
大量のリッチメディアを使って業務を行っている
企業や組織は、その貴重なコンテンツへのアクセ
スの提供、長期間の保存、外部または内部の脅威
からの防御に関連する多くの課題に常に直面し
ています。また、そのような企業や組織のチーム
も、そのようなコンテンツを操作、分析、編集する
ことで、同コンテンツから最大の価値を引き出す
必要があり、しかもそれを厳しい納期に間に合う
ようなスピードで実施しなければなりません。

そのような要求をサポートするストレージ基盤
は、業務プロセスを中断することのないリニアな
スケーラビリティ、異なる要件に合わせて効率的
に構築できる柔軟性、ユーザーの地理的条件を
問わない調整可能なアクセシビリティ、そして信
頼性を犠牲にすることのない比類のない性能を
必要とします。要件の厳しいデータを多用する環
境において10年以上の実績を持つ高性能の共
有ストレージであるQuantum Xcellis® は、この
課題に正面から対処する製品であり、真に最適化
されコスト効率の良いエンドツーエンドのワーク
フローを構築するための中核的なビルディング
ブロックとなります。

比類のない再生性能
没入型の仮想現実で再生される8Kコンテンツの
並列ストリームで作業するポストプロダクション
の会社であれ、現実世界のテスト結果に基づい
て最新の自動運転ソフトウェアのアルゴリズムを
最適化している自律走行車のメーカーであれ、
最も必要とされる場所およびタイミングでデー
タを提供できるような高速ストレージ・インフラス
トラクチャを確保することが不可欠です。今回、
改善されたハードウェア・プラットフォームに付随
するメリットを活用することで、Xcellisは、ビデオ
再生においてさらに高いレベルのストリーミング
性能を、より高い信頼性で提供できるようになり
ました。このため、NAS、SAN、IB、NVMeoFスト
レージ・アーキテクチャのいずれか、またはこれら
のすべてを同時に使用した場合でも、Xcellisは、
最も要件の厳しいビデオワークフローで必要と
される性能を提供します。

総合的で統一されたアクセシビリティ
今日のビジネスプロジェクトは、長期的な視野を
持ち、複数の地理的場所に広がり、数百名から数
千名のユーザーが関与する場合があります。こ
のような状況において、コラボレーティブな環境
をサポートすることは、もはやオプションではな
く必須事項です。Xcellisは、単一のアドレス可能
なグローバル名前空間におけるすべての論理ス
トレージ階層を通じてデータを提供するだけで
なく、macOS、Linux、Windowsを実行している
ユーザーからのネイティブなアクセシビリティも
許可します。Xcellisは、イーサネットやファイバ・

チャネル経由でこのようなデータに同時にアクセ
スできる能力と共に、適切なレベルの性能を適切
なユーザーに提供することで、コラボレーション
の改善や導入環境の簡素化を実現します。

コスト効率の良いスケーラビリティによりダウン
タイムゼロを実現
他社のスケーラブルなストレージ・システムは、
スケーリングを実施するためには、追加的なシス
テム高速化ユニットや、重い計算にも耐える拡張
ノードを必要とします。これらのユニットはコスト
を増やし、スケーリングによるネットワークの複雑
さを増大させます。Xcellisは、ノードとストレー
ジ・アレイの独立したスケールアップまたはス
ケールアップを可能にすることで比類のない柔
軟性を提供するため、投資した金額分の容量と
帯域幅を確実に得ることができます。さらに、フ
ラッシュ、ディスク、テープ、クラウドベースのスト
レージを組み込んだ多階層型のストレージ・イン
フラストラクチャに対するゲートウェイを提供す
ることで、企業や組織は、過剰な投資を行うこと
なく、性能と容量を最適化できます。

