
課  題
•  OSの起動時間短縮
•  レンダリングの作業時間短縮
•  ドライブの発熱量（温度）軽減

ソリューション
•  インテル® SSD 520 シリーズを搭載したMac Pro*（映像編集用ワークステーション）
•  インテル® SSD 520 シリーズを搭載したWindows* PC（映像編集評価用ワークステーション）

導入効果
•  映像編集作業の効率化、作業時間の短縮
•  クリエイティビティーの向上、映像クオリティーの向上
•  ワークステーションの故障率低下
•  ワーク環境の改善（温度上昇の低減）

インテル® SSDを搭載したワークステーションで
OSの起動時間とレンダリング時間を短縮し
映画やテレビ番組の映像編集作業を効率化

導入事例
インテル® Solid-State Drive（インテル® SSD）
インテル® SSDを搭載した映像編集用ワークステーション

映像編集作業用のワークステーションに 
高速なSSDの採用を検討

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会
社（以下、FOXインターナショナル・チャンネ
ルズ）は、世界最大規模のメディアグループ
であるニューズ・コーポレーション傘下のハリ
ウッド・メジャースタジオ「20世紀 FOXグルー
プ」の一員です。日本では、海外ドラマやバ
ラエティーの「FOX」、ドキュメンタリー専門の
「ナショナル ジオグラフィック チャンネル」をは
じめ、FOXCRIME、FOXムービーなど幅広い
ジャンルのチャンネルを運営しています。

FOXインターナショナル・チャンネルズの制作
部門では、毎月多くの番組の映像編集を行っ
ており、その数は海外ドラマの日本語字幕制作
と吹き替え制作で月間 200番組以上、ナショ
ナル ジオグラフィック チャンネルの吹き替え
制作で月間 50番組近くにのぼります。今まで
ノンリニア編集の作業は、Mac OS*を搭載し
たワークステーション（Mac Pro*）を利用して
行っていましたが、同機が搭載するHDDは起
動やレンダリングに時間がかかり、作業効率の
低下を招いていました。放送制作技術部 IT＆
システム 制作システム担当の曽根正輝氏は、
「編集作業途中のフリーズにより作業遅延が
発生したり、ファイルの読み書きが遅いために
スケジュールに影響を及ぼすこともありました」

と振り返ります。また、HDDから発する発熱量
も多く、機器やワークスペースの環境に好まし
い状況ではなかったことから、HDDに代わるド
ライブとしてSSDの採用を検討しました。

インテル® SSD ツールボックスで 
SSDの信頼性と安全性を維持

SSDの選定において、FOXインターナショナ
ル・チャンネルズは複数のベンダー製品を比
較する中から、インテル® SSD 520 シリーズ
を採用しました。選定の理由を曽根氏は、「高
い信頼性と豊富な製品ラインアップを評価し
た結果です」と語ります。インテル® SSDを採
用した背景には、編集用 PCをMac OS*から
Windows*環境に移行する思惑もありました。
「次世代のノンリニア編集に対応していくため
には、Windows*環境への移行が必須です。
インテル® SSDはWindows*との相性がよく、
Windows*環境であれば標準で添付するユー
ティリティー・ソフト「インテル® SSD ツールボッ
クス」を利用して高いパフォーマンスを維持し
たり、自己診断機能「S.M.A.R.T.」で SSDの
状態を確認したりすることができ、高い信頼性
を維持することが可能です。また SSDにあり
がちな短い時間フリーズをする現象もありま
せん」と曽根氏は語ります。

放送制作技術部では、検証用として編集・
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レンダリング用の Mac Pro* 8基と、検証用
の Windows* PC 1基のドライブをインテル® 
SSD 520 シリーズに換装。2012年 5月から
実運用を開始しています。

「換装作業は、自社でマウンターを購入して行
いました。Windows* PCのデータ移行作業
では、標準添付の『インテル® Data Migration 
Software』を使った結果、驚くほど速く、しか
も安全に作業を進めることができました。移行
後もインテル® SSD ツールボックス上の操作だ
けでファームウェアの更新や PCへの最適化
作業が実施でき、非常に役立っています」（曽
根氏）。

