エンタープライズ グレードのストレージシステム

ES1640dc v2 / EJ1600 v2 シリーズ

強力な ZFS システムを備えた Intel® Xeon® E5 デュアルコントローラ ストレージ

多様なエンタープライズ アプリケーション
✔ 高可用性ファイルサーバー
✔ 仮想サーバー、デスクトップ仮想化
✔ オンライン ビデオストリーミング、画像編集、

デジタル監視
✔ 高性能ファイルバックアップ、スナップショット、
リモート複製

EJ1600 v2

ES1640dc v2

SAS12 Gb/s 対応

デュアルコントローラ アーキテクチャ ストレージ
拡張ユニット
OpenStack Hybrid Cloud を
簡単構築

b.

Platform9 は、QNAP QES オペレーティングシステムとも
完璧に機能する、新しいクラウドベースの OpenStack
管理プラットフォームです。

高性能リモート複製
SnapSync はデータのデデュプリケーションと圧縮に対
応しています。変更されたデータだけを転送しますの
で、データ転送量を飛躍的に縮小することが可能とな
ります。また、VMware SRM (Site Recovery Manager) に
も完全に対応しています。

a.

SAS

完璧なネットワーク インターフェイス
a. 2 ポート 10 GbE RJ45

b. 4 ポート 10 GbE SFP+

SnapSync

M.2

NVRAM

Nearly Zero
Downtime

2.5’ 3.5’

SAS

12Gb/s

Ready

Storage
Expansion

エンタープライズクラス、デュアルアク
ティブ コントローラ搭載 ZFS NAS
QNAP は、負荷やアプリケーションの需要を満たすために、新シリーズのエンタープライズ ストレージ (ES) NAS を発表します。この
新シリーズには、エンタープライズクラスのストレージ向けに構築された専用システム、QES (QNAP Enterprise System) オペレーテ
ィングシステムが搭載されています。

ほぼゼロのダウンタイムの可用性
Enterprise ZFS NAS アーキテクチャは、高性能デュアル Intel® Xeon® E5-2420 v2 プロセッサを備えた強力なバックエンドス
トレージベースを有しており、データセンターストレージに適合するために、そのデュアルアクティブコントローラを
用いて、中断のないサービスとほほゼロのダウンタイムを実現します。その内蔵フェールオーバーメカニズムを用いる
ことにより、一つのコントローラが故障した場合、他方のコントローラが、サービスを中断させることなく、ディスク
ボリュームとストレージリソースの制御をシームレスに引き継ぎます。故障したコントローラをシステムを動作させた
ままで交換し、高可用性を実現することができます。

アクティブ･アクティブ HA
デュアル コントローラー
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フィールド交換可能ユニット (FRU) 設計
QNAP Enterprise ZFS NAS は、多くのハードウェアコンポーネントでフィールド交換可能ユニット (FRU) 設計を採用して
います。高度なサービス性や信頼性を可能にするために、ストレージコントローラ、ファンモジュール、電源ユニット
(PSU)、バッテリーバックアップ本体 (BBU) など、故障したパーツを交換することができます。

シャーシを開かなくても、コントローラに
簡単にアクセスして交換できます。

PSU
BBU

ファン

バッテリーで保護された NVRAM 用電源ユニット
およびバッテリーバックアップ本体は、ツール
を必要とせず、シャーシを開かなくても手軽に
交換可能です。

ファンモジュールも
簡単に交換できます。

柔軟なストレージ拡張
QNAP Enterprise JBOD (EJ) シリーズは、QNAP Enterprise ZFS NAS 向けに設計されたデュアルコントローラ拡張エンクロー
ジャです。ES1640dc v2 を高速 mini-SAS ケーブルで複数の拡張エンクロージャに接続すると、高密度、高効率、高拡張性
の利点を生かし、ノンストップ ストレージ拡張を実現することができます。

