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＊1：ノードを拡張することはできません。　＊2：パリティ数が3の時の容量。（圧縮率はデータの種類によって変動します）　＊3：1GB=1,000,000,000B、1TB=1,000GB、1PB=1,000TBとして計算した数値。　＊4：性能については、ファイルサイズ、ファイル数などの諸条件により変化します。
＊5：100BASE-TX/10BASE-Tでも利用可能です。　＊6：サポートソフトウェアは順次拡大していきます。詳細につきましては、お問い合わせください。　＊7：動作時、休止時共に結露しないこと。　＊8：フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず。　＊9：正式にはエネルギーの使用の合理化に
関する法律。　＊10：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除した数値。　＊11：NetBackupのみ。　＊12：High Speed Data Transfer機能により利用可能となる。iStorage HSに最適化した独自のプロトコル。

オプションソフトウェア
レプリケーション機能  保管したデータをネットワークを経由して遠隔地へレプリケーション（コピー）するソフトウェア製品（転送パケットの暗号化（AES-256bit）にも対応）
電源制御機能 停電時にUPSを用いて、データを保護するソフトウェア製品
改ざん防止機能 任意のファイルを書き換えや削除などの操作から、一定期間保護するソフトウェア製品
暗号化機能 HDDやノードの盗難/廃棄時の情報漏えい対策用のソフトウェア製品（暗号化方式：AES-256bit、暗号化モジュール：FIPS140-2認証取得）
 NetBackupを最適化するソフトウェア製品
OpenStorage機能  － バックアップデータをメインサイトからリモートサイトへ高速にコピーする機能および両サイトの世代管理を一元化する機能
  － ストレージ内で、フルバックアップと増分/差分バックアップから新しいフルバックアップを合成し保存する機能
 ストレージへのバックアップを高速化するソフトウェア製品
High Speed Data Transfer機能  － 独自のプロトコルにより、バックアップ/リストアを高速に行う機能
  － バックアップサーバ上でデータの重複排除を行いネットワークの転送データ量を削減することによりバックアップを高速化する機能 

安全に関する
ご注意

ご使用の前に、各種マニュアル（「ユーザーズガイド」、「設置ガイド」等）に記載されております注意事項や禁止事項をよく
お読みの上必ずお守り下さい。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

＊1 ： 2016年2月閣議決定。

環境配慮型製品情報URL　http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/index.cfm

製品
モデル
ノード数＊1

 物理容量
記憶容量＊3 論理容量（非圧縮時）＊2

 論理容量（20倍圧縮時）＊2

最大性能＊4 
OST高速重複排除使用時

 標準プロトコル使用時

ネットワーク 標準
インタフェース オプション

ネットワーク
 標準

 オプション（10GbE NIC × 1）インタフェースポート数
 オプション（10GbE NIC × 2）

ディスクドライブ諸元 ディスクインタフェース
（データディスク） 容量＊3/回転数/数
データ圧縮
サポートプロトコル

サポートバックアップソフトウェア＊6

サポートアーカイブソフトウェア＊6

周囲環境条件
 温度

 湿度＊7

電源条件
質量
筐体寸法（W×D×H）＊8

最大消費電力（10GBASE-T×4構成時）
省エネ法＊9による表示 区分

（2011年度基準） エネルギー消費効率＊10

iStorage HS3 シングルノードモデル
 8TBモデル｠ 16ＴＢモデル 24TBモデル

1
 8TB 16TB 24TB
 5.2TB 10.4TB 15.6TB
 104TB 208TB 312TB

3,200MB/s（11.5TB/h）
1,300MB/s（4.68TB/h）

1000BASE-T＊5（Copper：RJ-45コネクタ）
10GBASE-SR（Optical：LCコネクタ）もしくは 10GBASE-T（Copper：RJ-45コネクタ）

1000BASE-T＊5 × 6
10GBASE-SR × 2 + 1000BASE-T＊5 × 4 もしくは 10GBASE-T × 2 + 1000BASE-T＊5 × 4
10GBASE-SR × 4 + 1000BASE-T＊5 × 2 もしくは 10GBASE-T × 4 + 1000BASE-T＊5 × 2

3.5型 SATA（6Gbps）
2TB / 7,200rpm / 12台

インライン圧縮（重複排除、物理圧縮）
NFS、CIFS、OpenStorage＊11、ユニバーサル高速I/O＊12、REST

NetBackup、Backup Exec、System Recovery、Arcserve Backup、NetWorker、Data Protector software、
NetVault Backup、Tivoli Storage Manager、CommVault Simpana、Oracle Recovery Manager、Acronis Backup & Recovery

