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StorNext AELアーカイブ

ビッグデータ用StorNext ソリューション
DNA の配列解析から高画質ビデオ監視や地震探査まで、あらゆる業界のユーザーは、
ビッグデータと呼ばれる非構造化デジタル資産の驚異的な増加を経験しています。この
デジタル・コンテンツは、データ量が多く、かつ急速に増加し、企業や機関にとって
®
高い価値を持っています。StorNext アプライアンスは、ビッグファイルを扱うビッグ
データ環境向け専用に設計されており、コスト効率と管理の容易性に優れた高性能でス
ケーラブルなソリューションをユーザーに提供します。これらの階層型ストレージ・ソ
リューションには、データ保護および自己診断機能を搭載したニアライン・アーカイブ
製品のファミリーであるStorNext AELアーカイブが含まれています。これらの機能に
よって、重要なビッグデータが保護され、時間が経過してもアクセス可能であることを
確実にします。
コスト効率に優れた階層型ストレージ
StorNext AELアーカイブは、データ管理ポリシーにコスト効率に優れたテープ・ス
トレージと組み合わせることで、シンプルなファイル・システム・インターフェース
による数PB のデータへのアクセスを可能にします。LTO-5メディアを使用した場合、
StorNext AEL500アーカイブでは600TB （400スロット以上）以上のデータを保存可
能です。一方StorNext AEL6000はニアライン・ストレージとして8PB （5,000スロッ
ト以上）以上に拡張可能です。StorNext ファイル・システムとStorNext AELを統合
することで、アクセス頻度の高いデータを高性能ストレージに保存し、アクセス頻度の
低いデータは電力、冷却、床面積が少なくてすむ安価なテープ・メディアに移動できま
す。データの移動およびティアリングは、ユーザーからは透過的に行われるので、ユー
ザーがStorNext ファイル・システムにファイルを保存すると、そのファイルの保存さ
れている階層を意識せず常にアクセス可能になります。
長期のデータ整合性
StorNext AEL製品には、ポリシーに基づいたデータ整合性チェック機能が含まれてい
ます。この機能によって、アーカイブされているデータが必要になったときには、常
に使用可能であることが確実になります。StorNext AELには、アーカイブされたメ
ディアのテストおよび検証を行い、すべてのカートリッジの状況をレポートするEDLM
（Extended Data Life Management ）機能が搭載されています。EDLM によって
疑わしいテープ・カートリッジが検出されると、元のカートリッジ上のデータは新しい
カートリッジに自動的にコピーされます。このデータ整合性機能によって、重要なコン
テンツが常にアクセス可能であり、ディザスター・リカバリーに確実に対応できるよう
になります。
投資の保護

主な特長と利点

■ このタイプでは最初のソリューション（クア
ンタム独自）- オフラインでのテープ・データ
の整合性チェックを継続的に行うユニファイ
ドなStorNext アーカイブ・ソリューション
■ 自動ティアリングによるコスト削減 ‒ アク
セス状況に基づいてデータを自動的に移動す
るストレージのティアリング機能によって、
アクセス頻度の高いデータをディスクに配置
し、アクセス頻度の低いデータを安価なテー
プ・メディアに配置
■ 自己診断ソリューション ‒ StorNext Storage
Manager では疑わしいカートリッジを検出
すると、EDLM ポリシーによって疑わしいメ
ディア上のデータを自動的に新しいメディア
にコピー
■ 管理の削減 ‒ 自動データ階層化、テープ・
データ整合性チェック + 自己診断機能による
管理作業およびオプション使用の軽減
■ スロット数に基づいた価格モデルによるTCO
の大幅な削減 ‒ 新しいテープ・テクノロジー
（例：LTO-5からLTO-6）による容量の効率
的な倍増に対応
■ ワールドクラスのサービス・チームによるサ
ポート ‒ ソフトウェアおよびハードウェアの
すべてをクアンタムのサービス・チームがサ
ポート
■ キャパシティ・オン・デマンドによるデータ
量の増加への対応 ‒ 業務を中断することなく
迅速かつ簡単に拡張できるため、ストレージ
の増加が容易

StorNext AELアーカイブは、長期のデータ保存の場合でも投資を保護することが可能
になるようスロット数に基づいた価格モデルを採用しています。世代の進化によるテー
プ・メディア容量の増大に合わせて、追加のソフトウェア・ライセンスを購入すること
なくStorNext AELアーカイブの容量を増加できるため、初期投資が低価格ですみ、長
期間でのTCO は極めて低くなります。
www.quantum.com/jp/

