
主な特長
•• Adapt•quickly• to•unpredictable•予測不能
な変更にも、中断することなく迅速に対応

•• システムの管理およびコントロールが管理が非
常に簡単で、高い可視性

•• 9.6• TBから最大 4.8• PBまで、あらゆるワーク
フローに合わせてシステム規模を拡張

•• 4K/UHDおよび最終加工ワークフローで帯域幅
を最大 20•GB/s 以上まで拡張

•• インテリジェントなAvid•NEXIS ｜ FSファイル・
システムにより、必要に応じたパフォーマンスを
提供

•• 高い安定性と柔軟な保護によりアセットを保全

•• 経済的なソリューションで複雑性を除去、コスト
を低減

•• 誰とでも、どこからでも、リアルタイムでコラボ
レーション

•• 業界での実績の高いメディア技術によりワークフ
ローを高速化

•• Media•Composer、Pro•Tools®、MediaCentral•
などのお気に入りのAvidツールまたは3rdパー
ティ製ツールおよびシステムで作業

•• アセットを迅速に検索して、メディア制作やコン
テンツの収益化を促進

今日の制作に必要な安定性、そしてその先へ繋がる将来のための拡張性と技術のために
投資しましょう。Avid•NEXIS®•は、あらゆるメディア・アプリケーションに対応し、ニー
ズに合わせたダイナミックなストレージ提供を可能にするメディア制作向けのソフトウェア
定義ストレージ・プラットフォームです。このパワフルなシステムは、最も要求の厳しい
放送、ビデオ・ポスト、オーディオ、教育、企業環境における制作を効率化する比類な
いメディア・パフォーマンス、スケーラビリティ、信頼性を提供します。エンジンを混在させ、
ダイナミックかつ柔軟な仮想的なストレージ・プールを形成し、ワークフローを加速します。
Avid•NEXIS は、ビジネスのあらゆる場面と成長にあわせて拡張できる唯一のストレージ・
ソリューションです。

ソフトウェア定義ストレージ・プラットフォームで柔軟性を実現
Avid•NEXIS は Avid およびサードパーティ両方のアプリケーション・ワークフロー、および
MediaCentral®•Platformを介したソリューションに簡単に統合でき、メディア制作を高速化できま
す。Avid•NEXIS は、ストレージ容量を必要に応じて素早くかつ簡単に設定することが可能です。プ
ロジェクトやクライアントに合わせて、ワークスペースの容量、パフォーマンス、ドライブ保護を調整・

提供します。また、Webインターフェースを通じて、システムを便利に管理することができます。

パフォーマンスとスピードを促進
HD 仕上げを処理するためのパワーが必要ですか？Avid•NEXIS ｜ E2エンジン用の新しい 9.6•
TB/19.2•TBの SSDメディアパックなら、優れたアクセス・スピード、向上したスループット、4Kマ
スタリング・ワークフローの高速化に必要な信頼性を得ることができます。帯域幅に負担をかけるメディ
アを、最大 8倍向上したハードディスク読み取り性能でリアルタイムに編集。さらに、可動部品がな
いため、ワークフローに優れた安定性を付加します。

驚きのスケーラビリティと保護機能
共通のAvid•NEXIS ｜ FSファイル・システムにより駆動されるAvid•NEXIS は、小規模のチームか
ら大規模なメディア・エンタープライズまでに対応し、1システムごとに最大 4.8•PB のストレージ容量、
20•GB/sを超える帯域幅を提供します。そのスケールアウト・アーキテクチャにより、1つのシステ
ム内で複数のエンジンを組み合わせることができ、必要に応じてキャパシティと帯域幅をアップグレー
ドし、高い稼働率が要求される場合に冗長性を加えることができます。もちろん、万全のセキュリティ
とフェイルセーフ設計のディスク保護機能も提供します。

変更をオンザフライで
メディア制作は予測不能です。Avid•NEXISを使えば、中断や停止することなく、ダイナミックなス
トレージ構成を変更することができます。重要性の低いワークフローを抑制して、重要なプロジェク
トや優先度の高いチームのアクセスを最大限に高めたり、Media•Composer® ｜ Cloud および
MediaCentralと合わせて使うことで、遠隔地にいるスタッフとの協業的ワークフローを実現します。
また、新たなプラットフォーム・アプリケーションやサービスに対応するためにワークフローを拡張する
ことも簡単に行うことができます。

詳細は、AVID.COM/NEXISを 
ご覧ください。
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System Director Appliance 冗長コントローラ

外部の（内蔵されていない）System•Director•Appliance は 2 種
類のオプションで利用可能で、以下条件の 1つ以上に該当する全ての
EクラスのAvid•NEXIS システムでは、この 2U装置が必要です。:
40を上回るクライアント接続が必要
ネットワークした全エンジンで、5 パック以上のメディアパック（50ド
ライブ）を有する
Avid•NEXIS ｜ E5ストレージ・エンジンを含む
メディアのミラー保護が必要