Mini-SAS

EJ1600 v2 JBOD

ES1640dc v2

デュアルループ シャーシ接続アーキテクチャ
ES1640dc v2 は効率性の高いストレージ拡張ソリューションを提供し、増え続
けるデータに対応するために複数の EJ1600 v2 (SAS 12 Gb/s) 拡張エンクロージ
ャに接続することができます。ES1640dc v2 をシャットダウンしなくてもスト
レージスペースをオンラインで拡張することが可能ですので、サイズの大き
いファイルや仮想化アプリケーションなどを保存するためのストレージ機器
について最高の投資効果を上げることができます。ES1640dc v2 を EJ 拡張エン
クロージャに接続したときの生の最大容量、および 1 つのストレージプール
は最大 1PB です。

ES1640dc v2

EJ1600 v2

1か所が故障しても
サービスが正常に
継続されます。

安定した通信を可能にする 12 Gb/s Mini-SAS ケーブル
SAS は、ファイバーチャンネルと比較して低コストで性能と拡張性を提供します。しかし、複数の拡張エンクロージャ
に接続すると、通信品質や 12 Gb/s mini SAS ケーブルの信頼性が著しく影響を受けます。QNAP mini-SAS ケーブルは生の
EPROM に長さ情報を書き込み、システムの通信品質を向上させ、信頼性を高めます。
アクセサリの購入はこちらからどうぞ : http://shop.qnap.com/

リアルタイム デデュプリケーション
情報化時代に突入するにつれ、企業や組織はできるだけ多くのデータを維持する方法を探っています。また、特定のデータは永久的に
保管することが法律で義務付けられる可能性もあります。このデータの使用頻度は少ないかもしれませんが、増大し続けており、有効
なストレージスペースを消耗し続けています。限られた予算で増大し続けるこのようなデータを保管、転送することは容易なことでは
なく、追加の保存装置を購入し続けることは現実的ではありません。さらに、仮想化アプリケーションの人気が高まるにつれて、ソリ
ッドステートストレージ環境への需要も高まっていますが、装置当たりの費用が従来のハードドライブと比較して高いという課題もあ
ります。多くの企業がこのような問題に直面している今、QNAP は QES データ デデュプリケーション テクノロジーというソリューシ
ョンをお届けします。
ファイル圧縮とシングルインスタンス ストレージは共に省スペース技術です。データのボリュームを縮小し、ストレージスペースを
最適化することができます。ただし、圧縮技術はクロスファイル ブロック分析は行いません。したがって、ファイルの内容が 90% 同
じであっても、それぞれのファイルが独立したスペースを占有します。したがって、圧縮後も各ファイルは個別の圧縮ファイルとなり
ます。また、画像やオーディオ / 動画ファイルなどの暗号化したデータを圧縮しても効果はありません。シングル インスタンス スト
レージ技術はクロスファイル圧縮に対応しますが、精度はファイルレベルに制限されます。また、2 個のファイルの違いがわずかなブ
ロックだけである場合、または 1 文字しか違わない場合も、個々のファイルがそれぞれのスペースを占有します。
テクノロジーの種類

従来の圧縮

複製データの比較レベル バイト

シングルインスタンス ストレージ

デデュプリケーション

ファイル

ブロック
指定したボリューム全体

複製データの比較範囲

1 個のファイル内の特定サイズのバイト

指定したボリューム全体

長所

1 個のファイルの容量削減

クロスファイル比較

短所

シングルファイルに限る、暗号化され
たファイルに対しては効果がない、
同じファイルを個別に保管

2 個のファイルにある重複部分を比較
できない、わずかに異なるファイルも
個別に保存

さらなる CPU と RAM リソースが必要
( インデックス化のため )

