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Village-Island adopts Ina-Signature technology for the Japanese audiovisual market
ヴィレッジアイランドは日本のオーディオビジュアル市場におい
て、Ina-Signature社の技術を提案します
テレビに限らずインターネットにおいてもより高い保護性そして、放映権管理を顧客に提供するために、
ヴィレッジアイランドはビデオフィンガープリントとそれによる映像比較を行う最適なソフトウェアとして
Ina（フランス国立視聴覚研究所- Institut National de l’Audiovisuel ）のIna-Signatureを選びました。
Ina-Signatureソフトウエアは Ina によって独自に構築された技術で、ビデオコンテンツからふぃんがプリン
トを生成することを可能にしており、様々なメディアを介して配布されるコピーを検知し、監視することが
可能です。
Ina-Signatureは、現在、世界中で利用できる最高のシステムの1つであると認めらています。Inaとの契約先
は、Webビデオ・プラットホーム（例えばDailymotion）や、人気のビデオ・サービスプロバイダだけでな
く、主要な欧米の権利オーナー、TVチャンネル、ニュース、スポーツ・リーグ、ライブ・ビデオ・コンテン
ツ・プロバイダとも締結されています。この度、ヴィレッジアイランドもInaの特別なパートナーになりまし
た。
日本の放送業界市場での幅広い豊富な業務実績とその堅実な技術的ノウハウを有するヴィレッジアイランド
はInaの技術を日本市場向けに最適化した形で展開していきます。

More info: 詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
http://www.ina.fr/signature
http://www.village-island.com
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About Ina :
Ina is the global leader in digital archiving and promotion of audiovisual collections.
Preserving, promoting, transmitting: Ina’s mission.
Gathering and preserving the images and sounds, which make up our collective memory, giving them meaning and sharing them with
the general public: since 1974, this has been Ina’s primary mission.
World’s number one audiovisual centre for digital archiving and archive promotion, Ina has become the reference for technical innovation in both these fields. Its expertise is acknowledged today on every continent. To date, Ina’s archives represent more than 3
million hours of programs.
Ina mediapro (www.inamediapro.com), the world’s number 1 online digitized archive bank provides professionals with online access
to more than 500,000 hours of television, 100,000 hours of radio and 3,000,000 documentary items, available in both French and
English.
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Inaは、視聴覚コレクションのデジタル・アーカイブと振興における世界的リーダーです。
保存すること、促進すること、伝送すること。それが、Inaのミッションです。
イメージとサウンドを集めて、保存すること。そして、それらが我々の集合記憶を作り、意味を与え、それらを共有する：1974年以
降、これがInaの主要な任務となっています。
デジタル・アーカイブしていてアーカイブの振興のための世界一の視聴覚センター、Inaはこれらの両フィールドの技術的な革新のため
の手本になりました。
その専門知識は、今日、あらゆる大陸で認められます。
現在まで、Inaのアーカイブは、300万時間以上のプログラムを意味します。
世界一のオンライン・デジタル

アーカイブバンク、Ina mediapro（www.inamediapro.com）はオンライン接続が可能で、500,000時

間以上テレビ、100,000時間以上のラジオそして、3,000,000以上のﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰｱｲﾃﾑがフランス語と英語で利用できる。
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Institut National de l’Audiovisuel

www.ina.fr/signature
Twitter : @ina_audiovisuel

Contact Ina

Agnès Baraton
Tél : +33 1 49 83 20 95
abaraton@ina.fr

!

!!
!

About Village Island:
Village island provides a wide range of audiovisual solutions and services. Our core mission is the distribution of broadcast technology and products from IP core, OEM hardware, software and SDK platforms to stand-alone equipment and system for Head-Ends and
digital broadcasting. The switch from analog to digital brings revolution through all the ramifications of the Communication, the
Broadcast and the Audiovisual industry, but more is to come in terms of continuous evolutions of hardware platform and server
performances, but also in term of software flexibilities and intelligence, toward an ever widening range of business applications..

!!

ヴィレッジアイランド社はオーディオビジュアル・ソリューションやサービスを幅広く提供しています。	

主な業務は、IP core、OEMハードウェア、ソフトウエア、スタンドアローンシステム用SDKプラットフォーム、そしてヘッドエンドや	

デジタル放送のためにシステムを提供することです。	


!

アナログからデジタルへの移行が、通信業界、放送業界、オーディオビジュアル業界に革命をもたらし、ソフトウェアの柔軟性とイン
テリジェンス化によって、ハードウェア•プラットフォーム、サーバーパフォーマンスを進化させ、ビジネスアプリケーションを継続的
に拡大させていきます。。。	
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Village Island Co. Ltd.
http://www.village-island.com
http://twitter.com/villageisland
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Contact:
Thomas Humeau
Tel:+81 3 6426 5420
sales@village-island.com
t-Humeau@village-island.com

