
導入事例

－藤井様が所属する部署の業務について教えてくださ
い。

我々の部門は、主にITシステムやサーバー＆ネットワークの
運用・保守を行う一般企業の情報システム部に近いと思
います。異なるところは、映像制作に従事するアーティスト
のフォロー＆サポートを行うことでしょうか。プロジェクト
や納品先各社ごとに使用するソフトウェアやファイル形式
が異なる場合が多いため、我々の部門が制作から納品ま
での運用をフォロー＆サポートしています。

－「T5」を導入することになった背景と課題をお聞かせく
ださい。

当社で制作したコンテンツをポスプロ（ポストプロダク
ション）に納品する際の手段として、大容量かつ高速な
SSDが必要でした。

以前はUSB接続の外付けHDDを使って納品するスタイル
でした。しかし、年々CGが高解像度・高精細化するととも
にデータ容量も比例して増加してきました。そこで問題に
なってきたのがデータのコピー時間です。我々のデータは
フォルダ階層が深く、プロジェクトによっては1万個以上の
ファイルになることもあり、1TB、2TBにおよぶデータも珍
しくありません。そうしたコンテンツのデータを外付け
HDDにコピーする時間は、年々長時間化していました。

最近はインターネットを介したサービスによるデータでの
納品も増加してきました。実際にセキュアなネットワーク
で接続してデータをアップロードできるポスプロも増えて
います。資料などの普段のやり取りはこのようなネット
ワーク経由で問題ありませんが、データの容量が大きくな
ると、アップロードの時間の増大や、容量上限に制限があ
る場合もあります。

そのため従来どおりの保存メディアによる納品も合わせ
て行うことが多くあります。しかし、外付けHDDではコ
ピー時間に大きく時間がとられてしまう状況でした。

この問題が顕著化したのは2018年の夏ごろ、『revisions リ
ヴィジョンズ』というアニメを制作しているときでした。第
一話の納品作業の準備をしている時に、これから十二話
を制作することを考えると、あらためてSSDの必要性を感
じました。

－背景と課題を踏まえ、SSDに求めた要件はありますか。

既に当社のCGアーティスト個々のPCに内蔵されているス
トレージやレンダリングサーバーにはSSDを導入してお
り、SSDのパフォーマンスは理解していました。実際、何度
か外付けSSDを検討したこともありました。そういった経
緯を踏まえて今回、当社が外付けのSSDに求めた要件は
以下の2つです。

実務での利用に適した価格
数年前まで2TBの価格は10万円以上でした。これではコス
トの割が合わず、転送速度は遅いが、容量は確保できる
HDDで我慢という状況でした。もともと「SSDが安価にな
れば導入したい」という考えはありましたので、いつも価
格は注目していました。

強固なセキュリティ
昨今、情報漏えいなどの問題でセキュリティの強化がク
ローズアップされています。当社が制作するコンテンツ
も、公開前の作品を取り扱うことがあることから、第三者
は中身を見ることができない強固なセキュリティを求めて
いました。

－「T5」を選定した理由をお聞かせください。

2018年夏ごろに、SSDの価格はかなり下がっていました。
価格面はクリアできそうでしたから、「T5」を含めて3製品
の外付けSSDを購入して比較・検証してみました。その結
果、すべてを兼ね備えていたのが「T5」でした。

持ち運びに便利な携帯性
データの転送スピードに関しては、評価したどの製品も満
足できるパフォーマンスで、大きな差は感じられませんで
した。しかし「T5」の圧倒的な小ささに感動を覚えました。
他社製品の一般的な2.5インチサイズも十分小さいのです
が、手のひらに収まる「T5」の携帯性は比較できるもので
はありません。間違いなく、持ち運びの負担を軽減できる
と感じました。

強固な暗号化を手間なく設定できる
ディスク全体に暗号化をかけて、データにアクセスするに
はパスワードを求める仕組みを持つSSDを求めていまし
た。しかし別途にパスワード解除するためのソフトウェア
のダウンロードを求めるような仕組みの製品は、あまり実
用的と思いませんでした。その点「T5」は秀逸で、USBケー
ブルをつなぐだけで必要なソフトウェアにアクセスをする
ことができます。さらに「T5」の暗号化はWindowsもMac
も問わずに使用できます。

