって特
定のワードやフレーズが含まれるメディア・クリップをあっという間に検索できま
す。MediaCentralはMedia ComposerやAdobe Premiere Pro CC内部か
ら直接アクセス可能なため、エディターは使い慣れた編集アプリケーション環境か
ら移行する必要すらありません。

必要に応じてパーフェクトなセットアップを作成
MediaCentralはモジュール式なので、ニュース、スポーツ、ポストプロ
ダクションとあらゆる特定のニーズを扱うことができます。Editorial
Management、Production Management、Newsroom
Management、Graphics Management、Asset Managementの5種類の
主要ワークフローのいずれかを活用することから始めましょう。その後、コンテ
ンツの検索、編集、管理、配信に必要なアプリや機能を提供し、タスク、ランダウ
ン、ソーシャル・メディア、
リアルタイム・グラフィックスをワークフローに統合する
MediaCentral ¦ Cloud UXライセンスを選択します。メディアをコピー、転送、編
成、アーカイブ化し、MediaCentralワークフローをサードパーティ・アプリケーショ
ン、システム、サービスへと拡張するためのメディア・サービス、エディター・パネル、
サードパーティ製コネクターなどを使用することで、必要に応じてその他の機能を
追加できます。

MediaCentral ¦ Editorial Management
堅牢なファイルおよびワークフロー管理
小～中規模のクリエイティブ・チーム向け
でお求めやすいこのファイル管理モジュー
ルは、比類ない連携力およびプロジェクト
とメディアの共有機能をワークフローにも
たらします。
MediaCentral ¦ Production
Management

MediaCentral ¦ Newsroom
Management
コンプリートなストーリー作成およびラン
ダウン管理
ニュース制作チーム向けでニュース/ストー
リーを中心とするこのモジュールは、複数
の放送およびデジタル経路でどこよりも早
くニュースを届けるために必要なワークフ
ロー効率性とスピードを提供します。
MediaCentral ¦ Graphics
Management
次世代のグラフィックス・アセット管理
ニュースやスポーツ番組制作向けでパワフ
ルかつ操作が簡単なこのグラフィックス・
アセット管理ソリューションは、リアルタイ
ムのグラフィックス制作環境全体にわたる
シームレスなワークフロー統合を提供しま
す。
MediaCentral ¦ Asset Management
先進のメディア・アセット管理
要求の厳しい放送、ニュース、スポーツ、ポ
ストプロダクション環境向けの堅牢なこの
アセット管理モジュールは、コンテンツの
ライフサイクル全体を管理し、ストレージ
の複数階層にわたりメディアを簡単にブラ
ウズおよび取得して再利用することを可能
にします。
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MediaCentral――メディア・ワークフロー向け業界最高峰の包括的なプラットフォーム
あらゆるデバイスで
直感的なユーザー・エクスペリエンスを実現
MediaCentralはMediaCentral ¦ Cloud UX（ユーザー・エク
スペリエンス）を使用します。これは、操作が簡単で、タスク志向
のグラフィカル・ユーザー・インターフェースで、ほぼあらゆるコン
ピューター・オペレーティング・システムおよびモバイル・デバイス
で動作し、制作環境に接続する全ての人にローカルおよびリモー
トでのアクセスを提供します。同じ建物内、市内、あるいは別大陸
と、必要とされる場所に点在するチーム・メンバー同士の連携が簡
単です。インターフェースは、ワークステーションでも、ラップトッ
プ上でも、スマートフォンからでも、さらには新しいモジュールや
アプリが追加されても、誰でもすぐに作業を開始できるようデザ
インされています。プロジェクトを完了するために複数のツール
間でバウンスする必要はもうありません。

制作環境をクラウドに簡単に移行
クラウドへの移行をご検討中であれば、MediaCentralならユー
ザー独自のペースで簡単に移行することができます。クラウドへ
の拡張に、MediaCentralは、オンプレミス（自社運用）、プライ
ベート・データ・センター、パブリック・クラウド、あるいはハイブリッ
ド・モデルと、ユーザーのビジネスに最も適した方法でメディア制
作に対処するための完全な選択肢と柔軟性を提供します。

ニュースにMEDIACENTRALを活用
地方局にも、エンタープライズ・レベルのネットワーク局にも、ま
たその中間に属する局にも、MediaCentralは、情報収集からコ
ンテンツ作成、配信までの全てをカバーする極めて包括的なエン
ドツーエンドのニュース番組制作向けソリューションを提供しま
す。MediaCentralは、あらゆる場所から、またあらゆるデバイス
から複数の経路にわたってニュースを配信するために必要な連
携、効率性、スピードをニュース・チームにもたらすワークフロー機
能全てをシームレスに統合された形態で提供します。