標準デデュプリケー
ション比

2:1~5:1

3:1~5:1

5:1~20:1

クロスファイル比較、
異なるファイルの存在ブルブロックの
重複性を比較

ソリッドステートストレージ
リモート仮想デスクトップ

最適な適用
環境

シングルファイル圧縮

多数の同じ添付ファイルを持つ社内
電子メール

仮想サーバー
Nearline storage
リモートバックアップ ストレージ
電子メールアーカイブと固定コンテン
ツ ストレージ

QES にはクロスファイル分析機能と共に、リアルタイム、ブロ
ックレベルのデータ デデュプリケーション技術が搭載されて
います。ボリューム全体のデータ構造はブロックごとに分析さ
れ、各構造のコピーが 1 個だけが保持され、重複したコピーは
削除されます。インデックスによって、重複データを 1 つのデ
ータで論理的に表示することができるため、物理的ストレージ
スペースを節約できます。この処理は、大容量メモリと最新の
マルチコア プロセッサを使う利点によって、ほぼ「瞬時」に
行うことができます。データはディスクに書き込まれる前に、
デデュプリケーション計算が行い必要なスペースを縮小しま
す。オペレーティングシステムとアプリケーションは通常のデ
ータ アクセス方式を使用しますが、重複データにアクセスする
と、リアルタイム データ デデュプリケーション技術が以前作

C A B C D
B A B A A
D B B C A
Raw 値

データのデデュプリ
ケーション

A B
C D

デデュプリケート済みデータ

最新の QES バージョンは 1.1.3 です。既存の SHA256 アルゴリズムはも
とより、Skein および SHA512 アルゴリズムにも対応しています。

成したインデックスを使って元のフォーマットでデータを提供
します。
データ デデュプリケーションを有効にすると、メインメモリの消費量は増加します。たとえば、64KB のブロックで構成される 16TB のランダムデータに
対しては、14GB の dedup 表が作成されます。

重複排除と圧縮で VDI ストレージの性能を最大限に引き出す
高性能ランダム I/O を備えたオール・フラッシュ・ストレージは、データベース、オンライントランザクション処理 (OLTP)、仮想デス
クトップ インフラ (VDI) アプリケーションにとっての利点となります。オール・フラッシュ・ストレージは通常のハードドライブよりも
費用はかさみますが、データ デデュプリケーションと圧縮機能により、同じ容量のスペースでもより多くのデータを保存することが可
能となります。平均的なデデュプリケーション比 10:1 としたとき、ストレージスペースを 90%、ストレージ費用も 50% 削減できます。
スペース増量公式 スペース増量 = (1 - デデュプリケーション率 ) x 100%

SSD Flash
Storage Area

SSD Flash
Storage Area

C A B C D
B A B A A
D B B C A
デデュプリケーションなし

ストレージのスペース拡大~90%
ストレージのコスト削減~50%

A B C D
デデュプリケーション
(10:1 複製レートで計算)

データ デデュプリケーションおよび圧縮によりメモリを大幅節約
リアルタイム データ デデュプリケーション メカニズムや、ストレージデバイスやバスで性能の障害となる出入力負荷の高いアプリケ
ーションの他にも、最近はリアルタイム圧縮技術が新しいタイプのアプリケーションにも見られるようになってきました。
近年、非構成的データ ストレージの急速な需要の増加に伴い、平均的なファイルサイズも大きくなる傾向にあり、性能の低下を克服
するために低容量の SSD が採用されるようになってきています。しかし、企業は永久にストレージメディアを購入したり、データセ
ンターを拡張し続けたりすることはできないため、ファイルが占有するスペースを節約するようになったため、リアルタイム圧縮が主
要戦略となってきています。
リアルタイム圧縮はリソースを大量に消費するタスクですので、以前はそのほとんどをサーバーが行ってきました。そのため、通常は
フルロード状態になっているか、専用のデータ圧縮アプリケーション サーバーを追加導入するしかありませんでした。前者はサーバ
ーの性能が低下し、速度が遅くなります。後者は別途購入が必要になるため、費用がかさみます。リアルタイム圧縮に対応可能な性能
を備えたストレージ デバイスを使用することで、コストと時間を節約することができます。
データバックアップは、リアルタイム圧縮の標準的な応用です。リアルタイム データ デデュプリケーションをデータ圧縮と組み合わ
せることもできます。先にデータを圧縮してからデデュプリケーションを行い、全体的な SSD 環境の容量を効率的に節約します。こ
の方法はわかりやすく、企業が SSD の購入に費やすコストの大幅削減に即座に反映されるため、費用の節約という点において最も現
実的な方法であると言えます。
たとえば、リアルタイム データ デデュプリケーションとリアルタイム データ圧縮を組み合わせると、容量を確実に 50% も節約する
ことが可能です。したがって、企業は半分の容量の SSD を購入すれば良いということになります。たとえば、ES1640dc v2 を例にと
ると、16 台の SAS ディスク、総容量 1920GB から 1000GB を節約することが可能です。これは、11,200 USD に相当します。
SAS SDD

