運用事例 :1

VOD・CS 局向け番組ファイル納品支援サービス

ポストプロダクション・番組提供事
業者・エンコード事業者から送ら
れる素材をオンラインでダイレクト
納品する業界標準のシステムで
す。転送完了メール通知や、オート
ダウンロード機能によるファイル
の自動振り分け、さらに受信通知
メールによる到着確認など、
ストレ
スのない素材の送受信が可能で
す。また、送信時にウイルスチェッ
クを行うため、検疫も不要です。

■ポストプロダクション
■エンコード事業者

■コンテンツ配信事業者
HARBORクライアント ダウンロード
ファイル受信通知
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運用事例 :2

●転送完了メール通知機能
●事前ウィルスチェック機能

●転送完了メール通知機能
●事前ウィルスチェック機能

HARBORクライアント
アップロード

HARBORクライアント
アップロード

配信サーバー

VOD

P L AT F O R M

スタジオ撮影・ロケ支援サービス

撮影スタジオ専用のNASドライブ
として、撮影素材を安全にコピー。
直接ポストプロダクションへ高速
転送します。
DIT/DMの機材と常用のコピー
ツールを使用し、撮影したその場
から転 送 開 始 を可 能とします。
専 用ソフトのインストール不要。
HDDの持ち運びの紛失や故障の
危険を回避できます。HARBOR導
入 撮 影 スタジ オであ れ ば 、1 0
Gbps専用回線の利用が可能。遠
方のロケ地やフィルムコミッション
など、短期間スポットでの転送にも
対応可能です。

■HARBOR の場合
撮影スタジオ/ロケ地

10Gdps高速転送
ウィルスチェック

DIT/DMの機材と
常用コピーツールで転送開始

Media

ポストプロダクション
オートダウンロード
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短 縮
大幅に時間を短縮しつつ
HDDの紛失や事故を回避

■HDD 搬送の場合
撮影スタジオ/ロケ地
ローカルコピー

Media

物理的に運搬

搬送用RAID

ポストプロダクション
検疫・コピー

搬送用RAID

NAS

INFRASTRUCTURE
CM オンライン送稿向けファイル搬入サービス「C.M.HARBOR」
「C.M.HARBOR」はHARBORで培ったメタ・アセット管理・高セキュリティのノウハウを
反映し、CMオンライン運用に特化させたサービスになります。
オンラインでのテレビCM素材の登録・オンライン認証を「かんたん」かつ「安心・安全」に
行えるように対応したオンライン運用サービスです。テレビCM制作に関わるワークフロー
をトータルサポート、新たなテレビCM運用モデルの付加価値の創造に貢献します。

業界を「つなぐ」
インフラをつなぐ、
システムをつなぐ、
ワークフローをつなぐ・
・
・
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HARBORは映像業界の共通プラットフォーム作りをめざし、
2012年から開始したファイルベースワークフローの支援サービスです

強固なセキュリティによるデータ保証

国内構築の HARBOR センターサーバー

・システム2重化 ・サーバ・ネットワーク2重化(DB含む) ・DBデータ、5重化でバックアップ

・回線2重化(バックボーン回線利用) ・ISMSによる運用(認証登録番号: IS-645835) ・セキュリティ事故ゼロ
ファイル転送時にメタデータの集約管理を行うため、既に運用されている既存システムとのXML連携にも柔軟に対応するこ

とが可能です。各社のデータの翻訳・ID連携といった業界内のシステム連携の課題を解決します。HARBORを核とした納品

HARBORは、専用ネットワークインフラによる「大容量高速伝送サービス」、物流網からなる「物理倉庫預かりサービス」、
様々な
「メタ管理システムとの連携」
を実現し、
ローコストで導入容易なワンパッケージの映像制作支援サービスです。
これまでの
既存システムでは実現できなかった、映像素材や作品(メディア媒体)などの一括管理が可能。映像・メタ・人・作業を双方向に
つなげてまとめあげることで映像業界に関わる全ての方に新たなファイルベースワークフローを実現します。

