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バックアップ・アーカイブストレージ
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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
 ノード構成

ノード数＊1
 ハイブリッド・ノード（HN）

 ストレージ・ノード（SN）
 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＊5 
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
インターフェース オプション

ネットワーク 標準
インタフェースポート数 オプション（10GbE NIC × 1）

（ハイブリッド・ノード当たり） 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
（ノード当たり） 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＊7

サポートアーカイブソフトウェア＊7

周囲環境条件
 温度

 湿度＊8

電源条件
質量
筐体寸法（W×D×H）＊9

最大消費電力（HN：10GBASE-T×4構成時）
省エネ法＊10による表示 区分

（2011年度基準） エネルギー消費効率＊11

iStorage HS8 スケールアウトモデル
 12TBモデル 24TBモデル 36TBモデル 48TBモデル 96TBモデル 24TBモデル 48TBモデル 96TBモデル 192TBモデル  最大構成
 1HN構成   1HN+1SN構成 2HN構成 2HN+2SN構成 性能重視構成 容量重視構成
 1 1 1 1 1 2 2 2 2 165 2
 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 163
 12TB 24TB 36TB 48TB 96TB 24TB 48TB 96TB 192TB  7.9PB
 7.8TB 15.6TB 23.4TB 31.2TB 62.4TB 15.6TB（10.3TB＊4） 31.2TB（20.7TB＊4） 62.4TB（41.4TB＊4） 125TB  5.15PB
 156TB 312TB 468TB 624TB 1.25PB 312TB（207TB＊4） 624TB（414TB＊4） 1.25PB（828TB＊4） 2.50PB  103PB

6,200MB/s（22TB/h）
2,400MB/s（8.64TB/h）

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

3.5型 SATA（6Gbps）
4TB / 7,200rpm / 12台

インライン圧縮（重複排除、物理圧縮）
NFS、CIFS、OpenStorage＊12、ユニバーサル高速I/O＊13、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取得電源ノード当たり2個標準搭載　AC100V±10%、50/60Hz±3Hz　AC200V±10%、50/60Hz±3Hz

 44kg 76kg 152kg 5,526kg
 448 × 684 × 178mm（4U） 448 × 684 × 267mm（6U） 448 × 684 × 534mm（12U） 448 × 684 × 16,510mm（371U）
 687W/693VA 1,181W/1,197VA 1,361W/1,380VA 1,361W/1,380VA 1,361W/1,380VA 2,485W/2,522VA 113,875W/115,230VA 84,535W/85,401VA

N
0.00640

＊1：iStorage HS8 スケールアウトモデルは、1HNから最大165ノード（11ラックx15ノード/ラック）まで増設可能。 構成は性能/容量要件に合わせて変更可能です。詳細につきましては、お問い合わせください。　＊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。　＊4：2HN構成のクラスタリング（パリティ数6）時の容量。（圧縮率はデータの種類によって変動します）　＊5：ハイブリッドノード 1台当たりの性能。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。　＊6：100BASE-TX/10BASE-Tでも利用可能です。　＊7：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。　＊8：動作時、休止時共に結露しないこと。　＊9：フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず。　＊10：正式にはエネ
ルギーの使用の合理化に関する法律。　＊11：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。　＊12：NetBackupのみ。　＊13：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。

● 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

●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。 

iStorage HS8

日本電気株式会社 2016年8月現在 Cat.No.E03-16081446J

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。

〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

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。

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
協調アクセスグリッド機能 複数のハイブリッドノードから同一のファイルシステムに、同時にアクセスを可能とするソフトウェア製品



進展するビッグデータ時代。いま、膨大なバックアップデータ/アーカイブデータを効率よく安全に格納できる
ストレージ基盤が必須になっています。このような環境変化に応え、NECの重複排除バックアップ・アーカイブ
ストレージiStorage HS8が、さらに性能向上し、新モデルとして登場しました。テープ並みの低コスト運用、
変化に即応するスケールアウト、RAIDを超える信頼性などを備えた先進のディスクバックアップ環境を提供し、
豊かな次代の社会を支えるIT基盤として活躍します。