容量 (GB)

本体価格 (USD)

差額 (USD)

合計差額 (USD)

16

1920

2000

16

1600

1700

300

4800

16

1000

1300

400

6400

16

800

900

400

6400

16

500

750

150

2400

16

400

550

200

3200

16

200

400

150

2400

注意：HGST 800MH.B シリーズを計算の基礎としました。

QNAP Snapshot の特長
包括的かつ柔軟
QNAP Snapshot は、データをフル防御するために iSCSI LUN、QNAP NAS ボリューム、仮想 JBOD に至るまで、全体のスナップ
ショットを取得できます。SnapSync はセキュアリモート / オフサイト バックアップにも使用できます。

スナップショット

QNAP NAS および EJ ボリューム
ボリューム

スナップショット /
スナップショットクローン

スナップショットをリモートに保存

iSCSI LUN

QNAP Snapshot Agent によるアプリケーションコンシステントなスナップショット
iSCSI LUN 向け Snapshot Agent は、QNAP QES とリモートサーバーと接続し、スナップショットの整合性を保ちます。これらのリモ
ートサーバー上で、アプリケーション (VMware 仮想マシン、Hyper-V 仮想マシン、SQL サーバー、Windows ファイルサーバーなど )
を実行することで、ES1640dc v2 でスナップショットをキャプチャする前にメモリから iSCSI LUN にデータを書き込み / フラッシュし
ます。アプリケーションに一貫性が与えられ、必要なすべてのデータが含まれます。スナップショットを復元したとき、データは何も
失われません。Snapshot Agent には Windows 向け VSS Hardware Provider も含まれるため、Windows バックアップ ソフトウェア
は積極的にスナップショット リクエストを QNAP NAS に送信してサーバーの負荷を低減します。

1

バックアップソフトウェアは、
スナップショット要求を
Windows に送信します

3

ES NAS は、リクエストを受けとり、iSCSI LUN の
スナップショットを撮影します

Snapshot Agent VSS
ハードウェアプロバイダ

TM

2

Windows VSS は、データを iSCSI LUN にフラッシュし、
要求を VSS ハードウェアプロバイダに送信します
ES1640dc v2

4

ES NAS はバックアップソフトウェアにスナップショットを返送し、
バックアップジョブを実行します

iSCSI LUN

2
TM

Snapshot Agent

3

Snapshot Agent は、Windows で
VSS を有効化し、データを
iSCSI LUN にフラッシュします

1

ES NAS は、スナップ
ショットジョブを開始しな
ければなりません

あるいは、iSCSI LUN のすべての VM の
VMware スナップショットを行います

Snapshot Agent は、スナップ
ショットを行うことができる旨を
応答します
ES1640dc v2

iSCSI LUN

4

ES NAS はスナップショットを撮影

ハードウェア仕様
JBOD 拡張仕様

ハードウェア仕様

ES1640dc v2

機種番号

EJ1600 v2

拡張デバイスのモデル

3U、ラックマウント型

モデル

3U、ラックマウント型

モデル

Intel Xeon E5-2420 v2 6 コアプロセッサ
(2.2GHz、15MB L3、80W TDP)

