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1. ”AWS Content Lake”コンセプト

2. 番組完成素材を一元管理するコンテンツ管理システム
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“Content Lake”のコンセプト



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
ストレージクラスの選択

アクセス頻度高 低

• アクセス頻度の高い

データ

• ミリ秒単位アクセス

• > 3 AZ

• $0.023/GB to

$0.025/GB

• アクセスパターンが

変わるデータ

• ミリ秒単位アクセス

• > 3 AZ

• $0.025 to 

$0.019/GB

• アクセス頻度の低い

データ

• ミリ秒単位アクセス

• > 3 AZ

• $0.019/GB

• 復元可能でアクセス

頻度の低いデータ

• ミリ秒単位アクセス

• 1 AZ

• $0.0152/GB

• アーカイブデータ

• 分～数時間単位アクセ

ス

• > 3 AZ

• $0.005/GB

S3 標準
S3 標準

低頻度アクセス
S3 1ゾーン

低頻度アクセス
S3 Glacier

S3 Intelligent-
Tiering

S3 Glacier
Deep Archive

• アーカイブデータ

• 数時間単位アクセス

• > 3 AZ

• $0.002/GB

※ 2020年10月時点 東京リージョンの料金



インテグレーションサービス

(ユースケースに応じて必要なサービス)

ファイルストレージ コンテンツ収集 トランスコード ローカライゼーション

ブロックストレージ ファイル転送 字幕・キャプション ストレージポリシー

アーカイブストレージ ワークオーダー パッケージング データ分析

メタデータサービス 編集・コンフォーム QC 配信

ネットワーク / CDN チェンジマネジメント 権利/DRM 用語管理

ワークフロー 災害対応 スケジューリング 機会学習

モバイル

オンライン

スポーツ

TV

映画

ラジオ

プリント

ゲーム

スケジュール

キャプチャー

制作

配信・放送

アーカイブ

物理メディア

仮想データ

ビデオ

イメージ

オーディオ

字幕

メタデータ

Live

リアルタイム

スケジュール

オンライン

オフライン

Media Asset Management (MAM) に必要な考察

インジェスト データアーキテクチャー UX / メディアツール

ストレージ管理ワークフロー管理 API/システム構成

MAMコンポーネントシステム

デリバリータイプ

様々なフォーマット

アセットタイプ



Not all content 

drives revenue, 

but all content 

drives cost.
- Mark Lemmons

Co-Founder Shotzr

真のコンテンツオーナーシップを得るために

“AWS CONTENT LAKE”を構築する利点

• 誰でもどこからでもグローバルなコンテンツアクセス

• 様々な最先端のサービスを迅速に活用

• コンテンツセキュリティを高める施策を実現

• 重複をなくし、不必要なアセットを削除

• 不必要なマニュアル・システムフローを削減
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About me