2 3

バックアップ・アーカイブ環境の課題を、iStorage HS8で解決！

NEC独自のデータ高圧縮技術によりバックアップデータを平均1/20に圧縮
（データ特性や運用形態に大きく依存します）。容量効率を向上させることで、
テープより安い容量単価を実現します。さらに、テープバックアップに必要な
媒体交換などの人的作業、テープ保管スペースのコスト削減、遠隔バック
アップの回線費用の低減など、バックアップに関わるコストをトータルに
削減できます。

ディスクバックアップで運用コスト削減

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

データが散在し
管理が複雑！

様々な
企業データを
統合し最適化

データの長期保管に
手間がかかる！

容易なデータの
長期保管

テープ交換作業や保管に
費用がかかる！

ディスクバックアップ
で運用コスト削減

データ損失や
漏洩が心配！

データを保護する
高信頼性

データを保護する高信頼性

iStorage HS8では、分散冗長配置により3台のディスクドライブの同時障害に
も耐える堅牢性を実現し、また自動修復機能でリビルド処理が迅速になります。
これらの先進技術により、データロストのリスクを最小化することができ、
RAID6を超える高信頼性を達成しました。さらに、データ漏洩を防ぐための
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も備えています。 リビルド処理 ： 24時間 リビルド処理 ： 1時間～

障害発生

復
旧

RAIDの場合 iStorage HSの場合

様々な企業データを統合し最適化

データの増加とともに、サーバ毎／システム毎に多様なバックアップ・アーカ
イブを行うようになり、運用・管理が複雑化・非効率化してきています。
iStorage HS8は、これらの複数環境を統合し、企業内のあらゆるデータを
一元的に保管する場所を提供することで、バックアップ・アーカイブの全体
最適化を可能にします。

従来のバックアップ例 iStorage HSへのバックアップ

iStorage HS8
へ統合

管理が複雑

バックアップサーババックアップサーバ アーカイブサーバ

業務サーバ業務サーバ

iStorage HS8

業務サーバ業務サーバ 業務サーバ業務サーバ

バックアップサーババックアップサーバ アーカイブサーバ

業務サーバ業務サーバ

業務サーバ業務サーバ 業務サーバ業務サーバ

容易なデータの長期保管

iStorage HS8なら、何年何十年も長期保管が必要なデータを安全に保管
できます。旧ノードから新ノードへ入れ換えるだけで、新ノードへ自動的に
データを移行します。新ノードへ順次交換することでハードウェアの老朽化
を回避し、データを長期保管します。新たにシステム構築しデータ移行する
場合に比べ大幅なコスト削減になり、ROI（投資対効果）にも優れています。

自動データ
移行

新ノード追加

旧ノード削除

データが日々増え
容量が足りない！

スケールアウトで
変化に柔軟に対応

スケールアウトで変化に柔軟に対応

ビッグデータ時代では、予測困難なデータ増加へ対応する必要があります。
iStorageHS8は変化に柔軟に対応できるスケールアウト型ストレージなの
で、ノードを追加するだけで、容量追加や性能向上ができます。無停止もしく
は非常に短時間で、しかも増設の手間をかけずに、必要な分だけ柔軟に
性能・容量を拡張可能です。

初期導入コストを
抑えて

スモールスタート

性能

容量

必要に応じて、
性能・容量を拡張

新ノード新ノード

旧ノード旧ノード

新ノード新ノード

旧ノード旧ノード

新ノード新ノード

旧ノード旧ノード

iStorage HS8

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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お客様のご要望に応える
バックアップ・アーカイブソリューションを提供します。

Solution

4 5

大容量の業務データやファイル数の多いデータなど
の場合、バックアップ作業が長時間化しがちでした。
iStorage HS8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るだけで、
以降はフルバックアップ実行でも変更部分と以前の
バックアップデータをストレージ内で自動的に合成
するため、フルバックアップ作業を高速化し、処理時間
を大幅に短縮化できます。つねにストレージ内に
フルバックアップデータを格納しているので、シンプル
な運用が可能。必要な時、即時リストアもできます。
さらに、「VADP連携バックアップ」と併せて使用する
ことで、VMware仮想環境のフルバックアップに掛
かる時間も同様に短縮することができます。