ハードドライブの
最大対応数

合計 16 台 x 2.5 インチ /3.5 インチハード
ドライブおよび SSD

メモリ ( コントローラ毎 )

DDR3 ECC RDIMM 16GB x2
( 合計 32GB、64GB にアップグレード可能 ) 16GB x 1 (NVRAM)

ハードディスク
インターフェイス

SAS 12 Gb/s、SAS 6 Gb/s 互換

内部ハードドライブ対応

合計 16 台 x 2.5 インチ /3.5 インチハードドライブおよび SSD

ハードディスク インター
フェイス

SAS 12 Gb/s、SAS 6 Gb/s 互換

JBOD 接続ポート
( コントローラ毎 )
ファン
( コントローラ毎 )

CPU

JBOD 拡張インターフェイス
( コントローラ毎 )

デュアルポート mini-SAS 12 Gb/ 秒ポート (SFF-8644)

バックアップ NVRAM
( コントローラ毎 )
10G ネットワークポート
( コントローラ毎 )
PCIe 拡張スロット
( コントローラ毎 )
ファン ( コントローラ毎 )
電源

4、SFP+ (Intel XL710-AM1) / 2、RJ45 (LAN-10G2T-X550)*
PCIe スロット x 8 (Gen3 x 8 信号 ):LAN-10G2T-X550 プリインストール済
み、40 GbE ネットワークカード拡張として使用可能
PCIe スロット x 4 (Gen2 x 4 信号 ): デュアルポート mini-SAS カード
プリインストール済み
交換可能なヒートシンク ファンモジュール
(60 x 60 x 38mm、16000 RPM / 12v / 2.8A x 3)
770W 1+1 ホットスワップ冗長電源
(100-240V @ 50 / 60Hz)

交換可能なヒートシンク ファンモジュール
(60 x 60 x 38mm、16000 RPM / 12v / 2.8A x 3)
450W 100-240V@50/60Hz
( ホットスワップ冗長電源 )

温度

0。C ～ 40。C

相対湿度

5% から 95%

寸法 (mm)

618 ( 奥行 ) x 446.2 ( 幅 ) x 132 ( 高さ )

重量 ( 正味 )

正味重量 ( 本体 ): 24.11 kg / 53.04 lb
総重量 ( アクセサリおよびパッケージを含む ):
32.48 kg / 71.46 lb

12V、2200 mAh

*QNAP は、将来予告なく製品仕様を変更する場合があります。すべての仕様は事前
の通知なしに変更することがあります。

0。C ～ 40。C

温度
相対湿度

5% から 95%

寸法 (mm)

618 ( 奥行 ) x 446.2 ( 幅 ) x 132 ( 高さ )

重量

電源

NVRAM 向け M.2 2280 (SATA 信号 )

Copy-to-flash バックアップ
バッテリー本体 (BBU)

デュアルポート mini-SAS 12 Gb/ 秒ポート (SFF-8644)

正味重量 (NAS):26.75 kg / 58.85 lb
総重量 ( アクセサリおよびパッケージを含む )、 32.87 kg / 72.31 lb

QES ソフトウェア仕様
オペレーティングシステム
• QES 1.1 (FreeBSD に基づく )

サポートされるクライアント
• Windows 7 (32/64-bit)、Windows 8 (32/64-bit)、
Windows 10 (32/64-bit)、Windows Server 2008
R2/2012/2012R2
• Apple Mac OS X
• Linux & UNIX

サポートされるブラウザ
• Microsoft Internet Explorer 10+
• Mozilla Firefox 8+
• Apple Safari 4+
• Google Chrome

多言語サポート
• 中国語 ( 繁体字および簡体字 )、チェコ語、
デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、
フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、
イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、
ポーランド語、ポルトガル語 ( ブラジル )、
ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、
スウェーデン語、タイ語、トルコ語