Avid•NEXIS•E クラス・ストレージ・エンジンとSystem•Director•
Applianceと併用する場合、このオプションのコントローラが、可用
性を高め、システムを冗長化できます。

機能 •• 1 台のAvid• NEXISシステムで、Extended• File• Systemライセ
ンスでは5～ 24、Advanced• File• Systemライセンスでは5～
48メディアパックまで対応可能
•• 1 台のAvid• NEXISシステムでさらに多くのクライアントを接続可能
――Extendedライセンスでは最大 165、Advancedライセンス
では最大 330
•• 可用性の高い性能と保護が可能
•• システムの対応可能なファイル総数を800万ファイルから2,000 万
ファイルまで拡大
•• 現場交換可能なモジュール式システム・ディレクター・コントローラ
•• システム構成およびメタデータ管理用のホットスワップ可能なSSD×
2
•• 冗長電源および冷却ファン
•• 冗長コントローラを使用して冗長性を提供
•• ラックマウント可能な2U筐体

•• ストレージ・エンジン毎に可用性の高い性能と保護が可能
•• コントローラが問題に遭遇した場合、重要なサービスの自動フェイル
オーバーに対応
•• ハードウェア交換時の中断や無駄な待ち時間を回避
•• 構成不要なコントローラ交換に対応（不良ハードウェアの交換は構成
作業が不要）

オプション •• 冗長コントローラ

オプション
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内蔵 System Director を使用する 
Avid•NEXIS ｜ E2および E4ストレージ・エンジン―単体あるいは混在
•• 4×メディアパック（計 2.4GB/s の帯域幅）、最大 400TBのストレージ容量
•• 最大 40クライアントまで同時利用可能
•• 800 万ファイルまで対応

Extended File System ライセンスで
System Director Appliance を追加する
Avid•NEXIS ｜ E2、E4、E5ストレージ・エンジン―単体あるいは混在
•• 24×メディアパック（計 14.4GB/s の帯域幅）、最大 2.4PBのストレージ容量
•• 最大 165クライアント、2,000 万ファイルまで対応

•• コントローラーを追加して冗長性を提供

Advanced File System ライセンスで
System Director Appliance を追加する
Avid•NEXIS ｜ E2、E4、E5ストレージ・エンジン―単体あるいは混在
•• 48×メディアパック（計 20GB/s の帯域幅）、最大 4.8PBのストレージ容量
•• 最大 330クライアント、2,000 万ファイルまで対応
•• 冗長コントローラを使用して高い稼働率を提供

Avid NEXIS ｜ E5 Avid NEXIS ｜ E4

大規模の放送局やポストプロダクション環境向けの、エンタープライズ
クラス /エンタープライズレベルのストレージ・エンジンで、最高レベ
ルの拡張性、性能、クライアント接続性を提供します。外部 System•
Director•Appliance が必要です。

中規模から大規模のポストプロダクション、放送、オーディオ、政府
機関、企業、メディア教育環境向けの、エンタープライズ / 施設レベ
ルのストレージ・エンジンで、高い拡張性、性能、コラボレーションを
提供します。

機能 •• Avid• NEXIS ｜ FSファイル・システム（これにより、システムへの
アクセス、システムの拡張、カスタマイズ、構成、管理、保護およ
び保全が可能）
•• 1エンジンに最大 8メディアパック（20TB、60TB、または100TB
の HDD、最大 3.2MB/s の帯域幅を提供）、80TBから800TBの
ストレージ容量
•• 1 つのシステム内でE5と他の Eクラス・エンジンを最大 48のメディ
アパックと組み合わせることで80•TB～ 4.8•PB の範囲で拡張可能
•• 現場交換可能なモジュール式ストレージ・コントローラ
•• システム構成およびメタデータ管理用のホットスワップ可能な•
SSD×2
•• ホットスペア・ハードディスク・ドライブ x2
•• 40•Gigabit•Ethernet•（40GbE）
•• 冗長電源および冷却ファン
•• ラックマウント可能な5U筐体

•• Avid• NEXIS ｜ FSファイル・システム（これにより、システムへの
アクセス、システムの拡張、カスタマイズ、構成、管理、保護およ
び保全が可能）
•• 1エンジンに最大 2メディアパック（20TB、60TB、または100TB
の HDD、最大 1.2MB/s の帯域幅を提供）、20TBから200TBの
ストレージ容量
•• 1 つのシステム内でE4と他の Eクラス・エンジンを最大 48のメディ
アパックと組み合わせることで20•TB～ 4.8•PB の範囲で拡張可能
•• 現場交換可能なモジュール式ストレージ・コントローラ
•• システム構成およびメタデータ管理用のホットスワップ可能な•
SSD×2
•• 10•Gigabit•Ethernet•（10GbE）
•• 冗長電源および冷却ファン
•• ラックマウント可能な4U筐体