Enterprise Vault、StorageForce、NEC Information Assessment System
10～40℃（動作時）、－10～55℃（休止時）

20～80％RH（動作時）、20～80％RH（休止時）
800W 80 PLUSⓇ Platinum取得電源2個標準搭載　AC100V±10%、50/60Hz±3Hz　AC200V±10%、50/60Hz±3Hz

32kg
448 × 684 × 87.4mm

506W/511VA
N

0.0115

●HYDRAstor、DataReduxは、NECの登録商標です。

●Veritas、Backup Exec、NetBackup、Enterprise Vaultは、米国およびその他の国におけるVeritas Technologies LLCまたはその関連会社の登録商標です。
●EMC、NetWorkerは、EMC Corporationの商標または登録商標です。
●HP、Data Protectorは、米国Hewlett-Packard Companyの登録商標です。
●Arcserve Backupは、Arcserveまたはその子会社の商標、または登録商標です。
●Ethernetは、米国XEROX社の登録商標です。
●Tivoliは、 International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 
●CommVault、Simpanaは、CommVault,Inc.の商標または登録商標です。
●Oracleは米国Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の登録商標です。
●NetVault Backupは、Dell Software,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●Acronis、Acronis Backup & Recoveryは、Acronis International GmbH.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●その他、本カタログに登場する会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

● グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。グリーン購入法の基本方針＊１の判断基準を満たしたもの。　（詳細 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html）

● 省エネ法（2011年度基準） 省エネ法で定められた目標基準値に対する達成状況。　（詳細 http://www.eccj.or.jp/law06/index.html）

● エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与するラベルです。また、先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。

● RoHS指令準拠 電気・電子機器の特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に準拠しています。

環境対応

日本電気株式会社 〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル） 2016年8月現在 Cat.No.E03-16081445J

お問い合わせは、下記へ

NEC パートナーズプラットフォーム事業部

〒108-8424 東京都港区芝五丁目33番8号（第一田町ビル）
TEL： 03-3798-9740
お問い合わせURL http://jpn.nec.com/istorage/inquiry
国内向け製品URL http://www.istorage.jp

●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要
な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの
弊社営業拠点にご相談ください。
●記載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



経済性、運用効率、信頼性…。バックアップ・アーカイブ業務のすべてを革新します。

iStorage HS3

iStorage HS3では、同一データを自動検知・重複データを排除し格納データを圧縮
することで、容量を1/20に削減（データ特性や運用形態に大きく依存します）。容量効率
を飛躍的に高めることで、テープより安い容量単価を実現しました。さらに、テープ
バックアップ運用に必要な、テープ交換作業などの人手を伴う運用工数や、テープ保管
スペースのコストの削減など、バックアップに関するトータルコストを抑制できます。

画面のナビゲートに沿って必要事項を入力するだけで、専門知識のない方でも
スムーズにミスのない導入設定ができます。

バックアップコストを大幅削減 初心者の方でも簡単な導入設定

地方拠点のバックアップデータをセンタに集約させたい…。災害に備えて、バックアップ
データを本社で一括保管したい…。iStorage HS3なら、複数サイトを集約する遠隔
バックアップを低コスト＆セキュアに実現できます。大量データもデータ圧縮、重複
排除されるので、安価なWAN回線を利用した高速転送が可能です。
＊WAN経由でのバックアップ可否は、運用要件や環境に依存します

大容量の業務データなどのフルバックアップ作業は、長時間化しがちです。iStorage 
HS3なら、NetBackupのアクセラレータ機能により、最初にフルバックアップすれば、
2回目以降は変更部分だけを採取して、高速なフルバックアップを実現します。処理時
間も大幅に短縮化するだけでなく、フルバックアップデータのみのシンプル運用なの
で、即時リストアも可能です。

複数拠点のバックアップを1ヶ所に集約＊

万一、同時に3つのディスクドライブに障害が発生してもデータロストしない、堅牢な
耐障害性を実現。また、自動修復機能により、リビルド処理も最速1時間で冗長性の
回復ができ、RAID6を超えた高信頼性を達成しています。

