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来てます。DXの波、
DXとは？
書籍、記事、セミナー ... さまざまな媒体で語られる「DX」。
2018年には経済産業省よりDX推進ガイドラインが発表
されるなど、ビジネスシーンではいまや当たり前に使わ
れる言葉になっています。

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、データ
とデジタル技術を活用して、業務そのものをはじめ、組織、
プロセス、企業文化、風土を変革すること。流れの早い
現代社会において、対応力のある企業になろうという動
きが背景となっています。

DXの波は業界を超えてやってきています。アフターコロ
ナのいま、映像業界においても働き方や業務フローに変
革が求められています。

本ホワイトペーパーでは、アニメーション業界における
DX推進の現状を分析するとともに、その方法を探ります。



業界を問わず、今後のビジネス基盤に関わる重要なテーマとなっている『DX』。 これまで変化の少
なかった業界も、IT 技術による変革を無視できなくなってきています。一方で、映像業界特有の環境
や慣習は、DX推進におけるボトルネックとなっています。

アニメ業界 推進の障壁

非効率なチェックバック
対面や電話でのチェックバック。口頭の指示
は伝わりづらく、確認者のスケジュールに振
り回されることもしばしば ...

DVDやHDDなど物理記憶媒体によるデータの
やりとりのためにかかるコスト。送付や回収の
ための事務作業も膨大です。

物理媒体での送付

セキュリティの鎖
コンテンツは最重要機密。どれだけ便利なツー
ルでも、セキュリティへの信頼は絶対に外せ
ません。

社内のファイルのやり取りに用いられる FTP
サーバーは古い物だとセキュリティ上の問題が
あることも。

FTPサーバーの罠

DX



さあ、はじめよう。
DXをどんどんやろう。

でもその前に、少し立ち止まってみてください。
もっとも大切なのは、業務フローが効率化され
ることではなく、新しい業務フローが受け入れ
られ、定着すること。そのためにはDX推進を
牽引する経営者が、現場の課題や意見を取り入
れ、バランスをとっていくことが大切です。

推進のおとし穴

現場

意識の差

経営者
・DXで業務効率化、コスト削減
・分散しているデータやファイルの管理

・新しいツールへの抵抗感
・業務フロー改革のしわ寄せ

DXへの意識の差

会社に上手く浸透せず、コストが増加
日本企業でDX推進に成功したのはわずか16%にとど
まっています。表面的で適切でない形のDXが推進さ
れると、定着せずに頓挫してしまったり、意図しない
負担が増えてしまうこともあります。  
例えば、企業側が把握していないサービスを従業員が
無断で使用する「シャドー IT」。社内ニーズのすり合
わせができていないままDXによる改革が推進される
と、効果のないままコストが増加してしまうことも。
DXの失敗を防ぐには、システムや技術の導入だけで
はなく、その定着を図る必要性があります。

シャドー IT の横行

効果がないまま
コスト増加

DX
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推進のカギ

DX 成功のカギはビジョンの共有です。
経営層から現場に至るまで、「なぜ改革が必要なのか」「どのように進めるのか」
を協議し共有することが大切です。

また、「DX」の定義や方法は業界や企業によって多種多様です。自社にとって
のDXのゴールとは何かを明確にし、模索する必要があります。

DXの必要性を社内で共有する

DXとIT化の一番の違いは、IT化が IT技術の導入
をゴールとするものであるのに対し、DXは IT 技
術を手段とした新たな価値の創造を目的としてい
るところです。システムや業務フローを改革する
ことそのものではなく、それを活かしてどのよう
な価値を生み出すかを明確にすることがDX成功
のカギとなります。

「目的」と「手段」

DX
01
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McKinsey&company 「デジタル革命の本質：日本のリーダーへのメッセージ」（2020.09）

これまでのコンテンツ管理は、外部に流出させないためのセキュリティや機密性の高さ
を重視していました。しかしながらIT技術の導入を前提とするDXにおいては、データや
コンテンツの可用性を確保することが不可欠です。

制作した、あるいは保有している映像や素材といったコンテンツを、必要な時に、必要
な形で使えるシステムや環境の整備が求められます。

データの活用03



クリエイティブ業界に特化した
今までにないクラウドストレージ

容量やファイルのフォーマットに左右されずにデー
タを扱うことができ、動画などの「見れない問題」
を解決することができます。プロジェクトのための
制作メモや予算表から、実際に撮影した動画や音声
まで幅広い業務に使用することが可能です。