ファイルシステム
• ZFS

ネットワーキング
• TCP/IP (IPv4 および IPv6)
• ジャンボフレームの 10 /40 Gigabit NIC (LACP、
読み込みバランス、フェイルオーバー、ラウンドロ
ビン )
• ネットワークインターフェイスに基づくサービスバ
インディング
• プロキシクライアント
• DHCP クライアント
• プロトコル :SMB2/SMB3、NFS v3/NFS v4、FTP、
FTPS、TFTP、HTTP、HTTPS、SSH、iSCSI、
SNMP、SMTP、SMSC
• Bonjour 検出

セキュリティ
• 自動ブロックによるネットワークアクセス保護 :
SSH、HTTP(S)、FTP、SMB
• SMB ホストアクセスコントロール ( 共有フォルダ
向け )
• FIPS 140-2 検証 AES 256 ビット共有フォルダおよ
び LUN データ暗号化
• インポート可能な SSL 証明書

ストレージ管理
• ストレージスペース使用率の監視
• RAID 0、1、5、6、10、50、60、RAID TP、
トリプルミラーによるストレージプール
• グローバルホットスペア

• SSD 読み取りキャッシュ
• NVRAM 書き込みキャッシュ (BBU 保護 )
• スケジュールバックアップバッテリユニット (BBU)
の学習
• 共有フォルダ / シンプロビジョニングによる LUN
をサポート
• インスタントプロビジョニングによる LUN をサポ
ート
• 共有フォルダクォータをサポート
• スペース再利用をサポート
• スナップショットをサポート
- 共有フォルダ /LUN スナップショットをサポート
- スナップショットマネージャー
- スナップショットクローン
- Windows VSS および VMware 用スナップショッ
トエージェント
• 共有フォルダ /LUN 用インライン重複除外を
サポート
• 共有フォルダ /LUN 用インライン圧縮をサポート
• 共有フォルダ /LUN 用インライン暗号化をサポート
• WORM (Write Once Read Many) をサポート
共有フォルダー
• オンライン LUN 拡張
• オンライン共有フォルダクォータ拡張
• オンラインストレージプール拡張
• ハードドライブ S.M.A.R.T.
• S.M.A.R.T 予測データ移行
• 期限付きエラー回復 (TLER)
• QNAP EJ-1600 シリーズ拡張ユニットを介したスト
レージ拡張
• JBOD ID 再初期化
• JBOD エンクロージャーローミング
• RAID 復旧
• エンドツーエンドのデータの整合性のためのチェッ
クサム
• 無音エラー検出および自己修復
• データ検証用のプールスクラブ

高可用性
• NAS 用アクティブアクティブ / アクティブスタンバ
イの
• JBOD エキスパンダ用アクティブアクティブデュア
ルコントローラ
• 自動ハードウェアエラー検出とフェイルオーバー
• ハードウェア回復時の自動フェイルバック
• データポートネットワークのフェイルオーバー
• 管理ポートネットワークのフェイルオーバー
• ほぼゼロのダウンタイムの高可用性
• デュアル SAS リンクループ
• iSCSI の高可用性のための MPIO および ALUA
• ネットワーク高可用性のためのリンクアグリゲー
ション
• SMB3 継続可用性 (CA) をサポート

電源管理
• Wake on LAN
• 内蔵ハードドライブのスタンバイモード
• 電源復旧後の自動電源オン
• ネットワーク UPS サポート (SNMP 管理付 )

アクセス権の管理

• 一括ユーザー作成
• ユーザーのインポート / エクスポート
• ユーザークォータ管理
• SMB および FTP 用ローカルユーザアクセス制御
• SMB、FTP、File Station 用のサブフォルダ権限を
サポート

ドメイン認証の統合
• Microsoft Active Directory をサポート
• LDAP クライアント
• SMB、FTP、File Station 経由のドメインユーザー
ログイン