スポーツにMEDIACENTRALを活用
スタジオでもロケ先でも、MediaCentralの各スポーツ・ソリュ
ーションは、ファンを歓喜させるテクノロジー、効率性、クリエイ
ティビティ、保護を一体となってユーザーに提供します。メディ
ア制作や管理、
リアルタイム・グラフィックスやビデオの送出ま
で、MediaCentralは他のAvidソリューションと統合し、試合を盛
り上げ、スタジアムでジャンボトロンの大画面、自宅のテレビやコ
ンピューター、あるいはモバイル・デバイスで試合の様子を追うフ
ァンの心をつかむことができます。

ポストプロダクションにMEDIACENTRALを活用
MediaCentralは、あらゆる領域をカバーするワークフロー機能
を提供し、単体のシンプルなソリューションへとシームレスに統合
し、ポストプロダクションを効率化します。Avidのクリエイティブ
なツール、共有ストレージ、アセット・マネジメントにより、Avidは、
真に統合されたワークフローだけが提供する性能、セキュリティ、
機能性をもたらします。映画、テレビ番組、コマーシャルと制作対
象に関係なく、MediaCentralはあらゆるシチュエーション、ニー
ズ、予算にパーフェクトに合致します。

運用と管理を合理化、シンプルに
MediaCentralの次世代プラットフォーム・エンジンにより、集中
型管理、メディアのインデックス作成、ソフトウェアの運用、アセッ
トへのアクセスがより素早く簡単になります。柔軟なインフラ管
理を提供。またシステムは拡張可能で、2名からなるクリエイティ
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ブ・チームから各地に散らばる関係者が数千名に上るグローバル
なメディア・エンタープライズまでに対応できます。このプラットフ
ォーム・エンジンが提供する主要な機能には次のようなものがあ
ります。
• 集中型システム管理――アドミニストレーターがユーザー毎に
使用可能なモジュールやアプリを切り替え、ライセンスを管理
し、プラットフォーム全体にわたりユーザーの役割や権限を指定
できる、単体の中央システムを提供。
• 集中型メディア・インデックス――全てのユーザーがそのロケー
ションに関係なくプラットフォーム上のあらゆるメディアに簡単
にアクセス可能。MediaCentralによりシステム内の全アセット
の外観は統一されるため、ユーザーは、アセットがアーカイブ、
施設、クラウドのいずれにあるのかを気にする必要がなく、制作
タスクに集中できます。
• エンタープライズ・ソフトウェア運用――ソフトウェアのインスト
ールやアップデートを自動化、テンプレートベースのアプローチ
を使用してシステム運用と設定がシンプルに。MediaCentral
¦ Deploy（近日登場）により、エラーを生じがちな時間のかかる
手動プロセスを経ることなく最新のソフトウェア・アップデート
を簡単に利用できます。
• 柔軟なインフラ管理レイヤー――アドミニストレーターはリソー
スをダイナミックに拡張して新機能を追加し、ストレージ、処理
能力、帯域幅などのインフラ要素をエンタープライズ全体にわ
たり最適化することができます。

仕様
MEDIACENTRALサーバー・ハードウェア
MediaCentralは、標準的なHPおよびDellサーバー上にインス
トールが可能です。詳しくは、
「MediaCentralプラットフォーム
サービスハードウェアガイド」をご参照ください。
MEDIACENTRALオプション
オプションのワークフロー・モジュール、アプリ、サービス、編集パ
ネル、サードパーティ製コネクターを追加し、機能やワークフロー
を拡張しましょう。詳しくは、avid.com/mediacentralBYO
をご参照ください。
MEDIACENTRAL ¦ CLOUD UXインターフェース
• MediaCentral ¦ Cloud UX web interface――Windowsおよび
macOS上で使用される一般的なブラウザー（ChromeやSafari）に
対応
• MediaCentral ¦ Cloud UX iOS用アプリ
• MediaCentral ¦ Cloud UX Android用アプリ

対応言語
英語
MEDIACENTRAL ¦ PHONETIC INDEXの対応言語
日本語
アラビア語（現代標準）
中国語（広東語、官話）
デンマーク語
オランダ語
英語（オーストラリア、北米、イギリス、イ
ンターナショナル）
ペルシア語
フラマン語
フランス語（カナダ、ヨーロッパ）
ドイツ語
ヘブライ語
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