JECTORには大切なアイデアをクラウドに保管する
ストレージの機能と、そのアイデアをブラッシュアッ
プするための機能がありますクリエイターのアイデ
アが集う「港」としてあなたのチームやプロジェク
トの成功をサポートします。

JECTORはクリエィティブな企業のための機能と直感的に使えるイン
ターフェイスで映像制作のDXを助けます。

あらゆるデータを扱う
クリエイターへ

データのやりとりを 
JECTOR ひとつで



JECTORでは映像や画像をWebブラウザ上でプ
レビューできます。みんなが同じ環境で見るこ
とで、同時に、素早く、複数のメンバーでデー
タの内容を共有することができます。

ファイルに対してのコメントはチームメンバー
の中で確認ができます。マーカー機能を併せて
利用することで、言葉だけでは伝えづらい修正
指示を誰でも簡単に行うことができます。

ファイル便 /ファイルリンクなら大容量のデータも
スピーディに送ることができます。送られたファイ
ルはアカウントの無い方でもブラウザ上でプレ
ビューすることができ、スムーズな共有が可能です。

二段階認証や詳細なメンバー権限の設定によ
り、大切なデータを安全に管理、共有すること
ができます。社内外でのやり取りは、全てログ
として記録されます。

みるみんなが同じように

みんなで

すばやく

みんなで共有しながら

そだてる

おくる

まもる



活用例JECTOR

Before

DVDを直接渡していた

１枚１枚ナンバリング、収録
後にはDVDを回収する必要。

JECTOR の導入によってはデータのやり取りをより簡単に、より安全に行うことができます。さらに、
利便性の向上にとどまらず、データにまつわる業務フローそのものに改革をもたらすことも。ここで
は、JECTOR によるフロー改善事例をご紹介します。

公開前の映像は慎重な取り扱いが必要です。A社ではアテレコ練習のための映像貸し出しを、ナンバリングした
DVDの手渡しで行っていました。JECTOR 導入後は映像をファイル便で送り、台本に記載したパスワードで映像
を閲覧できるようになりました。ダウンロードできない設定になっているためセキュリティが向上しただけで
なく、DVDの回収作業が不要になり、業務効率も上がりました。

映像貸出フローの改善01

After

声優

声優

閲覧のみ可能

制限可能

声優

俳優

作品ごとにパスワードを設定して
台本にパスワードを記載

JECTORのファイル便で
送られてきた映像を
閲覧することができる



大量のデータを確認の度に
ダウンロード

セキュリティー上、1週間で
データが自動消去される

制作物のチェックバックは映像制作において欠かせないフローです。しかしそんな必要不可欠な作業
こそ効率が求められます。外部企業とのやり取りが多い B社では FTP サーバーを用いてファイルのや
り取りを行なっていましたが、データの保存期間やプレビューができないことで多くの手間が生じて
いました。JECTOR 導入後は、プロジェクトごとに協力企業のフォルダを作ることでより効率的な
チェックバックフローを運用できるようになりました。

確認フローの改善02

ブラウザから簡単アクセスダウンロードしなくても
JECTOR内でチェックを完結

協力会社

B社

アップロード ダウンロード

ダウンロード アップロード

FTPサーバ

メーカー

CG会社

協力会社

B社
各社メーカー

CG会社

プロジェクト

確認

アップロード

修正依頼

プレビュー

Before

After



使い勝手がよく、さらにセキュリティが強固であること
東映は JECTORを選びました

JECTOR による DX 推進事例

左：東映株式会社 松本拓也様、中：株式会社東映テレビ・プロダクション 八木明広様、右：株式会社東映テレビ・プロダクション 川崎秀彦様

東映株式会社

JECTOR はプロデューサーからのジャッジをタイ
ムリーにとるためのツールとして利用しておりま
す。東映のケースですが、プロデューサーは様々な
打ち合わせに出席する必要があり、さらに、東京－
京都間を頻繁に往復したり海外の撮影現場に行った
りと大変多忙です。チェックやジャッジが遅くなれ
ばなるほど納期が厳しくなります。プロデューサー
がどこにいても簡単にデータを確認してもらえる使
い勝手のよく、セキュリティ面も優れているツール
を求めていました。

コンテンツをビジネスとしている我々にとってデー
タは命です。絶対に第三者には漏らしたくありませ
ん。マネジメント側は強固なセキュリティシステム
を導入し、社内規定を厳しくし、リテラシーを高め
る教育をおこなおうとします。しかし、厳しくすれ

