
ソリューション概要 NBC ユニバーサル、VTrak を活用した 4K の準備が完了

NBC ユニバーサルおよび LX.TV
ニューヨークに本社を置く NBC ユニバーサルは、世界中の視聴者に向けたエ
ンターティメントやニュース、情報の開発、制作、そしてマーケティングにお
ける、世界の主要メディア・エンターテイメント企業の 1 社です。ライフスタ
イルおよびエンターティメント番組の制作を行なう、家のリフォームショー 
「George to the Rescue」でエミー賞を受賞している NBC ユニバーサルの 1 部門で
ある LX.TV 社でポストプロダクション・マネージャーをつとめるマイク・フェル
ナンデス氏は、6年の間 PROMISE VTrak x10 ストレージを信頼してきました。しか
し、同氏は 4K または ウルトラ HD 取得およびポストプロダクションの準備を整
えてそれらに柔軟に対応するため、ハードウェアのアップグレードが必要となり
ました。

NBC の既存 VTrak 開発は、ストレージに 42TB をもたらしました。しかし、4K に対
する準備を整えるためには、簡単に障害を起こせないので、かなりの大容量とよ
り広い帯域幅、信頼性が極めて重要でした。市場における選択肢を検討し、また
何社かのストレージ ソリューション プロバイダーと相談し   た後で、フェルナン
デス氏および NBC は、既存 VTrak 開発で高い信頼を置けることが証明されたとし
て、他のどの企業よりも PROMISE を信頼しました。加えて、フェルナンデス氏は
柔軟性を探っていました。そこで PROMISE は、モバイルまたはデスクトップ、企
業編集向けの製品ラインを通して、もっとも幅広い選択肢を提供しました。

概要
• LX.TV は、NBC ユニバーサルの1

部門であり、アメリカにおける
大手テレビ ネットワークの1つ
です

• NBC は、4K または ウルトラ HD 
取得およびポストプロダクショ
ンの準備を整えてそれらに柔軟
に対応するために、ストレージ
のアップグレードを必要として
いました

• 新しいストレージ ソリューショ
ンには、信頼が置けて大容量、
広い帯域幅を実現する必要があ
りました

• サーバールームはそれほど大き
くありません。ですから、新し
いソリューションは、使用中の
ラック（棚）のスペースを最適
化する必要がありました

PROMISE ソリューション
• NBC は、VTrak J930s を 3 

台、VTrak E830 ユニットを 2 
台、SANLink ブリッジおよび 
Pegasus Thunderbolt™ ドライブを
複数台配置しました

利点
• ロー ディスク スペース を 912TB 

へアップグレード - 新しい SAN ソ
リューションは 672TB の使用可能
な共有ストレージを提供します 

• 実証済みの信頼性により、NBC 
はデータを失う心配をする必要
がなくなる

• 4K への移行に不可欠の、ドライ
ブおよび性能速度の明確な上昇

• 優れた小売り価格

• PROMISE は、モバイルまたはデス
クトップ、企業編集向けのもっと
も幅広い選択肢を提供します

ケーススタディ：
ポストプロダクション

www.promise.com

NBC ユニバーサルおよび LX.TV

NBC は、4K ワークフローへの移行として、より大容量でより広い帯域幅を実現す
る VTrak を頼ることにしました



NBC における PROMISE ソリューション
NBC は、VTrak J930s を 3 台、VTrak E830 RAID サブシステムを 2 台、Fibre Channel 
ブリッジへの SANLink Thunderbolt を複数台、そしてロサンゼルスおよびシカゴ
にある SAN ソリューションの備わっていないサテライト オフィスにも配置さ
れている Pegasus Thunderbolt エンクロージャーを複数台活用することで、ロー 
ストレージ 容量を合計 912TB へ増加しました。既存の VTrak x10 ユニットは、 
「Tier 2 （第 2 段階の）」 ストレージとして、SAN において配置されています。
アップグレードの間、フェルナンデス氏およびチームは、1 週間完全にシャット
ダウンしました。編集者は、ローカルまたは FireWire ストレージ上にその週に
必要なすべてのものをコピーして、週末にデータを移行しました。

LXTV の 24 ある編集ステーションは、VTrak ストレージに接続されていま
す。Mac mini  は、Fibre Channel ブリッジへの SANLink Thunderbolt を通して J930s 
へ接続されている、メタデータ コントローラーとして使用されています。The 
SANLinks、および VTrak E830 ユニット 2 台、アーカイブに使用される Quantum 
i500 LTO-6 は、QLogic スイッチに接続されています。

NBC は、Final Cut Pro X と相互作用させるために、LevelsBeyond 製の メディア ア
セット マネジメント システムを追加しました。LevelsBeyond は、アプリケーシ
ョンがあらゆる場所を追跡して、メザニンファイルを生成することで、ストレ
ージの管理を促進します。これはフェルナンデス氏およびグループにとって非
常に有用です。なぜなら、42TB のポリシングは既に管理が難しいものであった
し、現在は 600TB 以上の課題が急激に増加しているからです。これはまた、フ
ェルナンデス氏に、プロジェクトをチェックイン/チェックアウトできるように
します。したがって、数多くのコピーをとる必要がありません。また、終了後
には、彼らの LTO- 6 テープ ドライブに対する Final Cut Pro X の外部にアーカイ
ブすることもでき,他のメンバーはそれに依然としてアクセスすることができま
す。さらには、ニューヨークにある SAN の施設へ直接リモート ファイルを配信
するために、Signiant が使用されています。