基本構成 •• 1エンジン・コントローラ、20TB×4メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、60TB×4メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、100TB×4メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、20TB×8メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、60TB×8メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、100TB×8メディアパック

•• 1エンジン・コントローラ、20•TB×2メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、60•TB×2メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、100•TB×2メディアパック

オプション •• 冗長コントローラ
•• 20•TB•メディアパック
•• 20•TB•メディアパック
•• 100•TB•メディアパック

•• 冗長コントローラ
•• 20•TB•メディアパック
•• 60•TB•メディアパック
•• 100•TB•メディアパック
•• ホットスペア・ハードディスク・ドライブ x2

ビジネス・ニーズに合わせてハードウェア・コンポーネントを組み合わせることで、独自のAvid•NEXISストレージ・システムを構築することができます。

ストレージ
エンジン

ニーズに合わせた構成
全てのAvid•NEXIS ハードウェア要素は、ストレージ・エンジンを何台使っていて
も、全てのメディアを結合することが可能な、高度にインテリジェントで拡張的な
ファイル・システムAvid•NEXIS ｜ FSにより動作します。複数のエンタープライ
ズ・クラス（“E”）エンジンを混在させることで最大限の拡張性を実現します。また、
小規模制作には、スタンドアロンのプロフェッショナル・クラスのAvid•NEXIS ｜
PROシステムを選択することができます。その後、メディアパックを追加してスト
レージ容量やパフォーマンスをいつでも増大できます。

Avid•NEXIS ｜ E2および E4ストレージ・エンジンは、強固なシステム管理を提
供するSystem•Directorを搭載しつつも、価格は手頃であるため、小規模な
ワークグループやチームもAvid•NEXIS のメリットを体験することができます。大
規模な施設、E5エンジン、高い可用性が必要な場合には、System•Director•
Applianceを追加して、能力を拡大することができます。さらには System•
Director•Applianceに冗長コントローラを追加してさらなる保護を加えることも
できます。

Avid NEXIS ｜ E2 Avid NEXIS ｜ PRO

小規模から中規模のポストプロダクション、放送、オーディオ、ライブ
イベント、教会、政府機関、企業およびメディア教育環境向けの、エ
ンタープライズ / 施設レベルのストレージ・エンジンは、拡張性、性能、
コラボレーションを提供します。

フリーランスのプロフェッショナル、小規模ポスプロ、オーディオ、教
会、政府機関、企業およびメディア教育環境向けに、このプロフェッショ
ナル・クラスのスタンドアロン・ストレージ・システムは、他の Avid•
NEXIS ストレージ・エンジンと併用できますが、物理的に混在させる
ことはできません。

機能 •• Avid• NEXIS ｜ FSファイル・システム（これにより、システムへの
アクセス、システムの拡張、カスタマイズ、構成、管理、保護およ
び保全が可能）
•• 1エンジンに最大 1メディアパック（20TB、60TB、または100TB
の HDD、最大 1.2MB/s の帯域幅を提供）で20TBから100TB、
1エンジン1つのSSDメディアパック（最大3•GB/sの帯域幅を提供）
で9.6TBまたは19.2TBのストレージ容量
•• 1 つのシステム内でE2と他の Eクラス・エンジンを最大 48のメディ
アパックと組み合わせることで9.6•TB～ 4.8•PB の範囲で拡張可能
•• 現場交換可能なモジュール式ストレージ・コントローラ
•• システム構成およびメタデータ管理用のホットスワップ可能な•
SSD×2
•• 10•Gigabit•Ethernet•（10GbE）
•• 冗長電源および冷却ファン
•• ラックマウント可能な2U筐体

•• Avid• NEXIS ｜ FSファイル・システム（これにより、システムへの
アクセス、システムの拡張、カスタマイズ、構成、管理、保護およ
び保全が可能）
•• 1エンジンに最大 1メディアパック（最大 600MB/s の帯域幅を提
供）、20TBから40TBのストレージ容量
•• Avid• NEXIS ｜ PROエンジン4台を1つにまとめて20TB から
160TBまで拡張可能（Eクラス・エンジンとの混在不可）
•• 現場交換可能なストレージ・コントローラ
•• システム構成およびメタデータ管理用のホットスワップ可能な•
SSD×2
•• 10•Gigabit•Ethernet•（10GbE）
•• 冗長電源および冷却ファン
•• ラックマウント可能な2U筐体

基本構成 •• 1エンジン・コントローラ、20•TB×1メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、60•TB×1メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、100•TB×1メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、9.6•TB•SSD×1メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、19.2•TB•SSD×1メディアパック

•• 1エンジン・コントローラ、20•TB×1メディアパック
•• 1エンジン・コントローラ、40•TB×1メディアパック

オプション •• 冗長コントローラ（SSDシステムには適用不可）

ストレージ
エンジン
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