フルバックアップを高速化し、シンプル運用を実現します

会計データのバックアップや、顧客や取引先との
メールアーカイブなど、長期保管が求められる
データが急増しています。“iStorage HS8”なら

『自動最適構成』により、データの増加量にあわ
せて簡単に容量拡張が可能。『分散冗長配置』に
より、長期保管データも安心して格納できます。
また、長期使用したノードから新規ノードへ自動的
にデータ移行します。手間をかけずに、順次新しい
ノードへ交換でき、新たにシステム構築する場合
に比べ大幅なコスト削減が図れます。

長期保管が必要なデータを効率的に管理します

ハイブリッド・ノード

ハイブリッド・ノード

ハイブリッド・ノード

ストレージ・ノード

ストレージ・ノード

ストレージ・ノード

ストレージ・ノード

ストレージ・ノード

ハイブリッド・ノード

ハイブリッド・ノード

旧ハイブリッド・ノード

ストレージ・ノード

ストレージ・ノード

旧ストレージ・ノード

旧ストレージ・ノード

新ハイブリッド・ノード

新ストレージ・ノード

新ストレージ・ノード

iStorage HS8

容量拡張の場合 自動最適構成機能によりノード置換した場合

iStorage HS8
無停止で容量追加

・データ移行不要
・再設定不要

老朽化した
ノードを撤去

新しい
ノードを追加

地方拠点、小規模拠点のバックアップデータをセンタ
に集約させたい…。災害に備えバックアップデータを
本社で一括保管したい…。重複排除機能を搭載した
iStorage HS8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
も各サイトのバックアップサーバで圧縮、重複排除され
るので、安価なWAN回線での高速転送が可能。経路上
のデータは暗号化され、安全性も確保されます。日々の
バックアップデータはセンタに自動配信されるので、
拠点での管理面の負担も軽減されます。
＊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。

複数拠点のバックアップを、1ヶ所に集約＊し管理できます

日々増加するファイルサーバ内のデータを整理し、
iStorage HS8で安心・快適に利用できるファイルサーバ
に変えます。使用頻度の低いファイルを、重複排除機能
を搭載したiStorage HS8がソフトウェアと連携し自動的
に移行することにより、データ量増加の抑制、ストレージ
コストの低減を図ります。さらに、データ移行をすること
で、バックアップ対象のデータが減り、バックアップ時間
を短縮できます。また、ファイルサーバ内の空き容量が
増えることで、安心・快適なファイルサーバ環境を実現
できます。

データが急増するファイルサーバをスリム化します

ファイルサーバやデータは増える一方… ファイルサーバをスリムに！

iStorage HS8

テープ運用では、媒体管理やテープ交換で多く
の人手や手間が必要で、また、テープの輸送や
保管にもコストが掛かります。その上、データ量
が増加するとさらに煩雑さは増していきます。
これらのテープ運用の課題をiStorage HS8が
解決します。重複排除により大量データを高効率
で格納でき、テープ保管スペースは不要に。運用
の自動化により煩わしい人手を伴う作業も軽減
します。バックアップ・アーカイブ運用の工数と
時間、コストを大幅に削減できます。

煩雑なテープ運用の負担を一掃します
従来のテープ運用例 iStorage HSへのバックアップ

バックアップの運用がスムーズ iStorage HS8

テープ管理・運用が煩雑

仮想化環境でのバックアップシステム構築は、難易度が
高く時間がかかります。iStorage Mシリーズ＊1のバック
アップ構築支援ソフトRepNavi Suite＊2を活用し、
iStorage HS8と連携すれば、この課題を解決できます。
データベースやOSの専門知識がなくても、シンプルな
手法で仮想化環境の無停止バックアップシステムを容易
に構築可能です。設計から構築までの時間を大幅に
短縮でき、確実なバックアップシステム構築をサポート
します。