VTrak を活用した 4K の準備ができている
次のシーズンに向けて、フェルナンデス氏は、新しい Blackmagic 4K カメラとの
協働を計画しています。SANLink および Pegasus ソリューションは、4K および 
PROMISE VTrak へ展開するという、同氏が描く未来像の本質なのです。同氏の計画
は、フィールドの中であってもメディアをロードおよびバックアップする Pegasus 
エンクロージャーと協働して、すべての机上に SANLinks を配置するというもので
す。これにより、すべての Mac mini および MacBook が、直接 SAN に接続できると
いうわけです。www.promise.com

詳細：

LX.TV - ライフスタイル・ 
テレビ
• ブロードバンド ビデオ ネッ

トワークとして 2006 年設
立、2008 年に NBC ユニバーサ
ルが買収

• ニューヨークを拠点に、シカゴ
およびロサンゼルスにサテライ
トオフィスを構える

• エミー賞を受賞した George to 
the Rescue に代表されるジョー
ジ・オリファント氏が主催する
独自コンテンツ

• ネットワークや米国、海外シン
ジケーションに加えて、LX.TV 
のコンテンツは、WNBC の 24 
時間ネットワーク、および Cozi 
TV の配信でニューヨーク市の

タクシーの中で視聴できます。

詳しくは：www.lxtv.com

VTrak J930s と NBC の 
Mac mini を接続す
るPROMISE SANLink 
Thunderbolt対応のファ
イバーチャンネル ブ
リッジ

NBC は、ロー ディスク スペースを合計で 
912TB、1700% 以上も増加させました。新しい 
VTrak SAN ソリューションは、1 つのラックに 
672TB の使用可能な共有ストレージを提供し
ます。これは、NBC のサーバールームがそれ
ほど広くないので、多大なるメリットです。
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詳細：

VTrak J930s
• 超高密度 4U/60 ベイ・エンクロ

ージャ

• 高性能 6G SAS アーキテクチャ

• デュアル アクティブ/アクティ

ブ SAS I/O モジュール

• 最大 90% の電力効率

• 8 つの 6G mini SAS (4x) ポート

• 冗長ホットスワップ FRU （フィ

ールド交換可能ユニット）

• SES-3 準拠の インバンド エンク

ロージャ 管理

>> VTrak J930s データシートのダウ

ンロード

NBC は、ストレージをアップグレードさせて以来、既に数多くの利点を身を持
って体験しています。NBC は、ロー ディスク スペースを合計で 912TB、1700% 
以上も増加させました。新しい VTrak SAN ソリューションは、1 つのラックに 
672TB の使用可能な共有ストレージを提供します。これは、LXTV のサーバール
ームがそれほど広くないので、多大なるメリットです。これは、可能な限り最
小の実装面積で行なう必要があったため、アップグレードにおいて重要な点で
した。フェルナンデス氏は、他のグループが異なる SAN ソリューションを使用
しているのを目にしていますが、同氏と同じ結果を得るために 3 倍のスペース
を必要としていました。しかし同氏は、自分の SAN 全体を 1 つのラックへ押し
込んでしまうことができるので、本当に素晴らしいものだと確信しています。
これは、大部分は超高密度 J930s を通して実現されており、単一ユニットから最
大 240TB のロー容量を供給します。

「J930s は非常に申し分のない設計です！外形が壮観だと思います。また、ドラ
イブをスライドさせたり、引っ張り抜いたりするのがとても簡単なのです。」
と、フェルナンデス氏は述べています。「特に、この時点での SSD ソリューシ
ョンは費用対効果がよくなかったと思われるので、当社にとって性能は申し分
ありませんでした。」

NBC は多くの可動部分に連動するので、信頼性がとても重要です。なぜなら、
データを失う心配をしたくないからです。6 年前に配置された VTrak x10 シリー
ズからアップグレード済の VTrak および SANLink、Pegasus ソリューションに至る
まで、PROMISE がもっとも信頼できることが実証されています。 

もっと言えば 4K への今後の動きは、ストレージはより広い帯域幅を提供する必
要があり、PROMISE はドライブおよび性能速度の明確な上昇を提供したと言え
ます。とりわけ、PROMISE ソリューションは、優れた小売価格にてこのすべて
を実現しています。

「当社は、特に今後の Blackmagic 4K カメラを活用して、4K の準備を整えて将来
が保証された当社のワークフローをセットアップしたいのです。また、半分以
下のラックスペースにおいて、より広い帯域幅向けの VTrak J930s 高密度ソリュ
ーションおよび 4K ビデオ編集用の Final Cut Pro X、デジタル資産管理のための 
LevelsBeyond の活用に期待を寄せたいのです。」このようにもフェルナンデス氏
は述べています。

LX.TV および 同社の独自コンテンツについて、詳しくは www.lxtv.com をご覧く
ださい。 

4K への今後の動きは、ストレージはより広
い帯域幅を提供する必要があり、PROMISE 
はドライブおよび性能速度の明確な上昇を
提供したと言えます。

超高密度の拡張機能