ディスクドライブ３台の同時障害に耐える堅牢性

iStorage HS3は1ノード完結型のバックアップストレージで、容量別に3モデルを
ご用意しています。HDD増設は不要で、ライセンスで容易に必要に応じてアップ
グレードできます。

最適モデルを選定可能

高速フルバックアップ＆シンプル運用を実現

iStorage HS3は、さまざまな先進のセキュリティ機能を搭載。保存データはもち
ろん、転送データまでカバーする暗号化機能や、悪意ある改ざんや誤操作から
データを守る改ざん防止機能、不要なデータ領域を物理的に完全抹消し復元不可
能とする機能（米国防総省準拠方式（DoD5220.22-M））も備えています。

機密データを守るセキュリティ機能

遠隔保管用の設備やIT機器はないが、災害対策を行いたい…。NECでは、iStorage 
HS3からネットワークを介して弊社データセンター＊にデータを遠隔バックアップする
アウトソーシングサービスを提供しています。初期投資コストや工数も抑えながら、
すぐにセキュアな災害対策が実施できます。
＊弊社が用意する複数のデータセンターの中から選択可能です。

手軽に始められる遠隔バックアップサービス

テープバックアップから簡単に置き換え可能で、
性能・信頼性も向上！

8TBモデル（1ノード）
物理容量：8TB
論理容量：104TB

16TBモデル（1ノード）
物理容量：16TB
論理容量：208TB

24TBモデル（1ノード）
物理容量：24TB
論理容量：312TB

※論理容量は20倍圧縮時
 （圧縮率はデータの種類によって変動します）

iStorage HS3

お客様メインサイト バックアップサイト

iStorage HS3

NECデータセンター

お客様購入

複製

重複排除 ・ 復元

重複しているデータはひとつに
まとめ、重複していないデータの
みを圧縮して格納。

バックアップ実施日

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
時
間

フルバックアップ（初回）

フルバックアップフルバックアップフルバックアップ

●アクセラレータによるフルバックアップ運用
→初回後は、差分のみの転送で時間短縮！

バックアップ実施日

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
時
間

フルバックアップ フルバックアップ フルバックアップ

増分増分増分

●従来型のバックアップ運用
→定期的にフルバックアップが必要！

バックアップサーバ

サイトA

重複排除

圧縮

暗号化

NEW

iStorage HS3

バックアップサイト

WAN

バックアップサーバ

サイトB

重複排除

圧縮

暗号化

NEW
重複排除後のiStorage HS
に格納されていないデータ
のみを、圧縮／暗号化して
転送

複数サイトから1ヶ所の
iStorage HSへバックアップを集約

独自の高速プロトコル

テープ媒体が増え
保管スペースがない！

ディスクバックアップで
コンパクトに保管 複数世代の媒体管理に

手間がかかる！

複数世代のデータを
一元管理

災害対策での
テープ搬送コストが
負担になっている！

低速回線での
データ転送でコスト削減

WAN

テープ交換作業などに
人手がかかる！

運用の自動化で
人手を伴う作業から解放

バックアップ/リストア作業が
長時間化している！

バックアップ/リストアの
高速化で時間短縮

日々、増加し続ける企業内のバックアップデータ/アーカイブデータ。いかにバックアップ環境の現状を改善し、情報を有効活用していくかが、ビジネスにとって重要なポイントに
なります。その有効なツールとして注目されているが、iStorage HS3。煩雑なテープバックアップ業務から脱却し、重複排除により大量データを高効率で格納できます。バック
アップコストや媒体保管スペースを削減し、運用の自動化により人的工数を軽減するiStorage HS3。ここから、バックアップ業務を革新していきます。

このような課題も、重複排除のiStorage HS3で解決！

LAN

業務サーバ

iStorage HS3 iStorage HS3

レプリケーション

LAN

業務サーバ

テープ
ライブラリ

バックアップ
サーバ

WAN

バックアップ
サーバ

テープからＨＳ３に置き換えるだけで快適なディスクバックアップへ移行。

バックアップ
データ

バックアップ
データ業務データ 業務データ

バックアップ・アーカイブ業務を
シンプル＆スマートに
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→初回後は、差分のみの転送で時間短縮！

