Case Study:

AMD FirePro™ and Taylor James

事例企業： Taylor James
業界： ブロードキャストプロダクション、イ
ンタラクティブロダクション、
プリントプロ
ダクション
ビジネス機会：
• お客様とのコミュニケーションおよびプ
ロダクションの品質を向上させる

デジタルへの挑戦
Taylor Jamesは、AMD FirePro™ V7900プロフェッショナルグラフィックス

とV-Ray RTから素早くレンダリング・フィードバックを得ています
現実、
それともCGI？

ソリューション：
• AMD FirePro™ V7900プロフェッショナルグ
ラフィックス
• Dellワークステーション

• CHAOS GroupのV-Ray RTレンダリング・エ
   ンジン
ビジネスへの影響：
• 信頼性の高い迅速なフィードバックによ
り品質が向上

• テスト・レンダリングに費やす時間を削減
し、創造的なインプットを増大

• 低コストで簡単かつ即座にハードウェア
未来を感じさせる眺望や奇異なストーリーから、コンピュータによって生成された画像
をアップグレード
（CGI）を見ていると思うのですが、あまりに現実的なビジュアル品質であるため、それを単
なる架空の世界だと受け入れるのに頭が混乱しています。
そして、粋なCGIと素晴らしい実写 AMD FirePro™ V7900の概要
や説得力のある写真を巧みに組み合わせることにより、
その境界はさらに曖昧になります。 • 1280のストリーム・プロセッサ
それが、
まさにTaylor Jamesの作り出す世界です。
• 2GB GDDR5
他社とは違う創意に溢れたキャンペーンによってブランド力を高めようとする場合、多くの
企業がハイエンドのクリエイティブ・プロダクション・スタジオであるTaylor Jamesに声をかけ
てきます。Taylor Jamesは、
イノベーティブなストーリー作りのために同社のデジタルプロダ
クションのノウハウにドラマ性とウィットを味付けることで、全世界のクライアントに放送媒
体、
インタラクティブ媒体や印刷媒体向けの革新的なコマーシャルコンテンツを提供してい
ます。Taylor Jamesのクライアントには、
インフィニティ、
トヨタ、ハイネケン、ギネス、
ブリティ
ッシュ・エアウェイズ、
トルコ航空などが名を連ねています。
ロンドンとニューヨークにオフィ
スを構えるTaylor Jamesは、従来のプリントプロダクションと同様にデジタルプロダクション
への挑戦においてゆるぎない地位を確立しています。

メガ・ファイルの取り扱い

お客様の期待はますます増大しています。その一方で、制作期間が短縮し続けています。
この中で、Taylor Jamesにとってワークフロー効率の改善はますます重要性を増し、
これに
伴ってハードウェアとソフトウェアについて継続的な見直しが不可欠になっています。同社
はAutodesk® 3ds Max® を使用しており、近年はCHAOS Groupのレンダリング・エンジンV-Ray
上で標準化を行っています。ビジネス開発部門の責任者であるキース・ジェフリー（Keith
Jeffery）氏は、次のように説明しています。
「V-Rayによって、素晴らしいレンダリング性能と一
貫性がもたらされました。他のいくつかのソリューションは、直感性と柔軟性において及び
ません。
」
Taylor Jamesのビジュアル・アーティストは、巨大なデータ・セットの取り扱いでAMDのグラフ
ィックス・ハードウェアに絶大な信頼を置いています。キース氏は、
さらに次のように語って
います。
「当社のモデル・サイズが非常に大きいことを考えると、AMDがソフトウェア・ドライ
バーとカードに対して行っている広範な高度化が大変重要な意味を持ちます。
」

• 160 GB／秒のメモリ・バンド幅

• 4ディスプレイ対応のAMD Eyefinity
• DisplayPort 1.2 × 4
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Taylor Jamesは、2011年にAMD FirePro V7900
プロフェッショナルグラフィックスの使用を
開始しました。
「これで、性能が1段階向上し
ました。
AMD FirePro V7900は2GBのオンボー
ド・メモリーを備えた非常に強力なカード
であり、以前は処理に苦慮したデータ・セッ
トを取り扱えるようになりました。」
と語っ
ています。主席R&Dアーチストであるデー
ビッド・ワートリー（David Wortley）氏は、
こ
の点について次のように賛同しています。
「V7900は、当社が保持する既存の各カー
ドと比較して格段に高速です。
」
AMDのグラフィックスの計算パワーによ
り、
Taylor Jamesは、
CHAOS Groupの最新リリー
スであるV-Ray RT（Real-Time）
をテストに使
用できます。
これは、Autodesk® 3ds Max®に
とって、
この種類の最初のレンダラーです。
このインタラクティブなレイトレース技術
により、定常的なフィードバックを取得でき
るようになって、3Dデザイン・アーチストと
ビジュアライゼーション・スペシャリストが
照明とシェーディングを設定する方法が大
きく変わりました。