統合されたデータ保護機能
Xcellisは、貴重なコンテンツをその全ライフサ
イクルを通じて確実に保護するために、各種の
重要なデータ保護機能を提供します。お客様は、
ファイルをオフサイトの階層へと容易にコピーす
ることや、バージョニングを利用して以前の時点
にロールバックすることができるほか、ディザス
ター・リカバリーを目的として自動化されたレプリ
ケーションをセットアップすることもできます。こ
れらはすべて、貴重なデジタル資産を保護するた
めに設計された機能です。

高度な適応性を持つコンバージド・ 
アーキテクチャ
ユーザーとストレージ・メディア間のデータパス
全体を最適化する設定可能なオプションをこれ
ほど多数提供している製品は、Xcellisだけです。
NAS、SAN、IB、NVMeアクセスのうちどれを選択
した場合であれ、企業や組織は、これまでに行った
ネットワークへの投資を最大化できるほか、ハイ
ブリッド・アーキテクチャにおいても効果的に機能
することができます。コンバージド・ストレージとア
クセスを使用すると、企業や組織は、すべての接
続されたユーザーにとってプラスとなるように投
資を最大化することで、自社のストレージ・システ
ムをより効率的にスケーリングできます。

Xcellisは、ワークフローの最適化や、ワークフ
ローを短期間で把握することを可能にするほか、
企業や組織が保有しているデータを使ってより
多くのことを実現できるようにします。

要求の厳しいビデオ・ワークフローに最適化された 
プライマリ・ストレージ

詳細情報： 
www.quantum.com/jp/xcellis>

卓越した性能
Xcellisは、ワークフローの最適化や、ワー
クフローを短期間で把握することを可能
にするほか、企業や組織が保有するデー
タを使ってより多くのことを実現できるよ
うにします。

マルチプロトコル・アクセスを組み込み
プロトコルを問わず、すべてのクライアン
トが同じデータにアクセスできるようにす
ることで、ワークフローの効率とデータ・
アクセスを最適化（スケールアウトされた
NASまたはSAN経由）

独立したスケーラビリティ
フォークリフト式のアップグレードや追加
の高速化ユニットを必要とせずに、ノード
やストレージ・アレイを独立して追加する
ことにより、最小構成から最大構成までの
スケーリングが可能。

制限なくインフラストラクチャを拡張可能
最大64のバーチャル・ファイル・システムで
数十億のファイルをサポート。容量は実質
無制限。数百PBまで拡張可能。クラウド、
オブジェクト・ストレージ、またはテープを
使用してスケーラビリティをさらに拡大。

貴重な資産をより適切に保護
自動化されたデータのコピー、バージョニ
ング、レプリケーションを通じてデータを
保護する機能を搭載。

StorNext®向けに最適化
Xcellisは、StorNext上で実行するために
最適化されています。StorNextは受賞歴
のあるファイル・システムであり、高性能の
多階層型共有ストレージに関する高度な
データ管理を提供します。

組み込み型の使いやすい管理ツール
単一のシームレスなインターフェイスを通
じて、複数のシステムの導入、管理、監視、
およびレポーティングが可能。

動的なアプリ環境
Xcel l isは、Dynamic Appl icat ion 
Environmentと呼ばれる機能を使用し
て、Workflow Director上で仮想マシン
（VM）として実行されるアプリケーション
をサポートするというユニークな機能を
備えています。

主な特長と利点

Xcellis
高性能の共有ストレージ
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技術仕様

システム
Workflow Director Nodes デュアル・ラック・サーバー

冗長化電源
高性能6コアIntel E5 v3 CPU×2

Shared Storage Arrays Quantum QXS-3およびQXS-4
冗長高性能コントローラー×2
2U12、2U24および4U56オプションを提供

ストレージ・サポート メタデータとデータ・オプションの組み合わせについては 
Quantum QXSストレージをサポート、ユーザー・データについ
てはクアンタムまたはサードパーティ製ストレージをサポート*

