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課題
大規模な長編映画制作における、迅速で 
効率的かつコスト効率に優れたビジュアル
エフェクト・ソリューションを提供する 
こと。また、リモート・ワーカーの要件を
満たしながら、中断することのないアウト
プットを実現すること。

解決策
AMD Ryzen™ Threadr ipper™ PRO  
プロセッサーは、高いクロックスピード、 
高速のメモリー帯域幅、高コア密度を提供
して、映画制作でのペースの速い要求に対
応することができます。AMD EPYC™ プ
ロセッサーは、高密度のデータセンター・
ソリューションを提供して、様々なリモー
ト・ワーカーのレンダリング・ニーズをサ
ポートします。

導入効果
Wylie Co. は、大ヒット映画「デューン」
で、約 300 件のポストビジュアライゼーシ
ョンと、約 900 件の最終ビジュアルエフェ
クトを提供しました。この映画の VFX チー
ムは、Academy Award® の「最優秀視覚
効果賞」受賞に輝いています。

AMD テクノロジー概要
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセ
ッサー
AMD EPYC™ プロセッサー

テクノロジー・パートナー

ジ ェ イ コ ブ ・ マ イ ム ー デ ス （ J a c o b 
Maymudes）氏は、長編映画向けの新し
いビジュアルエフェクト企業を作ること
ができると考え、2015年に Wylie Co.  
を設立しました。マイムーデス氏は、 
従来のビジュアルエフェクト企業よりも高
速で、最高品質の成果を提供するアジャイ
ルなチームを構築しました。

「この業界で成功するには、
非常に効率的でなければな 
りません。そしてそのため 
には、最高のハードウェアが
必要です」と マイムーデス氏 
は説明しています。Wyl ie  
では、それは AMD Ryzen™ 
Threadripper™ PRO プロ
セッサーを搭載した Lenovo  
P620 ThinkStation のパワー
を発揮させることでした。

すべてに差をつけるスピード
「デューン」の VFX スーパーバイザーで
あるポール・ランバート（Paul Lambert）
氏は、映画撮影後の編集段階に Wylie を呼
び寄せました。ランバート氏が Wylie を指
定したのは、「経験豊富な企業で、極めて
質の高いショットを迅速に納品することが
できる」からでした。実際に、Wylie Co. 
はこの映画のありとあらゆるポストビジュ
アライゼーション・バージョンを制作しま
した。

ランバート氏は、ポストプロダクション
に関しては、スピードがすべてだと説
明しています。「ポストビズでは、すべ
てがターンアラウンド・タイムにかかっ
ています。なぜなら、映画監督から直接
フィードバックが来ると、その日のう
ちか翌日には結果を出すことを求められ
るからです」と同氏は述べています。 
 
Wylie が AMD Ryzen Threadripper PRO  
プロセッサーを選択したことが報われる 
のは、このためです。「何百、何千とい
うポストビズ・ショットや何百、何千と
いうファイナルショットを処理する必要が 
 
 

ありました」とマイムーデス氏は述べてい
ます。「（AMD Ryzen Threadripper PRO 
プロセッサーにより）膨大な数のコアと
本当に計り知れない量の帯域幅が得られ、 
それがまさに私たちが必要としていたもの
でした」 

Wylie Co. が使用した Lenovo Think Station 
P620 ワークステーショ
ンには、7nm プロセ
ス・テクノロジーをベー 
スとする AMD Ryzen 
Th read r i ppe r  PRO  
プ ロ セ ッ サ ー が 搭 載 
され、プロフェッショ 
ナル・ワークロードに求
め ら れ る 比 類 の な い 
CPU コア密度を提供し
ます。シングルソケット

の AMD Ryzen Threadripper PRO プロセ
ッサーは、高速のクロックスピードと最大 
64 コアを提供して、最も要求の厳しいアニ
メーション、コンポジション、クリエイテ
ィブ・フィニッシュ、レンダリングに必要
なパフォーマンスを実現します。さら
に AMD Ryzen Threadripper PRO では 
128 PCIe® 4.0レーンをサポートするため、 
PCIe® 3.0 の 2 倍の I/O パフォーマンスが
実現します。

マイムーデス氏によると、適切なテクノロ
ジーを採用したことで、Wylie は信じられ
ないほどの量のイテレーションを処理し、
チームの効率を格別に向上できたと言うこ
とです。制作の終了までに、Wylie は約 
300 のポストビズショットに加えて、 
約 900 の最終ビジュアルエフェクトを完成
させました。

目に見える品質
しかし、Wylie チームは迅速であるだけに留
まりません。「当社のポストビズショットの
品質は、他のベンダーが完成させているファ
イナルショットに引けを取りませんでした」 
と マイムーデス氏は述べています。「映画
監督や他の部門の責任者に、何が実現可能
かをすぐに理解してもらえるのです。

 「データを効率に処理する唯一の
方法は、現在利用できる最高のテ
クノロジーを利用することです。 

私たちにとって、それは  
AMD Ryzen™ Threadripper™ 

PRO プロセッサーです」 

ジェイコブ・マイムーデス
（Jacob Maymudes）氏、設立者
兼ビジュアルエフェクト・スーパ

ーバイザー/EP、Wylie Co.
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WYLIE CO. は AMD プロセッサーを 
利用して大ヒット映画のビジュアル 
エフェクトを実現
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO と AMD EPYC™ プロセッサ
ーにより、業界をリードするビジュアルエフェクト企業が大規模な 
映画制作プロジェクトを獲得