リアルタイムの素晴らしいフィー
ドバック

デービッド氏は次のようにコメントしてい
ます。
「AMD FirePro V7900とV-Ray RTの組
み合わせは本当に格段に高速です。大規
模なシーンを処理しているときでも、画面
上でデータを操作すると大変迅速に応答
が得られます。光沢、反射、半透明などの選
択肢を探っているときにも、いったん停止
したり、時間のかかるレンダリング・プロセ
スを経たりすることなく結果が得られます。
これは、当社が開発している立体視画像で
は特に明白です。
レンダリング形式の変化
を即座に確認する機能があるので、
クライ

アントに素晴らしいフィードバックを渡す
ことができます。
クライアントがCGIプロセ
スに慣れるのに従って、
ライブで共同作業
を行ってビジュアライゼーションの選択肢
を示し、格段に迅速に微細な調整を行うこ
とができます。
」
キース氏は続けます。
「当社で使用する多
彩な素材やシェーダーを指定すると、最終
的にフルV-Rayで達成される画像を、V-Ray
RTソリューションで実際に確認できるため
大変に重宝しています。制作の前段階でこ
のレベルの品質が得られることにより、最
終的な制作レンダリングの費用を承認す
る前に、
クライアントとリアルタイムのレビ
ューを行う機会が得られます。企業として、
われわれはテスト・レンダリングで節約し
た時間を有効活用し、創造的なインプット
を最大限に引き出しています。
これによっ
て、
クライアントをお待たせする時間を短
縮するとともに、かつてない作業品質の向
上を達成できます。
」

将来の拡張性

「ここしばらくGPUレンダリングに注目して
きました。そして、市場を評価しているとこ
ろです。
プログラムをCPU上でのみ実行す
るとパフォーマンスに限界がありますが、
処理をGPUに分散することによりコンピュー
ティング・リソースを拡張して活用できま
す。GPUの価格性能比はCPUよりも実質的
にかなり高く、またV7900がバンドルされ
たマシンは、他の競合製品と比較して格段
に費用効果が高いソリューションであると
感じています。
」
とキース氏は語っています。
キース氏は、OpenCL™ がリアルタイム・レン
ダリングの標準言語として発展すると考え
ており、
またTaylor Jamesは、ビジネス上の
メリットの活用を計画しています。
「GPUベー
スのレンダリング・ソリューションにより、
基本ハードウェアを実際にアップデートす
ることなく、ハードウェアの性能を向上させ
ることができます。カードを追加した分だ
け、V-RayとAMD FirePro V7900でより高い性
能を達成できます。その限度は、装着でき
るカード数によってのみ決まります。
」

AMD™ FireProプロフェッショナルグラフィッ
クスとOpenCL™（Open Computing Language）
で動作するV-Ray RTの組み合わせは、現
時点で優れた速度と性能を提供していま
すが、将来に向けて拡張性の扉も開きま
す。OpenCL™ によって、以前はワークステー
ションのCPU（Central Processing Unit）
で処
理していた重い計算負荷を、
グラフィックス
カードのGPU（Graphics Processing Unit）
で
処理できるようになりました。AMD FirePro™
プロフェッショナルグラフィックス製品には
独自のAutoDetectテクノロジーが組み込ま
れているため、
コンピューティング・パワー
が必要になるのに伴って、パフォーマンス
を最適化するようにグラフィックス・ドライ
バーの設定が自動的に行われます。

「企業として、
われわれはテスト・レンダリングで節約した時間を有効活用し、創造的なインプットを最大
限に引き出しています。
これによって、
クライアントをお待たせする時間を短縮するとともに、かつてない作
業品質の向上を達成できます。」
Taylor James社、ビジネス開発責任者、キース・ジェフリー（Keith Jeffery）氏
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