*サードパーティ製ユーザーデータ・ストレージを使用する場合は専用のQuantum QXSメタデー
タ・ストレージが必要

ライセンス
NAS接続ライセンス SMBおよびクライアントからXcellisへの直接接続が可能、クラ

イアントごとのライセンスは不要

オプションのStorNext LAN
ゲートウェイ・ライセンス

StorNext LANクライアントからXcellisへの直接接続が可能、
クライアントごとのライセンスは不要

StorNextソフトウェア搭載 StorNext High Availability License Option、あらゆるOS
のユーザーが利用可能な10のSANクライアント、それぞれの
Xcellis Workflow Director Nodeに1つの組み込みSANクラ
イアント、およびDistributed Data Moverライセンス（セカンダ
リ・ノード用）

接続オプション
最大3基のファイバ・チャネルまたはイーサネット・アダプターを搭載可能

ファイバ・チャネル
（光およびケーブルを含む）

32Gb×2または16Gb×4

オンボード・イーサネット 1Gb×4（管理、メタデータ、サービス用）

イーサネット オプションのNIC（StorNext LAN、NAS、クラウド、オブジェクト用）
25Gb/10Gbイーサネット（SFP28ソケット付き）×2、 オプションの
SFPまたはDACキット（25Gbまたは10 Gb用）
10GBASE-T×4（1Gbイーサネットもサポート）
100Gb/40Gbイーサネット （QSFP28ソケット付き）×2、オプション
のQSFPまたはDACキット（100Gbまたは40 Gb用）

クライアント・プロトコル・ 
サポート

StorNext SAN、StorNext LAN、SMB 1 (CIFS)、SMB 2、SMB 
3、NFS v3、NFS v4、Active Directory、OpenLDAP、RESTful 
API

クライアント・サポート Linux、Mac OS X、Windows

多階層オプション

クラウド・ストレージ StorNex Storage Managerを搭載したFlexTierTM使用して、
S3、S3 Infrequent Access、Glacier、GovCloud、C2Sを含
むAmazon AWS、Microsoft Azureのローカル冗長ストレー
ジ（LRS）、ゾーン冗長ストレージ（ZRS）、地理冗長ストレージ
（GRS）、読み取りアクセス地理冗長ストレージ（RA-GRS）、または
Google S3 Cloudサービスのお客様所有のパブリック・クラウドの
アカウントをサポート（詳細については互換性のドキュメントを参照）

オブジェクト・ストレージ 低遅延で大規模拡張が可能なオブジェクト・ストレージQuantum 
Lattus-M。StorNext Storage Managerを使用してサードパー
ティのオブジェクト・ストレージをサポート（詳細については互換性の
ドキュメントを参照）

テープ・アーカイブ StorNext AEL500、StorNext AEL6000テープ・アーカイブ、
Scalar i3/i6テープ・ライブラリ
サードパーティ製テープ・アーカイブ・システムもサポート

Xcellisストレージ・ノード

QXS-312 QXS-412 QXS-324/424 QXS-456

用途 ユーザー・データとメタデータの結合 ユーザー・データとメタデータの結合 専用メタデータ ユーザー・データとメタデータの結合

容量オプション（Raw） シャーシ当たり48TB、72TB、
96TB、120TB

シャーシ当たり48TB、72TB、
96TB、120TB

2.4TB、4.8TB、9.6TB、10.8TB、
19.2TB、21.6TB 、28.8TB、38.4TB、

76.8TB

224TB、336TB、448TB、560TB

RAIDアレイ拡張率 RAIDアレイ当たり最大3まで拡張可 RAIDアレイ当たり最大7まで拡張可 RAIDアレイのみ RAIDアレイ当たり最大3まで拡張可

ドライブ・タイプ 3.5" LFF HDDまたはSSDドライブ 3.5" LFF HDDまたはSSDドライブ 2.5" SFF HDDまたはSSDドライブ 3.5" LFF HDDまたはSSDドライブ

ABOUT QUANTUM
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図1：Xcellisスケールアウト・ストレージはお使いのワークフローとのシームレスな統合を可能にするほか、高い価値を持つデータ集約型のワークロードで必要とされるパフォー
マンスおよびデータ管理機能を提供します。
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