サポート＆製品品質に期待できる
以前、展示会でサムスンのブースに立ち寄った際、「T3」
（T5の前モデル）の250GBを貸し出していただいたことが
あります。それだけでも有難いことでしたが、「T3」をシス
テムサポートの業務で使ってみても素晴らしいと思いまし
た。

私たちの部門では、何十台もの社内のパソコンに対して
OSを展開する場合、通常はネットワークサーバー経由で
行います。試しに「T3」にイメージデータを入れてパソコン
1台ずつ展開する方法を試してみました。すると、ネット
ワークサーバー経由よりも速くて驚いた経緯がありまし
た。このように、サムスンのSSDには良いイメージがありま
した。

－現在「T5」をどのように使っていますか。

制作進行の担当者に割り当てて、納品時のデータ保存媒
体として利用しています。購入した台数は1TB×3台および
2TB×2台。三軒茶屋スタジオだけでなく、本社／青山スタ
ジオでも使っています。

－「T5」に対する評価をお聞かせください。

「T5」を導入し、本当に良かったと思っています。その良
かった点を以下に挙げさせていただきました。

データのコピーが約1/4に
コンテンツをコピーする時間は、大幅に軽減されました。
データ量はプロジェクトごとに異なりますから正確な時間
とは言えませんが、例えば、今まで4時間かかっていたコ
ピーなら約1時間で終了したこともありました。

ストレスの軽減に
データコピーの時間は、制作現場においてストレスでしか
ありません。HDDへコピーしていたときは、コピー時間が
全くわからない状況にイライラすることも度々ありまし
た。現在は以前よりもコピー時間の目安ができるようにな
り、スケジュールは立てやすくなっています。もちろん、
データコピーにかかる無駄な時間は大幅に削減でき費用
対効果が高かったと実感しています。

セキュリティ対策が信頼に
データセキュリティが当然になってきている昨今におい
て、当社から積極的にアピールはしていませんが「T5」を
つないでパスワード画面が表示されれば、白組はセキュリ
ティ対策を行っている会社だというのがわかっていただけ
ると思います。これがもっと当たり前のように広がってい
ければ良いと思っています。

－「T5」を積極的に活用している先行ユーザーとして、外
付型SSD選びのポイントを教えてください。

パフォーマンスは、どのメーカーのSSDでも期待できま
す。そこで、当社が重要視したポイントは「データをいかに
高速かつ安全に持ち運べるか」です。突き詰めると、それ
はセキュリティ機能に行き着きます。しかし、インストール
が必要な暗号化ソフトでは実用性が低下してしまいます。
その点、「T5」は簡単に安全性を担保できますからおすす
めです。

－今後の期待をお聞かせください。

今後は各制作チームでも「T5」を導入する話が進んでいま
す。また、携帯性とパフォーマンスが気に入って個人的に
所有しているスタッフもいます。「T5」は、当社にとってなく
てはならない存在になりつつあるのかもしれません。

要望としては、用途ごと分かりやすく区別したいので、カ
ラーバリエーションが増えてくれると助かります。今後と
も、引き続きよろしくお願いします。

パフォーマンスと携帯性に加え、簡単に強固なセキュリティを
担保できることに感銘し外付けSSD「T5」を導入
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格は注目していました。

強固なセキュリティ
昨今、情報漏えいなどの問題でセキュリティの強化がク
ローズアップされています。当社が制作するコンテンツ
も、公開前の作品を取り扱うことがあることから、第三者
は中身を見ることができない強固なセキュリティを求めて
いました。

－「T5」を選定した理由をお聞かせください。

2018年夏ごろに、SSDの価格はかなり下がっていました。
価格面はクリアできそうでしたから、「T5」を含めて3製品
の外付けSSDを購入して比較・検証してみました。その結
果、すべてを兼ね備えていたのが「T5」でした。