ばするほど制作現場が苦しくなるのも、また事実で
す。

最近、「シャドー IT」という言葉をよく耳にします。
マネジメント側が把握・許可していない状況で従業
員が勝手に IT 機器や WEBサービスを利用すること
を指す言葉です。「シャドー IT」が元で事故や情報
漏洩が多々起きているとも聞きます。制作現場とし
ては、「とにかく納期に間に合わせる」ことが最重
要課題ですから、「プライベートで使っていて便利
だから職場でも使おう」と考えてしまうのは、ある
意味否定しきれません。そこで、我々東映は「マネ
ジメント側がセキュリティを求めるのであれば、セ
キュリティを担保しつつも、現場が回るように簡単
便利に使えるツールをマネジメント側が用意するこ
と」が重要だと考えました。それから 4 年。選びに
選んだすえ、導入したのが JECTORです。

数ある WEB サービス、ツールの中
から JECTOR を選んだ理由とは？

マネジメント側が安心できるセキュリティと、ユー
ザ側が使いやすい簡単便利な機能でこれだけバラン
スの良い製品は JECTORしかありませんでした。

JECTOR との出会いは 4 年前の Inter BEE です。
前述したように、我々は制作現場が簡単便利に、か
つセキュアな環境下で使用できるツールがないか探
し始めていました。JECTORのデモ版を見て「痒い
所に手が届くことを提案している」と感心はしまし
たが、正直なところ他社も含めて我々の要求を満た
すまでに至っていませんでした。

しかし、テクノロジーの進化は速く、ここ 2、3 年の
中でバージョンアップを繰り返したいくつかの製品が
候補に挙がってくるようになりました。JECTOR も
もちろん候補に入っていました。東映ではデータの運
用を、（１）データを確認するための運用、（２）デー
タを送付し合うための運用、（３）データを納品する
ための運用と分けて考えています。そのなかで、（１）
データを確認するための運用はまずは JECTOR で試
してみよう、トライアルしてみようとなりました。理
由はシンプルで、候補に挙がった製品のデモを比較し
たところ、スペック面で JECTOR が最も優れていた
からです。

実際にトライアルしてみたところ、スペックもさるこ
とながら、使い勝手がとても良く、ユーザーフレンド
リーでした。簡単な説明だけでユーザが使いこなせる
のは運営側の負担が軽減できます。

また、他社製品よりも、JECTOR の担当者の対応
が良く安心できました。トライアル後に行った利用
者へのヒアリングでも、「使いやすい」との評価が
多く集まりましたので、文句なしに JECTOR を導
入することになりました。導入後の成果になります
が、JECTOR を使えば、利用者が見たかどうかロ
グで把握できますので、確認のための電話やメール
が削減できました。これは単に手間や時間が減った
ということだけではなく、気持ちの面でも楽になっ
たことを意味します。
 
必要なジャッジをもらうためとはいえ、多忙なプロ
デューサーを電話やメールで追い回すのは気が引け
ます。導入前は、「これで重要な会議が止まったら
どうしよう」「ロケ中の作業が止まったらどうしよ
う」など、制作現場としてもかなり気を使っていま
したが、それがなくなりました。

また、以前は映像データを各プロデューサーの視聴
環境に合わせてエンコードしていましたが、
JECTORでアップロードすれば視聴者側に合わせて
自動的にエンコードされますので、エンコードの作
業自体が丸々なくなり、大きな負担減につながって
おります。
プロデューサーも、スマートフォンやPCで簡単に
確認できるようになりましたので、移動中や現場で
の隙間時間の有効活用につながり好評です。

 「直感的に使える」というのも JECTOR の良いとこ
ろです。基本的な使い方は導入時に説明しましたが、
いつの間にか皆がそれ以上の、一つ上のステップで
使いこなすようになっていました。それには驚きま
した。JECTOR 導入前は、わざわざ画面キャプチャー
を撮って、ワードなどに貼って、「ここをこうやっ

て！」と文章で指示が戻ってきていました。今は、
それがなくなりました。つまり、確認して戻すプロ
デューサーにとっても、JECTOR を使った方が負担
が減って楽だと思っているわけです。
 