管理
• マルチウィンドウ、マルチタスクベースのシステム
管理
• 可動アイコンとカスタマイズされたデスクトップ
• スマートツールバーとダッシュボードによるシステ
ムステータス
• スマートファン制御
• SNMP (v2 と v3)
• リソースモニタ
• SMB および File Station 経由でのファイル削除の
ためのネットワークごみ箱
- 自動削除
- ファイルタイプフィルタ
• 包括的ログ ( イベントと接続 )
• Syslog クライアント
• システム設定のバックアップと復元
• 工場出荷時初期値の復元
• コマンドラインインターフェイス (CLI)

ファイルサーバー
• SMB、NFS および FTP 用の共有フォルダ
• Windows、Mac、Linux/UNIX でのファイル共有
• Windows ACL
• SMB、FTP 用の高度なフォルダ権限

FTP サーバー
• FTP over SSL/TLS ( 明示的 )
• FXP のサポート
• パッシブ FTP ポート範囲コントロール

File Station
• 共有ダウンロードリンクとアップロードリンクのサ
ポート
• 他の NAS ユーザーへの共有をサポート
• Chrome および Firefox を介したファイルの
ドラッグ・アンド・ドロップ
• ファイル圧縮 (ZIP または 7z)
• 有効期限とパスワード保護でパブリックファイルを
共有するためのダウンロードリンクの作成と送信

Backup Station
• リモートレプリケーションサーバー (Rsync 経由 )
• リモートレプリケーションサーバー (Snapsync
経由 )
• 予定バックアップ

• Rsync 用のスナップショットをサポート
• SnapSync で圧縮、デデュプリケーション、
転送レート制限
• QNAP NetBak Replicator for Windows によるデス
クトップバックアップ
• サードパーティ製のバックアップソフトウェアの
サポート : Veeam Backup & Replication、
Acronis True Image、ARCserve Backup、EMC
Retrospect、Symantec Backup Exec など

仮想化
• サーバーの仮想化とクラスタリング
• VMWare vSphere (ESXi 5.5、6.0)
• VMWare ブロック VAAI
- スペース再利用のあるシンプロビジョニング
- ハードウェアの補助によるロッキング
- フルコピー
- ブロックゼロ
• VMWare NAS VAAI
- スペース確保
- リンクされたクローンに対するネイティブスナッ
プショット
- ファイル複製
- 拡張統計
• VMWare vSphere Client プラグイン
• VMWare vSphere Web Client プラグイン
• Citrix XenServer (6.2)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Microsoft ODX をサポート
• Microsoft SCVMM 用 QNAP SMI-S プロバイダ
• QNAP VSS Hardware Provider
• VMWare 用 QNAP Snapshot Agent
• Windows 用 QNAP Snapshot Agent

クラウド
• OpenStack Cinder ドライバ

iSCSI (IP SAN)
• ターゲットごとのマルチ LUN を持つ iSCSI ター
ゲット ( 最大 255 のターゲット /LUN の結合 )
• LUN マッピングをサポート
• ホスト ACL アクセスをサポート
• オンライン LUN 容量拡張
• SPC-3 永続的予約のサポート
• ALUA をサポート
• MPIO と MC/S のサポート
• iSCSI LUN スナップショットとレプリケーション

設計と仕様は予告なしで変更される場合があり
ます。

ES1640dc v2 シリーズ
サービスの継続性と高可用性を求めるエンター
プライズのニーズに対応

Snapshot Agent はシステムが中断せずにサービスを継続できるように、
スナップショットの準備をするよう伝えます。
SnapSync は、ローカルで共有したフォルダと iSCSI LUN スナップ
ショットを IP を介して指定された場所にバックアップします。
変更されたブロックしかバックアップしません。
1か所の故障に耐え得るデュアルアクティブ コントローラ、静的デー
タエラー時に復元メカニズムにも対応するデュアルループ JBOD アー
キテクチャがエンタープライズグレードの高可用性を実現します。
Platform9 は、OpenStack ハイブリッド クラウドプラットフォームを
サポートするために、QES と一緒に作動し、簡単に導入し簡単に使用で
きるストレージソリューションを提供する OpenStack クラウド アー
キテクチャ管理プラットフォームです。

EJ1600 v2

ES1640dc v2
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