管理・転送の自動化による一括管理体制は、業界内の大きなSOAシステムとしてスムーズなワークフローによる映像の二
次・三次利用を促進します。

大容量化する映像ファイルに対応

ハッシュ保持によるファイルの同一性確保

専用ネットワーク回線と
「HARBOR MAM LIGHT
HOUSE」
「HARBOR

BOX」
の連携により、各拠点

間を繋ぐことで大容量の映像ファイル転送サービスを

ご提供します。回線は専用の10Gbps光専用回線を完

全月額定額制でご提供。転送容量・利用アカウント数

は無制限。
コストパフォーマンスに優れた時間と、距離

を感じない制作体制を実現します。

HARBORセンターサーバー

既存システムとの
XML連携も柔軟に対応

Media Asset Management

すべて国内で複数分散管理されたデータセンターで構築

配信システム

Advertising company

Studio

Contents holder / Provider

Post-production

Production

全体管理
ユーザプロジェクト管理

バンクシステム

API連携

他社MAM

10Gbps専用線
専用VLANとしても利用可能

10Gbps closed network

ロケ地やスタジオ、
コンテンツホルダー等

HARBOR BOX
Delivery

Archive/Retrieve
3PL warehouse

PUSH

Hash値取得機能
メタデータと
搬入ファイルデータを紐付け
クリック操作だけの簡単UI
SSL経路暗号化

3PL warehouse

アップロード HARBORクライアント

150拠点、
月700TBの無事故転送
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HARBOR BOXタイプ：
ラックマウント(2U 〜)型/据え置きタワーステーション型

※オーダーに応じてカスタムいたします。
また、周辺ネットワーク機器のご相談も承っております

LTO/BD
大容量ストレージ

HARBOR倉庫
長期に安全に保存
マイグレーションも対応

映像業界専用
閉鎖ネットワーク

バルク暗号化高速転送機能
ウィルスチェック機能
大容量ストレージキャッシュ
FW機能
固定ポート/IP通信
CIFSなど共有サービスの停止
ログインアクセスの制限

安価な公衆線を複数本利用したバルク転送※１

経路とファイルの暗号化 ※２
1回で複数拠点への同時転送可能

ポストプロダクションや放送配信系事業者など

HARBOR BOX
並列ダウンロード機能
PULL
Hash値比較機能
ファイル破損時の自動再送機能
オートダウンロード
ファイル自動振り分け機能
クリック操作だけの簡単UI
SSL経路暗号化

ダウンロード HARBORクライアント
※1 KDDI研究所が開発した大容量転送に対応したデータ転送プロトコルです。

ご導入について：
すべてのプランで容量無制限の転送、回線工事手配とHARBOR BOX、
設置調整、
オペレーショントレーニング、保守が含まれます
回線プラン：
ハイスペック 10G 専用線タイプ/ローコスト 1G 公衆網（バルク）利用タイプ

都内専用ルート
便で即時入出庫
の手配可能

FW

High speed
File transfer system

over 1Gbps Bulk Data Transfer

オンエア日に合わせた自動配信
ファイル受信通知メール機能

営放システム

Video Distribution

Broadcaster

履歴・ステータス管理
メタとファイルの集約

外部倉庫会社への物理保管
WEB画面上から手間なく入出庫依頼
在庫管理にも対応

※2 KDDI研究所が開発したストリーム暗号規格「KCipher-2」
を採用しています (国際標準規格(ISO/IEC 18033-4)
「電子政府推奨暗号」

使い勝手の良い専用ソフト
「HARBOR CLIENTS」
HARBORアップローダーはドラック&ドロップでファイルを追加するだ

けの操作で使いやすいシンプルな設計となっています。
アップロード時に

大容量の転送キャッシュサーバー「HARBOR BOX」
「HARBOR BOX」
はデータの多重化バックアップをサポートしながら各拠点

間の高速転送を実現します。
ローカル接続されたHARBOR BOXへファイル

運用について：
転送容量無制限。完全月額制サービスとなります

ファイルの暗号化を行うため、
セキュリティー面でも安心してお使いいた

をアップロードするだけで転送を自動でおこなうゲートウェイサーバーとして、

保守について：
全国 オンサイト対応可/リモート対応24時間可

完了メール通知機能」
「ファイル破損時の自動修復機能」
などを標準装

全て固定IPを持ち、
通信に必要な最低限のIP/ポートをWAN・LAN双方で制

だけます。
HARBORダウンローダーは
「オートダウンロード機能」
「送信

お客様の
「次の作業へ移行」
を促進します。
また、
各拠点のHARBOR BOXは

備しており、
操作者のミスや手間を軽減します。
自動でアップロードの瞬

限することにより、
外部脅威を遮断します。
常時リモート監視、
障害発生時には

ファイルのハッシュ値と比較することで、
ファイルの同一性を保証します。

より、
お客様環境と大切な映像データをトータルにサポートいたします。

間からハッシュ値を取得し、
ダウンロード完了時の保存先に受信した

24時間の保守受付体制を構築しております。
これらの強固なセキュリティーに

その他のサービス
・外部倉庫預かりサービス

・アーカイブ／バックアップサービス
・旧作品のデジタイズ作業

・オリジナルデータの保管、管理