最後に、以上のことが、セキュアな環境下で実現で
きておりますので、マネジメント側としても満足し
ております。JECTORはマネジメント側が安心でき
るセキュリティ、ユーザ側が簡単便利に使える機能
やUI を兼ね備えたバランスの良い製品だと思ってお
ります。

01課題

非効率なチェックバック、

コミュニケーション

情報漏洩への危機感

セキュリティへの安心、IT

教育コストの削減（経営層）

抵抗なく導入、使いやすさ
の実感

セキュリティを担保しつ

つ、簡単便利に使えるツー
ルの導入

03 結果02 導入



JECTOR による DX 推進事例

JECTOR はプロデューサーからのジャッジをタイ
ムリーにとるためのツールとして利用しておりま
す。東映のケースですが、プロデューサーは様々な
打ち合わせに出席する必要があり、さらに、東京－
京都間を頻繁に往復したり海外の撮影現場に行った
りと大変多忙です。チェックやジャッジが遅くなれ
ばなるほど納期が厳しくなります。プロデューサー
がどこにいても簡単にデータを確認してもらえる使
い勝手のよく、セキュリティ面も優れているツール
を求めていました。

コンテンツをビジネスとしている我々にとってデー
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ん。マネジメント側は強固なセキュリティシステム
を導入し、社内規定を厳しくし、リテラシーを高め
る教育をおこなおうとします。しかし、厳しくすれ

ばするほど制作現場が苦しくなるのも、また事実で
す。
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マネジメント側が把握・許可していない状況で従業
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ては、「とにかく納期に間に合わせる」ことが最重
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選んだすえ、導入したのが JECTORです。

数ある WEB サービス、ツールの中
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ザ側が使いやすい簡単便利な機能でこれだけバラン
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前述したように、我々は制作現場が簡単便利に、か
つセキュアな環境下で使用できるツールがないか探
し始めていました。JECTORのデモ版を見て「痒い
所に手が届くことを提案している」と感心はしまし
たが、正直なところ他社も含めて我々の要求を満た
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実際にトライアルしてみたところ、スペックもさるこ
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また、他社製品よりも、JECTOR の担当者の対応
が良く安心できました。トライアル後に行った利用
者へのヒアリングでも、「使いやすい」との評価が
多く集まりましたので、文句なしに JECTOR を導
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必要なジャッジをもらうためとはいえ、多忙なプロ
デューサーを電話やメールで追い回すのは気が引け
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したが、それがなくなりました。
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JECTORでアップロードすれば視聴者側に合わせて
自動的にエンコードされますので、エンコードの作
業自体が丸々なくなり、大きな負担減につながって
おります。
プロデューサーも、スマートフォンやPCで簡単に
確認できるようになりましたので、移動中や現場で
の隙間時間の有効活用につながり好評です。

 「直感的に使える」というのも JECTOR の良いとこ
ろです。基本的な使い方は導入時に説明しましたが、
いつの間にか皆がそれ以上の、一つ上のステップで
使いこなすようになっていました。それには驚きま
した。JECTOR 導入前は、わざわざ画面キャプチャー
を撮って、ワードなどに貼って、「ここをこうやっ

JECTOR 導入の背景

て！」と文章で指示が戻ってきていました。今は、
それがなくなりました。つまり、確認して戻すプロ
デューサーにとっても、JECTOR を使った方が負担
が減って楽だと思っているわけです。
 
最後に、以上のことが、セキュアな環境下で実現で
きておりますので、マネジメント側としても満足し
ております。JECTORはマネジメント側が安心でき
るセキュリティ、ユーザ側が簡単便利に使える機能
やUI を兼ね備えたバランスの良い製品だと思ってお
ります。



JECTOR はプロデューサーからのジャッジをタイ
ムリーにとるためのツールとして利用しておりま
す。東映のケースですが、プロデューサーは様々な
打ち合わせに出席する必要があり、さらに、東京－
京都間を頻繁に往復したり海外の撮影現場に行った
りと大変多忙です。チェックやジャッジが遅くなれ
ばなるほど納期が厳しくなります。プロデューサー
がどこにいても簡単にデータを確認してもらえる使
い勝手のよく、セキュリティ面も優れているツール
を求めていました。

コンテンツをビジネスとしている我々にとってデー
タは命です。絶対に第三者には漏らしたくありませ
ん。マネジメント側は強固なセキュリティシステム
を導入し、社内規定を厳しくし、リテラシーを高め
る教育をおこなおうとします。しかし、厳しくすれ

