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フジテレビ、OTT配信に Harmonic社のクラウドプレイアウト

技術を採用 
 

VOS™ ソフトウェアがプレイアウトタスクの効率を上げ、収益増加を実現  
 

カリフォルニア州サンノゼ－2018年 4月 9日－映像配信技術とサービスのグローバルリーダー

である Harmonic社（NASDAQ: HLIT）は本日、日本の代表的なテレビ局である株式会社フジテ

レビジョン（フジテレビ）が、SMART OTTサービスに Harmonic社のクラウドプレイアウトソ

リューションを採用したことを発表しました。Harmonic社のクラウドネイティブの VOS™ソフ

トウェアアプリケーションを使用することで、フジテレビはパブリッククラウドプラットフォ

ームから直接チャンネルをプレイアウトし、ワークフローを簡略化、さらなる収益増加の機会

を得ることができます。EVC社がシステムインテグレーションサービスと高度なトラフィック

システムに関する専門的技術を提供し、導入への支援を行いました。 

 

「サードパーティーのコンテンツプロバイダが日本国外にいる視聴者に配信をする SMARTプ

ログラミングに関して、フジテレビはプレイアウトの効率を上げる必要があります。Harmonic

社の VOSソリューションはワークフロー効率、柔軟性、揺るぎない信頼性という、プレイアウ

トにおけるすべてのニーズに対応する、最も包括的で適応性が高いメディア処理ソリューショ

ンです。」とフジテレビのシニアマネージャー 関克哉氏はコメントしています。「Harmonic社

と EVC社にクラウドプレイアウトの管理を委託することで、フジテレビはコンテンツや増収に

関する他のタスクに集中することができます。」 

 

Research and Marketsによると、アジア太平洋地域におけるテレビ番組と映画の OTT収入は

2016年の 82億 7,000ドルから、2022年には 244億 1,000万ドルへと 3倍に増加する見通しです。

フジテレビはクラウドのプレイアウト機能により、自社の OTTチャンネルにおける新しい種類

の収益を求めることが可能になります。クラウドベースのソリューションである VOSソフトウ

エアのよるクラウド・メディア・プロセッシング機能は、高い適応力と反応性でフジテレビの

ニーズに対応します。フジテレビがスムーズで信頼の置けるサービスの提供を行うため、



Harmonic社は全体的なサービス稼働時間にフォーカスしながら、モニタリングなど積極的な技

術・オペレーション支援を含めたソフトウェアサービスを運営しています。 

 

「Harmonic社の Playout-as-a-serviceに関する新技術により、フジテレビは OTTチャンネルオリ

ジネーションのプレイアウト運用効率を飛躍的に向上させました。」と Harmonic社のアジア太

平洋地域営業担当副社長の Tony Berthaud氏は述べています。「この新しくシンプルなプレイア

ウトアプローチは、オープンでクラウドネイティブな設計ストラテジーに基づいているため、

エコシステムパートナーとシームレスに統合でき、真にエンドツーエンドな OTTビデオ配信サ

ービスを実現します。フジテレビはまさしくこのワークフローを使用して、パブリッククラウ

ドのもたらす規模、スピード、シンプルさという利点を活用している実例です。」 

 

Harmonic社は 4月 9日～12日に米国ラスベガスで開催される、2018 NAB Showのブース

SU810にて VOSシリーズの展示を行います。Harmonic社と同社製品の詳細については

www.harmonicinc.com をご覧ください。 
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会社概要： 
Harmonic社 （NASDAQ：HLIT） は、超高品質の映像配信及び OTTビデオサービスを提供する世界的な
リーディングカンパニーです。Harmonic社は、業界初の仮想 CCAPソリューションによりケーブルアク
セスネットワークにイノベーションををもらたし、視聴者のご家庭やモバイル機器にギガビットインタ

ーネットサービスをより柔軟に導入できるようにしました。革新的なクラウドと SaaS（Software-as-a-
Service）技術による OTT映像配信の簡素化や、ギガビットインターネットケーブルサービスの提供の強
化により、ライブコンテンツや VODコンテンツを収益化する方法を進化させています。詳細は、ホーム
ページよりご確認ください。 
www.harmonicinc.com.  
 
本プレスリリースには、1933年連邦証券法第 27条 A項および 1934年証券取引所法第 21条 E項に規定
されている将来予想に関する記述が含まれています。これらは同時に、Harmonic社の事業および期待さ
れる能力、利点、信頼性、効率性、市場受入れ、市場に関する記述 ハーモニック製品、サービス、テク
ノロジーの成長、仕様、およびメリットに関する記述を含むものでもあります。本プレスリリースに記
載されている将来予想に関する記述は、2017年 12月期フォーム 10-Kの年次報告書、フォーム 10-Q の四
半期報告書、かつフォーム 8-K の最新報告書を含む、証券取引委員会に提出した Harmonic社の報告書類
に示されたその他のリスク及び不確実性に影響されます。本プレスリリースの将来の見通しに関する記
述は、契約日時点で Harmonicが入手可能な情報に基づいており、Harmonicは将来の見通しに関する記
述を更新する義務は無いものとします。 
 
 
 



About Harmonic 
Harmonic (NASDAQ: HLIT), the worldwide leader in video delivery technology and services, enables  
media companies and service providers to deliver ultra-high-quality broadcast and OTT video services to 
consumers globally. The company has also revolutionized cable access networking via the industry’s first 
virtualized CCAP solution, enabling cable operators to more flexibly deploy gigabit internet service to 
consumers’ homes and mobile devices. Whether simplifying OTT video delivery via innovative cloud and 
software-as-a-service (SaaS) technologies, or powering the delivery of gigabit internet cable services, 
Harmonic is changing the way media companies and service providers monetize live and VOD content on 
every screen. More information is available at www.harmonicinc.com.   
 
This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the 
Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934.Statements concerning 
Harmonic’s business and the anticipated capabilities, advantages, reliability, efficiency, market 
acceptance, market growth, specifications and benefits of Harmonic products, services and technology 
are forward-looking statements. These statements are based on our current expectations and beliefs and 
are subject to risks and uncertainties, including the risks and uncertainties more fully described in 
Harmonic’s filings with the Securities and Exchange Commission, including its Annual Report on Form 
10-K for the year ended Dec.31, 2017, its Quarterly Reports on Form 10-Q and its Current Reports on 
Form 8-K. The forward-looking statements in this press release are based on information available to 
Harmonic as of the date hereof, and Harmonic disclaims any obligation to update any forward-looking 
statements. 
 
Harmonic, the Harmonic logo and other Harmonic marks are owned by Harmonic Inc. or its affiliates. All 
other trademarks referenced herein are the property of their respective owners. 
 
Link to Word Doc: www.202comms.com/Harmonic/180409HarmonicJP.docx  

 
CONTACTS: 
Sarah Kavanagh 
Senior Public Relations Manager 
Harmonic 
+1.408.490.6607 
sarah.kavanagh@harmonicinc.com 

 

 