OSの起動時間短縮と 
アドビ システムズの編集ソフトを用いた 
レンダリング作業時間の短縮を実現

Mac Pro*のドライブを、HDDからインテル® 
SSDに換装した結果、OSの起動時間は、63
秒から 27秒へと半分以下に短縮。グラフィッ
クス作成ソフト「Adobe* After Effects*」の
起動時間は、40秒から 8秒へと5分の 1に
短縮されています。また、45分番組のレンダ
リングに要する時間は、HDDで 52分 45秒
かかっていたのに対し、インテル® SSDでは、
40分 35秒と約 12分の時間短縮が実現し
ています。一方、SSDに変更したことによる温
度の低下は、CPUのヒートシンク周りで 5℃前
後、CPUコア周辺で 10℃～ 20℃、HDDベイ
やメモリースロット、電源ユニットの周辺で 2℃
～6℃と、あらゆる場所で改善が見られました。

検証用の Windows* PCでは、アドビ システ
ムズの動画編集ソフト「Adobe* Premiere* 
Pro CS6 Windows*版」を用いてレンダリン
グ作業時間を測定。従来環境で1時間 17分

かかった作業が、インテル® SSDでは、39分
と大幅に短縮されています。検証作業は、今
年度のゴールデン・グローブ賞最優秀ドラマ
賞を受賞したサスペンスドラマ「HOMELAND 
シーズン1」を用いて行いました。

 

アドビ システムズの編集ソフトで SSDを利用
するメリットについて、アドビ システムズ株式会
社 マーケティング本部 クリエイティブソリュー
ション第 1部 ビデオ製品担当 マーケティング 
マネージャーの古田正剛氏は次のように解説
します。

「家庭用から業務用まで、さまざまなカメラ・
フォーマットに対応するAdobe* Premiere* 
Pro CS6を用いて映像編集をする際、高速レ
スポンスの SSDでなら、非圧縮のデジタル・
ハイビジョン映像や映画用映像も高速に処
理することができます。マルチカメラ編集に
おけるランダムアクセスにも有効です。また、
「Adobe* After Effects*」の最新版 CS6で
は、キャッシュをSSDの一部に静的に割り当て

る「グローバル・パフォーマンス・キャッシュ」機
能を新たに搭載しています。この機能はフレー
ムのキャシュシステムを改善したもので、RAM
プレビューでキャッシュした情報を維持したま
まレンダリング作業を継続することができます。
この標準キャッシュを SSDに指定すれば、大
きなメリットが得られるはずです」。

編集作業の効率化により 
映像のクオリティーが大幅に向上

インテル® SSDの採用により、映像編集用 PC
のパフォーマンスは飛躍的に向上。Adobe* 
After Effects*や3D CG制作ソフト「CINEMA 
4D*」によるレンダリング時間の短縮が実現し、
番組映像制作やプロモーション映像制作の作
業が効率化されました。曽根氏はその効果に
ついて、「インテルの SSDは、デザイナーに時
間的な余裕を与え、グラフィック制作のクオリ
ティー向上に大きく貢献している」と語ります。
また、ドライブの発する熱量を抑えたことで、
PCの故障率低減や、ワークルームの省電力
化につながっています。

今後の計画についてFOXインターナショナル・
チャンネルズでは、映像制作で利用するすべ
てのワークステーションの起動ディスクを順次、
インテル® SSDに切り替えていく方針です。将
来的には、総務や営業などが利用する業務用
PCについてもHDDを SSDに置き換え、業務
効率の向上の貢献していく考えを明らかにし
ています。インテルは今後も映像編集のニー
ズに対応する SSD製品および関連ツールの
開発を通して、FOXインターナショナル・チャン
ネルズの番組制作に貢献していきます。

ユーティリティー・ソフトで高い信頼性を維持し
マイグレーション・ツールで安全な移行を実現する
高信頼のインテル® SSD

インテル® SSDに関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel .co. jp/ssd

レンダリング検証の作業画面
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