持ち運びに便利な携帯性
データの転送スピードに関しては、評価したどの製品も満
足できるパフォーマンスで、大きな差は感じられませんで
した。しかし「T5」の圧倒的な小ささに感動を覚えました。
他社製品の一般的な2.5インチサイズも十分小さいのです
が、手のひらに収まる「T5」の携帯性は比較できるもので
はありません。間違いなく、持ち運びの負担を軽減できる
と感じました。

強固な暗号化を手間なく設定できる
ディスク全体に暗号化をかけて、データにアクセスするに
はパスワードを求める仕組みを持つSSDを求めていまし
た。しかし別途にパスワード解除するためのソフトウェア
のダウンロードを求めるような仕組みの製品は、あまり実
用的と思いませんでした。その点「T5」は秀逸で、USBケー
ブルをつなぐだけで必要なソフトウェアにアクセスをする
ことができます。さらに「T5」の暗号化はWindowsもMac
も問わずに使用できます。

サポート＆製品品質に期待できる
以前、展示会でサムスンのブースに立ち寄った際、「T3」
（T5の前モデル）の250GBを貸し出していただいたことが
あります。それだけでも有難いことでしたが、「T3」をシス
テムサポートの業務で使ってみても素晴らしいと思いまし
た。

私たちの部門では、何十台もの社内のパソコンに対して
OSを展開する場合、通常はネットワークサーバー経由で
行います。試しに「T3」にイメージデータを入れてパソコン
1台ずつ展開する方法を試してみました。すると、ネット
ワークサーバー経由よりも速くて驚いた経緯がありまし
た。このように、サムスンのSSDには良いイメージがありま
した。

－現在「T5」をどのように使っていますか。

制作進行の担当者に割り当てて、納品時のデータ保存媒
体として利用しています。購入した台数は1TB×3台および
2TB×2台。三軒茶屋スタジオだけでなく、本社／青山スタ
ジオでも使っています。

－「T5」に対する評価をお聞かせください。

「T5」を導入し、本当に良かったと思っています。その良
かった点を以下に挙げさせていただきました。

データのコピーが約1/4に
コンテンツをコピーする時間は、大幅に軽減されました。
データ量はプロジェクトごとに異なりますから正確な時間
とは言えませんが、例えば、今まで4時間かかっていたコ
ピーなら約1時間で終了したこともありました。

ストレスの軽減に
データコピーの時間は、制作現場においてストレスでしか
ありません。HDDへコピーしていたときは、コピー時間が
全くわからない状況にイライラすることも度々ありまし
た。現在は以前よりもコピー時間の目安ができるようにな
り、スケジュールは立てやすくなっています。もちろん、
データコピーにかかる無駄な時間は大幅に削減でき費用
対効果が高かったと実感しています。

セキュリティ対策が信頼に
データセキュリティが当然になってきている昨今におい
て、当社から積極的にアピールはしていませんが「T5」を
つないでパスワード画面が表示されれば、白組はセキュリ
ティ対策を行っている会社だというのがわかっていただけ
ると思います。これがもっと当たり前のように広がってい
ければ良いと思っています。

－「T5」を積極的に活用している先行ユーザーとして、外
付型SSD選びのポイントを教えてください。

パフォーマンスは、どのメーカーのSSDでも期待できま
す。そこで、当社が重要視したポイントは「データをいかに
高速かつ安全に持ち運べるか」です。突き詰めると、それ
はセキュリティ機能に行き着きます。しかし、インストール
が必要な暗号化ソフトでは実用性が低下してしまいます。
その点、「T5」は簡単に安全性を担保できますからおすす
めです。

－今後の期待をお聞かせください。

今後は各制作チームでも「T5」を導入する話が進んでいま
す。また、携帯性とパフォーマンスが気に入って個人的に
所有しているスタッフもいます。「T5」は、当社にとってなく
てはならない存在になりつつあるのかもしれません。

要望としては、用途ごと分かりやすく区別したいので、カ
ラーバリエーションが増えてくれると助かります。今後と
も、引き続きよろしくお願いします。
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