ばするほど制作現場が苦しくなるのも、また事実で
す。

最近、「シャドー IT」という言葉をよく耳にします。
マネジメント側が把握・許可していない状況で従業
員が勝手に IT 機器や WEBサービスを利用すること
を指す言葉です。「シャドー IT」が元で事故や情報
漏洩が多々起きているとも聞きます。制作現場とし
ては、「とにかく納期に間に合わせる」ことが最重
要課題ですから、「プライベートで使っていて便利
だから職場でも使おう」と考えてしまうのは、ある
意味否定しきれません。そこで、我々東映は「マネ
ジメント側がセキュリティを求めるのであれば、セ
キュリティを担保しつつも、現場が回るように簡単
便利に使えるツールをマネジメント側が用意するこ
と」が重要だと考えました。それから 4 年。選びに
選んだすえ、導入したのが JECTORです。

数ある WEB サービス、ツールの中
から JECTOR を選んだ理由とは？

マネジメント側が安心できるセキュリティと、ユー
ザ側が使いやすい簡単便利な機能でこれだけバラン
スの良い製品は JECTORしかありませんでした。

JECTOR との出会いは 4 年前の Inter BEE です。
前述したように、我々は制作現場が簡単便利に、か
つセキュアな環境下で使用できるツールがないか探
し始めていました。JECTORのデモ版を見て「痒い
所に手が届くことを提案している」と感心はしまし
たが、正直なところ他社も含めて我々の要求を満た
すまでに至っていませんでした。

しかし、テクノロジーの進化は速く、ここ 2、3 年の
中でバージョンアップを繰り返したいくつかの製品が
候補に挙がってくるようになりました。JECTOR も
もちろん候補に入っていました。東映ではデータの運
用を、（１）データを確認するための運用、（２）デー
タを送付し合うための運用、（３）データを納品する
ための運用と分けて考えています。そのなかで、（１）
データを確認するための運用はまずは JECTOR で試
してみよう、トライアルしてみようとなりました。理
由はシンプルで、候補に挙がった製品のデモを比較し
たところ、スペック面で JECTOR が最も優れていた
からです。

実際にトライアルしてみたところ、スペックもさるこ
とながら、使い勝手がとても良く、ユーザーフレンド
リーでした。簡単な説明だけでユーザが使いこなせる
のは運営側の負担が軽減できます。

また、他社製品よりも、JECTOR の担当者の対応
が良く安心できました。トライアル後に行った利用
者へのヒアリングでも、「使いやすい」との評価が
多く集まりましたので、文句なしに JECTOR を導
入することになりました。導入後の成果になります
が、JECTOR を使えば、利用者が見たかどうかロ
グで把握できますので、確認のための電話やメール
が削減できました。これは単に手間や時間が減った
ということだけではなく、気持ちの面でも楽になっ
たことを意味します。
 
必要なジャッジをもらうためとはいえ、多忙なプロ
デューサーを電話やメールで追い回すのは気が引け
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JECTOR は使いやすさとセキュリティのバランスが非
常に良い。

株式会社アニプレックス

インターネット上でデータの送受信を行う便利な
サービスが世の中に出ている中で、社員から「アニ
プレックスでもデータをやり取りする手段が欲し
い」という声が上がっており、データのやり取りを
社内外と行う仕組みを探していました。実際にお話
を伺ったサービスや企業は十数社にのぼります。

しかし、サーバを立てて運用を行わなければならな
いものや、ライセンスが買いきりでその後のアップ
デートがないものでは管理コストもかかります。な
により、今後の社員数の拡大や業務内容の拡大に対
応できるかどうかが不安でした。

セキュリティに対しての要求基準はグループ全体を
通じて年々上がっています。その中でクラウドサー
ビス導入に関してはきちんとセキュリティの確保さ
れたサービスでないと導入することができませんで
した。

実際に使う現場の社員にも他のサービスを試用して
もらいましたが、ちょっと使い勝手が悪かったり少
し機能が足りなかったりという中、偶然見かけた 
JECTOR のパンフレットや HP の内容はまさに探
していたものでした。資料請求から具体的なお話へ
トントン拍子で話が進みました。

相談を始めてから 1 年経たずに運用を開始できまし
た。社内に使い方の説明会をほとんど行わなくとも、
現場の社員が直感的に操作を理解できていたのもよ
かったです。

