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グリッドの中で
M e diaG ridシステムの 主要コンポーネントは C o ntentD irecto rと
ContentServersです。
ContentDirectorsはファイル
システム全体の コント
ローラとして機能し、
システムへのデータの配布管理や、システムからメディアを取り出す際
のクライアントへのデータマップ提供などを行います。
C ontentServersはメディアの保存とアクセスを実際に行うエンジンとして
機能します。ContentServersは2TB の「高帯域」
と24TB の 「高容量」コ
ンフィグレーションが用意された、一定の大きさのストレージ容量、高帯
域ネットワークアクセス、および処理能力を持つ個々のストレージサー
バです。 ContentServersはスマートノードであり、クライアントや互いの
コミュニケ
ーションにContentDirectorsによる補助は必要としません。 こ
れらのノードはGigabit Ethernetファブリックを通じて互いに接続されてい
ます。このシンプルな構成を通じてM ediaG ridは拡張性、信頼性および
管理性を獲得しています。
高度な拡張性を持つM ediaG ridは、数テラバイト程度から1ペタバイト以
上までの容量に対応します。 帯域幅は1秒あたり数ギガバイトから、
ContentServerの追加によってその数倍の レベルにまで達します。 ユ
ーザは必要に合わせてネットワークの帯域幅と冗長性を選択すること
ができます。複数のギガビットリンクを使用することにより、MediaGridは
システム全体にわたる拡張に対応します。 ひとつの接続を通じて、保
存されているどのコンテント
へのアクセスも可能です。
ファイルのスライスと複製は、そのファイルがM ediaG ridに書き込まれるときに行われます。各ノードがイ
ンテリジェントな処理能力を備えていることによって、ジョブが可能な限り短時間に完了することが保証
されます。

ファイルをスライスし、システムに配布する際には、調整可能な複製係
数 に 基 づ い て 各 ス ライス の 複 製 が い くつ も作 成 され 、他 の
C ontentS erver上の他のドライブに配布されます。この仕組みにより、
M ediaG ridはそれほど使用されないコンテンツよりも、重要な、または需
要の大きなコンテン
ツに対して高い回復性と帯域を提供できます。

MediaGrid内の各ContentServerは、緊密に統合されたストレージ 容量、ネットワーキング帯域幅、およ
び処理能力の緊密な組合せによって構成されています。

革新的なMediaGridファイル
システム
M ediaG ridアーキテクチャの中心となっているのは、大きなメディアファイ
ルの管理に特有なニーズに合わせて設計された分散型ファイルシステ
ムです。
M ediaG ridはストレージの構成因子として、従来のデータストレージシス
テムが使用するブロックではなく、ファイルスライスを使用するファイル
セグメント・スキームを採用しています。 各ファイルは複数のスライス
に分割され、これらのスライスはC ontentServerプールのさまざまな場所
に保存されます。スライスの配布と、スライスの保管場所を記憶するデ
ータベースの管理はC ontentD irectorsが監視します。 M ediaG ridのス
ライスは8M B の規格サイズを持ち、システムの改善と性能の両方を保
証するインテリジェントな手段によりストレージに保存され、そこから取り
出されます。

スライスとその複製が同一コンテンツサーバ上に存在することはありま
せん。これにより、いずれかのドライブやC ontentServerに障害が発生し
ても、システム内にはすべてのファイルのすべてのスライスが存在し、
中断されることなくアクセスできることが保証されます。 さらに、
M ediaG ridは従来のパリティドライブ方式に回復性を依存していないた
め、時間のかかるR A ID リビルドは不要となりました。 障害が発生した
C ontentS erver上にどのスライスが存在したかはC ontentD irectorが管
理しており、システム内のすべてのC ontentServerに対し、管理者による
手作業なしに欠落しているレプリカを自動的にコピーするよう直ちに指
示します。
スライスを使用することによってアクティブな一貫性監視も可能になり、
これは帯域幅の制約のためクライアントがデータへのアクセスを試みる
までデータの紛失が発見されない従来のR A ID システムに勝ります。
M ediaG ridはクライアントによるアクセスを妨げることなくシステム内のす
べてのスライスの状況をアクティブに監視し、R A ID では行えなかった機
能を実現しています。
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