
Ole Miss Sports Productionsは、ミシシッピ大学の14のディビジョン I NCAAチームをサ
ポートするために、膨大な量の魅力的なコンテンツを生成している組織です。既存のストレー
ジ環境に障害が起き始めたため、1303 Systems社のメディア・ワークフローの専門家に相
談しクアンタムの導入を推奨されました。Ole Miss Sports Productionsはクアンタムのスト
レージ・ソリューションを導入することで、厳格なメディア・ワークフローに必要となる信頼性、
パフォーマンス、コラボレーション機能、およびスケーラビリティを実現しました。

Ole Miss Sports Productions、クアンタムの
ストレージ・ソリューションを使用して幅広い 
魅力的なスポーツ動画コンテンツを生成

”
“編集者がダウンタイムを経験することがなくなっ
たため、当社の生産性は記録的な高水準に達して
います。編集者は、いかなる中断も経験することな
く、当社のシステム上のあらゆるものにアクセス
し、それらを閲覧できます。

Stewart Pirani氏
Ole Miss Sports Productionsのクリエィティブ・サービス部マネージャー
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Ole Miss Sports Productionsは、ミシシッ
ピ大学のスポーツチームのために幅広い種
類のコンテンツを制作しています。ESPNや
SECネットワーク向けのビデオ放送に加えて、
会場内のディスプレイやソーシャル・メディア・
プラットフォーム用のクリップの制作、アスリー
トのリクルート活動のサポート、同大学のス
ポーツに関するドキュメンタリー・シリーズの
制作などを行っています。

大量のコンテンツを制作するには、堅牢な
データ・ストレージが必要です。しかし、既存の
環境では需要に対応できませんでした。Ole 
Miss Sports Productions 社のクリエィティ
ブ・サービス部マネージャーであるStewart 
Pirani 氏は次のように話しています。「我々が
利用していた古いXsanシステムは、非常に故
障が多く、将来のニーズに対応できるソリュー
ションではありませんでした」。

特に、高い信頼性を必要としていました。
Pirani氏は「我々は一貫したアップタイムを提
供するシステムを必要としていました」と話し
ています。また、ユーザーが映像の編集、クリッ
プの記録、完成したビデオの視聴を行う際に、
応答性の高いエクスペリエンスを提供するた
めには、編集者やその他のチーム・メンバーが 
720p、1080p、2K、4K、8Kのどの解像度で作業

しているかにかかわらず、一貫したパフォーマ
ンスを提供することが不可欠でした。

また、ストレージ環境では多数のチーム・メン
バーのコンテンツへの高速な同時アクセスを
可能にする必要がありました。Pirani氏は次
のように話しています。「我々には、約 14人の
エディターがおり、彼らは同時にシステムにア
クセスする必要があります。カラーコレクション
（色補正）や音声補正から一般的な編集に至
るまでの作業を行います。このシステムには、
これらの編集者全員による作業を同時に処理
できるだけの堅牢性が必要です」。

さらに、スケーラブルなストレージ容量も不可
欠でした。Pirani氏は次のように話しています。
「テクノロジーの変化に伴い、カメラも変化
し続けているため、ビット・レートが高いほど
データ・ストレージの容量も大きくなることは
分かっていました。我々が利用するカメラがス
ケーリングしている限り、我々のシステムもス
ケーリングする必要があったのです」。

1303 SYSTEMSとの提携により新しいクアン
タムのストレージ・ソリューションを実装
適切なストレージ・ソリューションを見つける
ために、Ole Miss チームは、メディアおよびエ
ンターテイメント向けワークフローのための

ソリューション概要

 ∙ Quantum StorNext® ストレージ・プラッ
トフォーム

 ∙ Quantum Xcellis® ワークフロー・スト
レージ

 ∙ Quantum QXS™ ハイブリッド・ストレージ
 ∙ Western Digitalオブジェクト・ストレー
ジ・アーカイブ

 ∙ 1 3 0 3  C r u c i b l eメディア資産管理
（MAM）

主な利点

 ∙ ストレージの信頼性を高めることで、編
集者の生産性を向上

 ∙ 共有コンテンツへの迅速なアクセスを提
供することで、効率的なコラボレーション
を促進

 ∙ データの取り込みやポストプロダクショ
ンから納品に至るまでのエンドツーエン
ドのワークフローを高速化

 ∙ シームレスな拡張と統合により、将来の
成長に向けたスケーラビリティを獲得

”
“ある時点で、すべての編集者が全く異なるプロジェクトで作業する場合もあれば、同じクリップで作業しなければならない場合もあります。クアンタムのソリューションは、すべての同時作業
を処理するのに十分な堅牢性を備えています。編集者は、ワークステーション内で多数の異なる
クリップ・フォーマットを使って作業できます。

Stewart Pirani氏 – Ole Miss Sports Productionsのクリエィティブ・サービス部マネージャー



システムを設計と構築を行う会社である1303 
Systemsに連絡しました。1303 Systemsの社
長であるChris Collum氏は次のように話して
います。「Ole Missチームは、同社が抱えてい
るSANとメディア資産管理システムに関する
問題を即座に解決する必要がありました。彼ら
の差し迫ったニーズに対処した後、何年にも
わたって成長できる安定したプラットフォーム
を提供するために、我々は将来を見据えた計
画を立て始めました」。

1303 Systemsチームはクアンタムを推奨し
ました。Collum氏は次のように話しています。
「我々はクアンタムのStorNextソリューショ
ンが持つ安定性とパフォーマンスに惹かれて、
クアンタムを選びました。クアンタムの製品
には、優れた機能性を持ち、高性能で、かつス
ケーリングが可能であり、しかも故障しにくい
というメリットがあります」。