（遠隔地）バックアップ*もとっていただいていますし、
先に決めていたやりたいことはほぼ実現できました。

社員の要望に沿ったサービスが導入できたというこ
とが一番ですね。アップロードの速さを始め、業務
の効率が良くなっていると思います。

今は東京の本社だけではなく、札幌にあるゲーム制
作の子会社やアメリカにある子会社にもアカウント
を配布して運用をしています。
速度に関して特に遅いといった話もないですし、新
しくアカウントを追加する際にもほとんど説明なし
に現場の社員は使えていますね。

新しく追加されたアカウントに対してもしっかりと 
2 段階認証の設定ができており、万が一モバイル端
末を紛失した時の対策もできています。

過去の作品素材なども JECTOR に移して利用して
いる最中でして、元々ハードディスクに保存してい

たデータや素材も今では外出先からでも確認できる
ようになってきています。
捨てられないデータは年々増えていきますが、使い
たい時にはすぐさま使えないと困ります。

 

テレビ局から「明日の放送で使いたい」と言われて
もハードディスクを探すところから始めていては大
変ですよね。JECTOR 上にあれば出先でもデータを
確認できますし、なによりそのまま相手に送ること
もできますからね。
今後、社員それぞれのデスクトップにしか保存され
ていないような素材なども JECTOR 上で共有できた
らいいなと思っています。
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するための安全な手段を探

していた
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に手間がかかっていた

UI が分かりやすく、実際

に使う現場からの反応が良
かった

過去の作品素材も JECTOR 
に移して利用

2 段階認証をはじめとする

セキュリティの仕組みが

整っていた

随時サービスがアップデー

トされていき、対応が早
かった

03 結果02 導入

JECTOR によるDX 推進事例

他社のサービスですとサービスのアップデートが
難しい部分も JECTOR では相談してすぐに反映し
ていただけました。弊社は来年にはどんなデータ
を扱う業務が生まれているのか分からないほど変
化が激しいので、アップデートがあるのは良いで
すね。

この対応の速さは他の会社ではなかったですし、
これなら今後の対応も安心という話はしていまし
た。セキュリティの面では脆弱性の診断に対応い
ただきましたし、2 段階認証をはじめとして機能
面でも十分にセキュリティの機能が揃っていまし
た。総じて相談をしてから導入までかなり素早く
行えた印象です。
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ようになってきています。
捨てられないデータは年々増えていきますが、使い
たい時にはすぐさま使えないと困ります。

 

テレビ局から「明日の放送で使いたい」と言われて
もハードディスクを探すところから始めていては大
変ですよね。JECTOR 上にあれば出先でもデータを
確認できますし、なによりそのまま相手に送ること
もできますからね。
今後、社員それぞれのデスクトップにしか保存され
ていないような素材なども JECTOR 上で共有できた
らいいなと思っています。

導入前の課題

導入の決め手

 
  

JECTOR によるDX 推進事例　｜ 株式会社アニプレックス

他社のサービスですとサービスのアップデートが
難しい部分も JECTOR では相談してすぐに反映し
ていただけました。弊社は来年にはどんなデータ
を扱う業務が生まれているのか分からないほど変
化が激しいので、アップデートがあるのは良いで
すね。

この対応の速さは他の会社ではなかったですし、
これなら今後の対応も安心という話はしていまし
た。セキュリティの面では脆弱性の診断に対応い
ただきましたし、2 段階認証をはじめとして機能
面でも十分にセキュリティの機能が揃っていまし
た。総じて相談をしてから導入までかなり素早く
行えた印象です。



インターネット上でデータの送受信を行う便利な
サービスが世の中に出ている中で、社員から「アニ
プレックスでもデータをやり取りする手段が欲し
い」という声が上がっており、データのやり取りを
社内外と行う仕組みを探していました。実際にお話
を伺ったサービスや企業は十数社にのぼります。

しかし、サーバを立てて運用を行わなければならな
いものや、ライセンスが買いきりでその後のアップ
デートがないものでは管理コストもかかります。な
により、今後の社員数の拡大や業務内容の拡大に対
応できるかどうかが不安でした。

セキュリティに対しての要求基準はグループ全体を
通じて年々上がっています。その中でクラウドサー
ビス導入に関してはきちんとセキュリティの確保さ
れたサービスでないと導入することができませんで
した。

実際に使う現場の社員にも他のサービスを試用して
もらいましたが、ちょっと使い勝手が悪かったり少
し機能が足りなかったりという中、偶然見かけた 
JECTOR のパンフレットや HP の内容はまさに探
していたものでした。資料請求から具体的なお話へ
トントン拍子で話が進みました。