バックアップ実施日

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
時
間

フルバックアップ フルバックアップ フルバックアップ

増分増分増分

●従来型のバックアップ運用
→定期的にフルバックアップが必要！

バックアップサーバ

サイトA

重複排除

圧縮

暗号化

NEW

iStorage HS3

バックアップサイト

WAN

バックアップサーバ

サイトB

重複排除

圧縮

暗号化

NEW
重複排除後のiStorage HS
に格納されていないデータ
のみを、圧縮／暗号化して
転送

複数サイトから1ヶ所の
iStorage HSへバックアップを集約

独自の高速プロトコル

テープ媒体が増え
保管スペースがない！

ディスクバックアップで
コンパクトに保管 複数世代の媒体管理に

手間がかかる！

複数世代のデータを
一元管理

災害対策での
テープ搬送コストが
負担になっている！

低速回線での
データ転送でコスト削減

WAN

テープ交換作業などに
人手がかかる！

運用の自動化で
人手を伴う作業から解放

バックアップ/リストア作業が
長時間化している！

バックアップ/リストアの
高速化で時間短縮

日々、増加し続ける企業内のバックアップデータ/アーカイブデータ。いかにバックアップ環境の現状を改善し、情報を有効活用していくかが、ビジネスにとって重要なポイントに
なります。その有効なツールとして注目されているが、iStorage HS3。煩雑なテープバックアップ業務から脱却し、重複排除により大量データを高効率で格納できます。バック
アップコストや媒体保管スペースを削減し、運用の自動化により人的工数を軽減するiStorage HS3。ここから、バックアップ業務を革新していきます。

このような課題も、重複排除のiStorage HS3で解決！

LAN

業務サーバ

iStorage HS3 iStorage HS3

レプリケーション

LAN

業務サーバ

テープ
ライブラリ

バックアップ
サーバ

WAN

バックアップ
サーバ

テープからＨＳ３に置き換えるだけで快適なディスクバックアップへ移行。

バックアップ
データ

バックアップ
データ業務データ 業務データ

バックアップ・アーカイブ業務を
シンプル＆スマートに



iStorage HS3

バックアップ・アーカイブ業務を
シンプル＆スマートに

iStorageシリーズ
2016年8月iStorage HS3

＊1：ノードを拡張することはできません。　＊2：パリティ数が3の時の容量。（圧縮率はデータの種類によって変動します）　＊3：1GB=1,000,000,000B、1TB=1,000GB、1PB=1,000TBとして計算した数値。　＊4：性能については、ファイルサイズ、ファイル数などの諸条件により変化します。
＊5：100BASE-TX/10BASE-Tでも利用可能です。　＊6：サポートソフトウェアは順次拡大していきます。詳細につきましては、お問い合わせください。　＊7：動作時、休止時共に結露しないこと。　＊8：フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず。　＊9：正式にはエネルギーの使用の合理化に
関する法律。　＊10：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除した数値。　＊11：NetBackupのみ。　＊12：High Speed Data Transfer機能により利用可能となる。iStorage HSに最適化した独自のプロトコル。

オプションソフトウェア
レプリケーション機能  保管したデータをネットワークを経由して遠隔地へレプリケーション（コピー）するソフトウェア製品（転送パケットの暗号化（AES-256bit）にも対応）
電源制御機能 停電時にUPSを用いて、データを保護するソフトウェア製品
改ざん防止機能 任意のファイルを書き換えや削除などの操作から、一定期間保護するソフトウェア製品
暗号化機能 HDDやノードの盗難/廃棄時の情報漏えい対策用のソフトウェア製品（暗号化方式：AES-256bit、暗号化モジュール：FIPS140-2認証取得）
 NetBackupを最適化するソフトウェア製品
OpenStorage機能  － バックアップデータをメインサイトからリモートサイトへ高速にコピーする機能および両サイトの世代管理を一元化する機能
  － ストレージ内で、フルバックアップと増分/差分バックアップから新しいフルバックアップを合成し保存する機能
 ストレージへのバックアップを高速化するソフトウェア製品
High Speed Data Transfer機能  － 独自のプロトコルにより、バックアップ/リストアを高速に行う機能
  － バックアップサーバ上でデータの重複排除を行いネットワークの転送データ量を削減することによりバックアップを高速化する機能 

安全に関する
ご注意

ご使用の前に、各種マニュアル（「ユーザーズガイド」、「設置ガイド」等）に記載されております注意事項や禁止事項をよく
お読みの上必ずお守り下さい。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