Ole Missチームは、クアンタムのXcell is 
Workflow Directorと4台のQuantum QXS
ハイブリッド・ストレージ・アレイを使用して
ソリューションを実装しました。その後、1303 
Systemsチームは、StorNextボリュームと
シームレスに統合されたWestern Digitalの
オブジェクト・ストレージ・アーカイブを導入し
ました。StorNextの持つインテリジェントな階
層化機能を使うことで、コンテンツを適切なタ
イミングで適切なストレージ階層へと移行でき
るようになりました。最終的に1303 Systems
チームは、新しいメディア資産管理（MAM）シ
ステムを統合しました。これにより、ユーザー
はAdobe Creative Cloudアプリケーション内
の映像を素早く検索できるようになったほか、
ソーシャル・メディアに動画を簡単に送信でき
るようになりました。

アップタイムの最大化と生産性の向上
クアンタムのソリューションを導入したことによ
り、Ole Miss Sports Productionsのチーム・メ
ンバーは、非効率的なストレージの問題に遭遇
することなく、タスクを完了させ、非常に短期の
締め切りにも間に合わせることができるように
なりました。Pirani氏は次のように話しています。
「このシステムは本当に我々の期待に応えてく
れました。編集者がダウンタイムを経験すること
がなくなったため、当社の生産性は記録的な高
水準に達しています。編集者は、いかなる中断
も経験することなく、当社のシステム上のあらゆ
るものにアクセスできます。

コラボレーティブなワークフローを加速 
クアンタムのソリューションは、データを取り込
んだ瞬間から、Ole Missのチーム・メンバーが
ワークフローを加速させるために必要となる
パフォーマンスを提供します。Pirani氏は次の
ように話しています。「我々は、プロデューサー
やディレクターを常にチームと一緒に出張さ
せています。彼らは常に映像を入手することに
より、彼ら自身のストーリーを伝えることがで
きるようになります。今では、彼らが戻ってきた
時点で、我々はそのコンテンツを素早く簡単に
取り込んで記録できます。我々のチームは、あ
らゆる映像に即座にアクセスできます」。

ポストプロダクション作業の際には、新しい環境
がコラボレーションを促進し、複数の同時進行
ストリームをサポートします。Pirani氏は次のよ
うに話しています。「ある時点で、すべての編集
者が全く異なるプロジェクトで作業する場合も
あれば、同じクリップで作業しなければならない
場合もあります。クアンタムのソリューションは、
すべての同時作業を処理するのに十分な堅牢
性を備えています。編集者は、ワークステーショ
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OLE MISSについて
1848年に設立されたミシシッピ大学
は、「Ole Miss」の愛称で親しまれて
おり、ミシシッピ州を代表する大学で
す。同大学には長い歴史があり、公
共サービス、学術、ビジネスの分野
で数多くのリーダーを輩出していま
す。現在、Ole Missは24,000人以上
の学生を擁している同州最大の大学
であり、全米で最も急成長している
大学としてランクされています。Ole 
Miss Athleticsには、フットボール、
バスケットボール、ゴルフ、サッカー、
テニスなどを含む14のディビジョン
I NCAAチームがあります。Ole Miss 
Sports Productionsは、ビデオの配
信や放送を担当する組織であり、多
くのスポーツ・イベントや記者会見の
ハイライト・パッケージを制作してい
ます。

「クアンタムは信頼性が高
く、かつ安定しており、しかも
高いパフォーマンスを備えて
います。これは我々が必要と
しているものであり、他の誰
もが持つべきものです」

Stewart Pirani氏
Ole Miss Sports 
Productionsのクリエィティ
ブ・サービス部マネージャー
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1303 SYSTEMSについて
1303 Systemsは、メディアおよび
エンターテイメント向けのテクノロ
ジー、企業ビデオ、およびエンタープ
ライズIT環境に特化したソリューショ
ン指向のシステム・インテグレーター
です。同社は、クライアントと提携す
ることで、既存のシステムを評価し、
ハードウェア、ソフトウェア、ワークフ
ローをクライアントの希望する目標
に合わせてカスタマイズする作業を
行います。

https://www.quantum.com/en/resources/customer-success/?utm_source=collateral&utm_medium=pdf&utm_campaign=cs00476
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オンサイトのニアライン・アーカイブ 

保存と保護

Xcellisワークフロー・ストレージ

リアルタイムでの編集 

StorNextの
グローバル・ネームスペース

ノンリニア編集

SMB

ファイル閲覧と
写真撮影

VFX

ストレージ・ネットワーク

ン内で、多数の異なるクリップ・フォーマッ
トを使って作業できます」。

継続的な成長のための準備を整える
クアンタムのソリューションはOle Miss
チームに迅速な拡張が行えるスケーラブ
ルなプラットフォームを提供することで、
同組織がより多くのコンテンツを高解像
度のフォーマットで蓄積し続けることを
可能にしました。最初にStorNextを導入

した後、オブジェクト・ストレージ・アーカ
イブとMAMシステムを追加したことで、
新しい容量、システム、テクノロジーを
StorNextと簡単に統合できることが実
証されました。

クアンタムを推奨
Ole Miss Sports Productions が新しい
ストレージ・プラットフォームに移行してか
ら即座に得られたメリットを考えれば、同
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組織がクアンタムを強く支持するのは当
然のことです。Pirani氏は次のように話し
ています。「私はこのシステムを多くの同
業者仲間に勧めてきました。クアンタムは
信頼性が高く、かつ安定しており、しかも
高いパフォーマンスを備えています。これ
は我々が必要としているものであり、他の
誰もが持つべきものです」。

Ole Missのユースケース図
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