相談を始めてから 1 年経たずに運用を開始できまし
た。社内に使い方の説明会をほとんど行わなくとも、
現場の社員が直感的に操作を理解できていたのもよ
かったです。

（遠隔地）バックアップ*もとっていただいていますし、
先に決めていたやりたいことはほぼ実現できました。

社員の要望に沿ったサービスが導入できたというこ
とが一番ですね。アップロードの速さを始め、業務
の効率が良くなっていると思います。

今は東京の本社だけではなく、札幌にあるゲーム制
作の子会社やアメリカにある子会社にもアカウント
を配布して運用をしています。
速度に関して特に遅いといった話もないですし、新
しくアカウントを追加する際にもほとんど説明なし
に現場の社員は使えていますね。

新しく追加されたアカウントに対してもしっかりと 
2 段階認証の設定ができており、万が一モバイル端
末を紛失した時の対策もできています。

過去の作品素材なども JECTOR に移して利用して
いる最中でして、元々ハードディスクに保存してい
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JECTOR による DX 推進事例 ｜ 有限会社神風動画

他社のサービスですとサービスのアップデートが
難しい部分も JECTOR では相談してすぐに反映し
ていただけました。弊社は来年にはどんなデータ
を扱う業務が生まれているのか分からないほど変
化が激しいので、アップデートがあるのは良いで
すね。

この対応の速さは他の会社ではなかったですし、
これなら今後の対応も安心という話はしていまし
た。セキュリティの面では脆弱性の診断に対応い
ただきましたし、2 段階認証をはじめとして機能
面でも十分にセキュリティの機能が揃っていまし
た。総じて相談をしてから導入までかなり素早く
行えた印象です。



とにかく簡単に使えるクラウドストレージが欲しい、
たどり着いたのが JECTOR でした。

有限会社神風動画

私たち神風動画は映像制作会社です。最先端のCG
技術を活用したセル画作りを研究・提案しアニメー
ションのみならず、映像の可能性を広げていこうと
代表の水崎淳平が1998年に活動を開始、2003年
に法人化しました。
現在ではテレビアニメや映画などのオープニング映
像、エンディング映像、挿入映像をはじめ、CM、
音楽 PV、ゲームなどのジャンルで映像を制作して
います。

JECTORを導入したのは1年半前です。当時、長
編作品『ニンジャバットマン』(*1) の制作を進めて
いました。実は、長編作品は神風動画としては初の
試みでした。

 長編だけに社外の協力スタッフがいつもよりも多く
参加しています。それだけやり取りも増えるわけで
すが――。これが予想以上に多く手間がかかり、い
かにスムーズなコミュニケーションフローを構築す
るかが課題になっていました。
 
「難しいことはできなくてもいい、とにかく簡単に
やり取りできるツールはないか」と、探し回ってい
る中で見つけたのが JECTORです。
 
ウェブサイトを見ると映像業界での導入実績もあっ
たので、まずは話をうかがおうと問い合わせてみま
した。その後トライアル版を使わせてもらったので
すが――。即決でした。求めていたものがそこにあ
りました。

チームメンバーとはそれだけでデータを共有できま
す。チームメンバー以外の方に送る場合でも、その画
面からダウンロード先のURLを簡単に発行でき、パ
スワードも自動で発行されます。直感で使えるし、そ
もそも煩わしさがない。JECTORを使おうと即決で
した。
 しかも JECTORは安定化されていてアップロードも
ダウンロードも速いですね。JECTORを入れたこと
で作業時間が体感で50%以上は削減できました。
 
もちろん、他のツールの方が速い場合もあります。た
だ、それは常にではなく、すごく速かったりすごく遅
かったりと安定していない、アップロードやダウン
ロードしてみないとわかりません。JECTORであれ
ば常に一定で、「この容量だったら何分くらいだな」と、
所要時間を見積もることができます。社外の方とコ
ミュニケーションをとるうえでこれけっこう大事です
よね。
 

「今アップロードしたから10分後に何々してくださ
い」とか、時間を見積もれるからこその一歩踏み込
んだコミュニケーションが実現します。
 『ニンジャバットマン』の制作後も引き続 JECTOR
を利用しています。クライアントさんにチェックし
ていただきたい動画を送ったり、神宮前スタジオと
東中野スタジオの二つのスタジオ間で、資料やチェッ
ク物をやり取りしたりしています。
 