• 2000年フジテレビジョン入社

技術局映像技術部に配属

スポーツ中継や音楽ライブ中継の番組制作に携わる

• 2002年放送部に異動

2005年 デジタルアーカイブシステム構築

2008年 フジテレビ3波マスターを構築

2013年 AWS re:Invent 2013に参加

2015年～ AWSを使ったシステム構築（のちのスライドにて紹介）

2018年 AWS Certified Solutions Architect – Associate 取得

• ARIBや民放連にて、ファイルベース関連技術WGの委員として活動

番組やCM素材の搬入規準策定、CM素材オンライン送稿運用の立ち上げなど



放送局は放送事業だけではなく、動画配信や番組販売を行っています

（地上波・ BS ・ CS 3ch ・フジテレビオンデマンド etc.）

フジテレビの番組素材を一元管理して、

効率よく複数視聴サービスへコンテンツ供給することを目的に構築

総合コンテンツ管理システムの構築



視聴サービス毎に個別のワークフロー

（地上波放送/BS放送/CS放送/動画配信）

それぞれの放送・配信用に個別に準備作業、個別に保管

個別最適化はされているが、全体最適化はされていない

番組コンテンツの共有がしづらい状態

視聴サービスは増える一方

困った！

コンテンツ管理 これまで



コンテンツフロー よくある例（ 1年ほど前は･･･）

地上波放送

BS放送

CS放送

動画配信

番組販売

納品 準備 放送 保存

納品 準備 放送 保存

納品 準備 放送 保存

納品 準備 配信 保存

納品 準備 番販 保存

番組制作 番組保管放送・配信・番組販売

視聴サービス



縦割りを廃しコンテンツを一か所にまとめる

まとめたコンテンツを複数の視聴サービスに供給する

「総合コンテンツ管理システム」の構築

ただし、前例となるシステムがない！

コンテンツファーストの考え方に転換



コンテンツファーストになった結果

納品 準備

放送

保存

配信

番販

総合コンテンツ管理システム

地上波放送

BS放送

CS放送

動画配信

番組販売

Media Asset Management

Dalet(ダレット)製



2014年 クラウド実証実験を実施

2015年 湾岸スタジオオンライン納品システム

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Elastic Load Balancing

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

2017年 CS番組クラウド搬入出システム

Amazon S3 / AWS Direct Connect

2018年 配信用フルクラウドプレイアウトシステム

Amazon EC2 / Amazon S3 / AWS Direct Connect

2019年 CMAF-ULL (Common Media Application Format - Ultra Low Latency)

2020年 春高バレーにてクラウド活用の番組制作（配信向け）

縦動画配信、得点板画像認識、クラウド上でスイッチング/CGスーパー

ここに至るまで ～クラウドジャーニー～



• 社内のワークフローを知る

見学！ヒヤリング！

• RFPを実施 ベンダー決定

• クラウドストレージか、オンプレライブラリ装置か

クラウドストレージで運用開始して経過観察とした

1年半経過。現状問題なし！

• 大量のトランスコードを捌きたい

AWS Elemental MediaConvertを使おう！高速パラレルエンコードを実現

• 社内各所に散らばる編集室をまとめたい

仮想マシンで編集出来る！？ 出来ませんでした。画音ズレます。

やったこと ～仕様策定段階～



総合コンテンツ管理システムの入口となる新オペレーションルーム

番組完パケ（完成パッケージ）が集まる

作ったもの ～インジェストセンターの開設～

×3波分

放送設備フロア → シンプルなオフィスフロアへ



作ったもの ～本番稼働中～

番組
コンテンツ

オンライン
ストレージ

インジェスト
Version作成

マスター＆FOD機能

フジテレビ
オンデマンド

放送
(地上波)
(BS/CS)

AWS Cloud

マスター

AWS Elemental

MediaConvert

検索・Preview
貸出

デジタルアーカイブ機能

Web/Streaming

Server

Amazon S3 

Glacier

Amazon S3

AWS Direct 
Connect

Amazon EC2

視聴者へ



今作っているもの ～2021年3月予定新FileX稼働～

番組
コンテンツ

オンライン
ストレージ

インジェスト
Version作成

マスター＆FOD機能

検索・Preview
貸出

デジタルアーカイブ機能

AWS Cloud

Amazon S3

フジテレビ
系列局
番組販売

AWS Elemental

MediaConvert

Web/Streaming

ServerAmazon EC2

Amazon S3 

Glacier

Amazon S3

AWS Cloud

フジテレビ
オンデマンド

放送
(地上波)
(BS/CS)

マスター

AWS Direct 
Connect



放送機器は半分に

メンテナンス容易

保守サポート切れ無し

柔軟かつ迅速な対応が可能に

メリット ～コスト削減とスケールアウト獲得～



メリット ～業務効率化 CS放送の例～

2019.12 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4

新規取込量 再放送ダウンロード量

新CSマスター稼働
開始4ヶ月で
作業量は半分に

再放送分は
自動で放送準備OK



クラウドというコンテンツの置き場所が増えてしまった！

デメリット



過去の番組コンテンツを取り込んでいく

アーカイブ容量10PB～を予定

倉庫運用を減らす

自動化を図る

これから ～現在の取り組み～

倉庫から出庫
してダビング

クラウドから
ダウンロード

Amazon S3



リモート編集にリベンジ！ 今なら出来るのでは？

AI/MLを用いて、コンテンツの二次利用に必要な情報を自動メタ付け

アナリティクス 何にどれだけコストがかかっているか

コストの最適配分へ

これから ～やりたいこと～

Machine Learning

Amazon Workspaces

Analytics



総合
コンテンツ

管理システム

クラウド
プレイアウト

放送

動画
配信

番組
販売

機械学習
深層学習

自然言語処理

コンテンツの
付加価値を向上

視聴体験の向上

新たな出口へ

We’re ready to go NEXT !



Thank you!
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