巨額の資金を費やすことなく、大規模なビジュアルエフェクト・
ショットのルックアンドフィールやタイミングを実感することが
できます。 これが、とても重要なことなのです」

あるシークエンスでは、俳優がホログラフィックの茂みと関わる
場面がありました。「とても難しいシークエンスで 
した」と、ランバート氏は説明します。「Wylie の 
チームは、俳優の身体に対して茂みの位置を非常に綿
密に合わせて調整する必要がありました。その結果、 
ポストビズの段階でありながら、これ以上はないと思
えるほどに最高の品質レベルを実現することができま
した。 最終的に、Wylie はこのシークエンスで非常に 
高レベルなポストプロダクションを行い、視覚効果協
会賞にノミネートされました。

大規模なデータ処理
「映画の撮影では莫大な量のデータが生成されます。『デュー
ン』のような映画の制作中にはおそらく、これまでのどの映画
よりも多くのデータを生成することになります。つまり、何千テ
ラバイトにもなります。使用するシステムは能力の限界に達し
ています。データを効率に処理する唯一の方法は、現在利用で
きる最高のテクノロジーを利用することです。私たちにとって、 
それは AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサーです。」 
 
小規模のリモート・ワークから大きなインパクト
Wyl ie  はリモート・ワークに対応するために、2020年に  
AMD Ryzen Threadripper PRO プロセッサーベースの Lenovo 
ThinkStation P620 ワークステーションを導入し、AMD EPYC™ 
プロセッサーを使用するリモート・ワーカーをサポートするデー

タ・センターを構築しました。「1 つのプロセッサーで、4～5  
台のワークステーションに分けることができるのです。これは、
信じられないほどの価値をもたらします」 とマイムーデス氏は述
べています。「そして、最高のパフォーマンスを得られることに
変わりありません。 リモートで作業する数人のアーティスト全員

が 1 台の EPYC プロセッサーで作業することができ
るのです」 。

Wylie のシニア VFX プロデューサーであるクリス・
ドゥレンゼック（Kris Drenzek）氏は、「リモー 
トでも、オフィスにいても、撮影現場にいても、 
クライアントのために一瞬でも止まらないこと 
が重要です。データセンターに AMD EPYC CPU  
ベースのマシンを組み込むことで、それが可能にな
ります。」  

とどまることのない変化
未来を見据えて、マイムーデス氏は、自社の強固なテクノロ
ジー基盤のパワーをさらに強化できることに期待しています。
「AMD や Lenovo との関係は、過去数年間着実に発展して
きました。ビジュアルエフェクトには欠かすことができませ
ん。」 Wylie は機械学習や AI の分野に力を注いでいますが、 
これがビジュアルエフェクトの未来であると同氏は考えてい
ます。同氏によると、「こうした分野は最先端テクノロジー 
で実行する必要があり、Lenovo や AMD はこれに対応することが
できるのです」 。ランバート氏は、マイムーデス氏が導く Wylie の
未来に賛同するだけでなく、エグゼクティブ・クリエイティブ・ 
ディレクターとして Wylie に加わり、新たな大ヒット映画プロジ
ェクト、「デューン 2」に着手しています。

 「AMD や Lenovo との 
関係は、過去数年間着実に
発展してきました。ビジュ
アルエフェクトには欠かす

ことができません」 

ジェイコブ・マイムーデス
（Jacob Maymudes）氏、
設立者兼ビジュアルエフェ
クト・スーパーバイザー/

EP、Wylie Co.

Wylie Co. について
Wylie Co. は、長編映画やテレビ向けに最先
端のデジタル画像を制作しています。 同社の 
アーティストは、プレ/ポストビジュアライ 
ゼーションおよびビジュアルエフェクトのプロ 
フェッショナルです。 詳細は、wylie.co をご
覧ください。

Lenovo について
Lenovo は、収益 700 億米ドルのグロー 
バル・テクノロジーの大企業で、フォー 
チュン・グローバル 500 の 171 位にランキ
ングされ、世界中で 75,000 人を雇用し、 
180 の市場で毎日何百万人ものお客様にサー
ビスを提供しています。すべての人々により
スマートなテクノロジーを届けるという大胆
なビジョンを掲げる Lenovo は、サーバー、
ストレージ、モバイル、ソリューション、 
サービスなど、主要な成長分野でさらに拡大
を続けることにより、世界最大の PC 企業とし
ての成功を基礎に前進しています。こうした
変革に加えて、Lenovo の世界を一変するイノ
ベーションにより、どこでも、誰もが享受で
きる、よりインクルーシブで信頼性の高い、
持続可能なデジタル社会を構築しています。 
詳細は、lenovo.com をご覧ください。また、
当社の StoryHub では最新ニュースをお読み
いただけます。

AMD について
50年以上にわたり、AMD はハイパフォーマ
ンス・コンピューティング、グラフィックス、 
そしてビジュアライゼーション・テクノロジー
の分野でイノベーションを推進しています。 
数億に及ぶ世界各地のユーザーやフォー 
チュン 500 にランクインする企業、そして
最先端の科学研究施設が、生活、仕事、遊
びを改善するために、日常的に AMD のテク
ノロジーを利用しています。AMD の従業員
は、可能性の限界に挑戦するリーダーシップ
のハイパフォーマンスと、適応性を備えた
製品の構築に注力しています。今日を支え、 
明日を形作る AMD  の詳細については、 
AMD (NASDAQ：AMD) のウェブサイト、 
ブログ、LinkedIn、Twitterページをご覧くだ
さい。
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