特に、外出の多い弊社の代表と、JECTORを通じて
プロジェクトの進捗状況を共有したりフィードバッ

クをもらえるようになったのは大きいです。
JECTORだとタブレットやスマホでも閲覧できるの
で、外出中でも確認事項へのレスポンスが早くなり
助かっています。
 
業界的に FTPを使う文化があり私たちも使っていま
す。ただ、社内からアクセスする分には便利ですが、
社外の方からアクセスいただくのは、アップロード
の時間がかかるとか、何かと制限があり不便です。
社外の協力スタッフと制作を進めていく時には
JECTORになります。モバイルでチェックできませ
んしね。

これは余談ですが、社外の協力スタッフに「今回は
JECTORというオンラインストレージを使います」
と言うと、「あ、私も使っていますよ」と答える方が

意外と多くて、「なんだ、みんな使っていたのか」と
後で知りました。
 
JECTORには私たちの使っていない高度な機能がま
だまだあるようですね、アプリもあるそうで。ただ、
申し訳ないのですが今の使い方で満足していますの
で、これまで通りセキュアな環境で普通にやり取り
ができれば十分です。これからも安全で安定してい
る JECTORでいてください。
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JECTOR によるDX 推進事例

「JECTORは機能的にかなり色々とできるな」と、
トライアル版を見た時に感じました。ただ、一番
の魅力は使いやすさでしたね。

『ニンジャバットマン』の時は作品の設定画や背景
の美術など、資料データの配布がメインでした。
手元に届いた新しい資料データを JECTORにポン
とドラッグ・アンド・ドロップすればアップロー
ドは終わり。
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もそも煩わしさがない。JECTORを使おうと即決で
した。
 しかも JECTORは安定化されていてアップロードも
ダウンロードも速いですね。JECTORを入れたこと
で作業時間が体感で50%以上は削減できました。
 
もちろん、他のツールの方が速い場合もあります。た
だ、それは常にではなく、すごく速かったりすごく遅
かったりと安定していない、アップロードやダウン
ロードしてみないとわかりません。JECTORであれ
ば常に一定で、「この容量だったら何分くらいだな」と、
所要時間を見積もることができます。社外の方とコ
ミュニケーションをとるうえでこれけっこう大事です
よね。
 

「今アップロードしたから10分後に何々してくださ
い」とか、時間を見積もれるからこその一歩踏み込
んだコミュニケーションが実現します。
 『ニンジャバットマン』の制作後も引き続 JECTOR
を利用しています。クライアントさんにチェックし
ていただきたい動画を送ったり、神宮前スタジオと
東中野スタジオの二つのスタジオ間で、資料やチェッ
ク物をやり取りしたりしています。
 
特に、外出の多い弊社の代表と、JECTORを通じて
プロジェクトの進捗状況を共有したりフィードバッ

クをもらえるようになったのは大きいです。
JECTORだとタブレットやスマホでも閲覧できるの
で、外出中でも確認事項へのレスポンスが早くなり
助かっています。
 
業界的に FTPを使う文化があり私たちも使っていま
す。ただ、社内からアクセスする分には便利ですが、
社外の方からアクセスいただくのは、アップロード
の時間がかかるとか、何かと制限があり不便です。
社外の協力スタッフと制作を進めていく時には
JECTORになります。モバイルでチェックできませ
んしね。

これは余談ですが、社外の協力スタッフに「今回は
JECTORというオンラインストレージを使います」
と言うと、「あ、私も使っていますよ」と答える方が

意外と多くて、「なんだ、みんな使っていたのか」と
後で知りました。
 
JECTORには私たちの使っていない高度な機能がま
だまだあるようですね、アプリもあるそうで。ただ、
申し訳ないのですが今の使い方で満足していますの
で、これまで通りセキュアな環境で普通にやり取り
ができれば十分です。これからも安全で安定してい
る JECTORでいてください。

JECTOR によるDX 推進事例　｜ 有限会社神風動画

「JECTORは機能的にかなり色々とできるな」と、
トライアル版を見た時に感じました。ただ、一番
の魅力は使いやすさでしたね。

『ニンジャバットマン』の時は作品の設定画や背景
の美術など、資料データの配布がメインでした。
手元に届いた新しい資料データを JECTORにポン
とドラッグ・アンド・ドロップすればアップロー
ドは終わり。
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