＊1 ： 2016年2月閣議決定。

環境配慮型製品情報URL　http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/index.cfm

製品
モデル
ノード数＊1

 物理容量
記憶容量＊3 論理容量（非圧縮時）＊2

 論理容量（20倍圧縮時）＊2

最大性能＊4 
OST高速重複排除使用時

 標準プロトコル使用時

ネットワーク 標準
インタフェース オプション

ネットワーク
 標準

 オプション（10GbE NIC × 1）インタフェースポート数
 オプション（10GbE NIC × 2）

ディスクドライブ諸元 ディスクインタフェース
（データディスク） 容量＊3/回転数/数
データ圧縮
サポートプロトコル

サポートバックアップソフトウェア＊6

サポートアーカイブソフトウェア＊6

周囲環境条件
 温度

 湿度＊7

電源条件
質量
筐体寸法（W×D×H）＊8

最大消費電力（10GBASE-T×4構成時）
省エネ法＊9による表示 区分

（2011年度基準） エネルギー消費効率＊10

iStorage HS3 シングルノードモデル
 8TBモデル｠ 16ＴＢモデル 24TBモデル

1
 8TB 16TB 24TB
 5.2TB 10.4TB 15.6TB
 104TB 208TB 312TB

3,200MB/s（11.5TB/h）
1,300MB/s（4.68TB/h）

1000BASE-T＊5（Copper：RJ-45コネクタ）
10GBASE-SR（Optical：LCコネクタ）もしくは 10GBASE-T（Copper：RJ-45コネクタ）

1000BASE-T＊5 × 6
10GBASE-SR × 2 + 1000BASE-T＊5 × 4 もしくは 10GBASE-T × 2 + 1000BASE-T＊5 × 4
10GBASE-SR × 4 + 1000BASE-T＊5 × 2 もしくは 10GBASE-T × 4 + 1000BASE-T＊5 × 2

3.5型 SATA（6Gbps）
2TB / 7,200rpm / 12台

インライン圧縮（重複排除、物理圧縮）
NFS、CIFS、OpenStorage＊11、ユニバーサル高速I/O＊12、REST

NetBackup、Backup Exec、System Recovery、Arcserve Backup、NetWorker、Data Protector software、
NetVault Backup、Tivoli Storage Manager、CommVault Simpana、Oracle Recovery Manager、Acronis Backup & Recovery

Enterprise Vault、StorageForce、NEC Information Assessment System
10～40℃（動作時）、－10～55℃（休止時）

20～80％RH（動作時）、20～80％RH（休止時）
800W 80 PLUSⓇ Platinum取得電源2個標準搭載　AC100V±10%、50/60Hz±3Hz　AC200V±10%、50/60Hz±3Hz

32kg
448 × 684 × 87.4mm

506W/511VA
N

0.0115

●HYDRAstor、DataReduxは、NECの登録商標です。

●Veritas、Backup Exec、NetBackup、Enterprise Vaultは、米国およびその他の国におけるVeritas Technologies LLCまたはその関連会社の登録商標です。
●EMC、NetWorkerは、EMC Corporationの商標または登録商標です。
●HP、Data Protectorは、米国Hewlett-Packard Companyの登録商標です。
●Arcserve Backupは、Arcserveまたはその子会社の商標、または登録商標です。
●Ethernetは、米国XEROX社の登録商標です。
●Tivoliは、 International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 
●CommVault、Simpanaは、CommVault,Inc.の商標または登録商標です。
●Oracleは米国Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の登録商標です。
●NetVault Backupは、Dell Software,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●Acronis、Acronis Backup & Recoveryは、Acronis International GmbH.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●その他、本カタログに登場する会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

● グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。グリーン購入法の基本方針＊１の判断基準を満たしたもの。　（詳細 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html）

● 省エネ法（2011年度基準） 省エネ法で定められた目標基準値に対する達成状況。　（詳細 http://www.eccj.or.jp/law06/index.html）

● エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与するラベルです。また、先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。

● RoHS指令準拠 電気・電子機器の特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に準拠しています。

環境対応

日本電気株式会社 〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル） 2016年8月現在 Cat.No.E03-16081445J

お問い合わせは、下記へ

NEC パートナーズプラットフォーム事業部

〒108-8424 東京都港区芝五丁目33番8号（第一田町ビル）
TEL： 03-3798-9740
お問い合わせURL http://jpn.nec.com/istorage/inquiry
国内向け製品URL http://www.istorage.jp

●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要
な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの
弊社営業拠点にご相談ください。
●記載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。