S torNext

製品仕様

ソリューション

規格・認証

StorNext AEL500アーカイブ
StorNext AEL500アーカイブは、ミッドレンジ
のデジタル・アーカイブで必要となる機能を完
全なエンドツーエンドのソリューションとして
提供します。
StorNext AEL500アーカイブの同梱品：

StorNext AEL6000アーカイブ
StorNext AEL6000アーカイブは、大規模なデ
ジタル・アーカイブで必要となる機能を完全な
エンドツーエンドのソリューションとして提供
します。
StorNext AEL6000アーカイブの同梱品：

• StorNext Storage Manager ソフトウェア
• EDLM ソフトウェア
®
• 適切なスロット数に構成されたScalar i500

• StorNext Storage Manager ソフトウェア
• EDLM ソフトウェア
• 適切なスロット数に構成されたScalar i6000

•
•

•
•

•
•
•
•

テープライブラリー
41または133のアクティブ化されたスロット
最大409スロットまで拡張可能
HP LTO-5 8Gb FCテープドライブ3台
EDLM ライセンスとEDLM LTO-5スキャ
ン・ドライブ1台（データ整合性チェックで
のテープ・スキャン用）
Scalar Advanced Reportingソフトウェア
（ドライブとアクティブ・メディアの使用状
況の監視）
ライブラリー・パーティショニング - 最大
16の論理ライブラリーを構成
2N冗長構成の電源
保守契約は別売のGoldにレベルアップする
ことが必須

•
•
•
•

テープライブラリー
400、700、1,500、3,000、または5,000
のアクティブ化されたスロット
HP LTO-5 8Gb FCテープドライブ4台
EDLM ライセンスとEDLM LTO-5スキャ
ン・ドライブ1台（データ整合性チェックで
のテープ・スキャン用）
Scalar Advanced Reportingソフトウェア
（ドライブ使用率とアクティブ・メディアの
使用状況の監視）
ライブラリー・パーティショニング - 最大
16の論理ライブラリーを構成
2N冗長構成の電源
保守契約は別売のGoldにレベルアップする
ことが必須

* AEL500の当初の出荷ではEDLM ソフトウェアおよびハードウェアとの引換えクーポンが含まれま
す。その後の出荷では製品にEDLM が搭載れています。

AEL500

IEC 60950および世界各国の独自修正

電磁波放射基準：

CISPR 22 Class A 、EN55022 Class
A 、EN61000-3-2、EN61000-3-3

Class A ：FCC CFR-47 Part 15、CISPR
22、EN55022、VCCI、KCC

CE （欧州）、VCCI（日本）、TUV/
GS（ドイツ）、FCC（米国）、ICES
（カナダ）、cTUVus（米国およびカ
ナダ）、GOST（ロシア）、MIC（韓
国）、BSMI（台湾）

CE 、cTUVus、KCC（MIC）、GOST、
VCCI

基準

EN 55024

電磁耐性基準：
国際認証：

AEL500
• 追加用46スロットの容量拡張アップグレード
拡張モジュールは含まれていません
• 追加用テープドライブ
• 追加用EDLM ドライブ
• StorNext Storage Manager ボールト

AEL6000
• デュアル・ロボット・フィーチャー
• 追加用100スロットの拡張
•
•
•
•
•

• StorNext Distributed Data Mover

拡張モジュールが含まれています
追加用テープドライブ
追加用EDLM ドライブ
アクティブ・ボールト
StorNext Storage Manager ボールト

StorNext Distributed Data Mover

AEL500

電源：

20〜80％（動作時、結露なし）

10〜90％（動作時、結露なし）

10〜40℃（動作時）

温度：
湿度

基本モジュー
ルのサイズ

テクノロ
ジー

ドライブ
台数

スロット
数

AEL500

14U、23U

LTO-5

3〜18

41〜409

LTO-5

4〜96

400〜
5,376

AEL6000

2〜12キャビ
ネット

AEL500

ライブラリー・イン
ターフェース：

8Gb FC、4Gb FC、6Gb SAS、3Gb
SAS、SCSI-2/SCSI-3 LVDインター

フェース・オプション

8Gb FC

基本ユニットの
アクティブ・
スロット数

41、133

400、700、
1,500、3,000、
5,000

容量（TB ）
最大614

信頼性

取外し可能マガジン内に最大54
（LTO ）スロット

AEL500

AEL6000

ライブラリーMSBF：

2,000,000回以上

2,000,000回以上

電源：

基本ユニットおよび拡張モジュール
で2N冗長構成の電源

すべてのモジュールで2N冗長構成の
電源

診断機能：

主要なサブシステムのモニタリン
グ、自己診断、システム管理者また
はクアンタムのサービス・チームへ
のポリシーベースの電子メールまた
はポケットベル通知

主要なサブシステムのモニタリング、
自己診断、システム管理者またはクア
ンタムのサービス・チームへのポリ
シーベースの電子メールまたはポケッ
トベル通知

モジュール・アップ
グレード：

すべてのストレージ・モジュールは
30分未満で増設可能。ユーザーが設
置可能なコンポーネントは、ドライ
ブ、ファン、電源、スロットのアッ
プグレード

拡張モジュール・ハードウェアはキャ
パシティ・オン・デマンド・ライセン
ス・キーを購入することで、無償で提
供されます。追加モジュールは、すべ
ての容量レベルへの中断のない増加に
対応したインストールが可能

30分

Advanced Reporting：
EDLM （拡張データ・ライフ・マ
ネージメント）：

最大8,064

AEL6000
ネイティブ・ストレージ・ネットワーキ
ング8Gb FC、ネイティブ8Gb FC、ス
トレージ・ネットワーキング4Gb FC
ドライブ経由の8Gb FCによるブリッ
ジ、または統合I/Oブレード経由の4Gb
FCによるブリッジ

インベントリ速度： 55秒（平均的な5U構成の場合）、110 100スロットを20秒
秒（平均的な14U構成の場合）
インポート/エク
スポート：

15〜35℃（動作時）

20分

高度な機能

動作
ドライブ・イン
ターフェース：

AEL6000

100〜-240 VAC、2〜24 kVA

デュアル・ロボット
（AEL6000のみ）：

容量構成
モデル

EN55024、KN55024

100〜240VAC、50〜60 Hz

相互運用性
StorNext AELファミリーは以下の製品との構成が可能
• StorNext M330メタデータ・コントローラー・アプライアンス
• StorNext Q シリーズ・ストレージ・アプライアンス
• StorNext ソフトウェア

TUV IEC-60950-1:2006 CB Scheme、
EN60950-1 2nd Edition

使用環境

ライブラリーMTTR：

オプション

AEL6000

安全規格：

取外し可能マガジン内に最大528
（LTO ）スロット、拡張I/E

アクティブ・ボールト
（AEL6000のみ）：
ネイティブ・ストレージ・ネット
ワーク：

高可用性を実現するための冗長ロボットの構成が可能。これに
よって、ライブラリーは片方のロボットで障害が発生した場合
でも動作を継続
メディア整合性解析レポート、メディア使用率レポート、ドライ
ブ使用状況レポート、メディア取り出し通知、レポート自動作成
と配布リストへの配信機能を備えたレポート・スケジュール
長期保存されているアーカイブまたはDR 用のカートリッジに関する
メディア使用状況レポート。通常の操作とは別に収集される情報：
‒ テープ・スキャンの自動スケジュール
‒ StorNext Storage Managerソフトウェアによるポリシーに基づ
いたデータの移動（EDLM ポリシーによる疑わしいテープ・カー
トリッジから新しいテープ・カートリッジへのデータの移動）
カートリッジのライブラリー内ボールト
StorNext Storage Manager のボールト機能との統合
制御パスとデータ・パスのファイルオーバー、LUNマッピング、
ドライブ・ファームウェア・レベルの自動設定

サポートされている環境
ホスト・オペレーティング・システ Sun Solaris、HP-UX 、IBM AIX 、RedHat EL、SuSE ES、
ムおよびクライアント・タイプ： Microsoft Windows、Mac OS X* 、CentOS、Scientific
Linux、Oracle Linux
テープドライブ：
HP、IBM 、Sun/StorageTek
テープライブラリー：
Quantum、Dell 、HP、IBM 、Oracle/Sun/StorageTek 、
Sony Petasite、QualStar 、SpectraLogic

* Mac OS X をサポートするためにはApple社のXsan製品が必要です。詳細情報は、www.apple.
com/xsanをご参照ください。
注意：対応するオペレーティング・システムの一覧については、www.quantum.comでStorNext
Supported Environments List を参照してください。

当製品の販売に関するお問い合わせは右の販売代理店または取扱店までお願いします。

http://www.quantum.com/jp /

正規販売代理店及び取扱店
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