仮想化環境の無停止バックアップシステムを構築します

ユニファイドストレージ“iStorage M”と連携する場合、
バックアップ専用のサーバ装置やソフトウェアが必要で
したが、“iStorage HSシリーズ”では連携機能を強化
し、直接バックアップ/リストアが可能になりました。最初
にフルバックアップするだけで2回目以降は増分だけで
すみ、バックアップ時間を大幅に短縮。バックアップ/リス
トアの一連の流れを、コストをかけずに運用できます。

“iStorage M”と連携し、ダイレクトにバックアップ/リストア

＊1 iStorage Mシリーズ：SAN対応ストレージ製品です。
＊2 RevNavi Suite：Mシリーズ用のレプリケーションを利用したバックアップ構築支援
 ソフトウェアです。 

＊本機能を利用するためiStorage MシリーズのiStorage DirectDataShadow Optionが必要です。

低頻度のデータを自動移行

重複排除で容量削減

iStorage HS8

バックアップサーバ

サイトA

重複排除

圧縮

暗号化

NEW

iStorage HS8

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

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！

iStorage Mシリーズ

iStorage HS8

バックアップシステム構築を簡素化

圧縮して保管

ゲスト
OSゲスト

OSゲスト
OS

ゲスト
OS

無停止・高速

RepNavi
マスタ 複製

ゲスト
OSゲスト

OSゲスト
OS

ゲスト
OS

ゲスト
OSゲスト

OSゲスト
OS

ゲスト
OS

iStorage Mシリーズ

最初にフルバックアップすれば
2回目以降は増分バックアップのみ業務

ボリューム
複製

ボリューム

データ

データ
（増分）

データ

データ
（増分）

データ

データ
（増分）

iStorage HSシリーズ
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iStorage HSシリーズ内に
フルバックアップのデータを生成

バックアップ複製
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フルバックアップデータを格納しているので、シンプル
な運用が可能。必要な時、即時リストアもできます。
さらに、「VADP連携バックアップ」と併せて使用する
ことで、VMware仮想環境のフルバックアップに掛
かる時間も同様に短縮することができます。

フルバックアップを高速化し、シンプル運用を実現します

会計データのバックアップや、顧客や取引先との
メールアーカイブなど、長期保管が求められる
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にデータ移行します。手間をかけずに、順次新しい
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地方拠点、小規模拠点のバックアップデータをセンタ
に集約させたい…。災害に備えバックアップデータを
本社で一括保管したい…。重複排除機能を搭載した
iStorage HS8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
も各サイトのバックアップサーバで圧縮、重複排除され
るので、安価なWAN回線での高速転送が可能。経路上
のデータは暗号化され、安全性も確保されます。日々の
バックアップデータはセンタに自動配信されるので、
拠点での管理面の負担も軽減されます。
＊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。

複数拠点のバックアップを、1ヶ所に集約＊し管理できます

日々増加するファイルサーバ内のデータを整理し、
iStorage HS8で安心・快適に利用できるファイルサーバ
に変えます。使用頻度の低いファイルを、重複排除機能
を搭載したiStorage HS8がソフトウェアと連携し自動的
に移行することにより、データ量増加の抑制、ストレージ
コストの低減を図ります。さらに、データ移行をすること
で、バックアップ対象のデータが減り、バックアップ時間
を短縮できます。また、ファイルサーバ内の空き容量が
増えることで、安心・快適なファイルサーバ環境を実現
できます。

データが急増するファイルサーバをスリム化します

ファイルサーバやデータは増える一方… ファイルサーバをスリムに！
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テープ運用では、媒体管理やテープ交換で多く
の人手や手間が必要で、また、テープの輸送や
保管にもコストが掛かります。その上、データ量
が増加するとさらに煩雑さは増していきます。
これらのテープ運用の課題をiStorage HS8が
解決します。重複排除により大量データを高効率
で格納でき、テープ保管スペースは不要に。運用
の自動化により煩わしい人手を伴う作業も軽減
します。バックアップ・アーカイブ運用の工数と
時間、コストを大幅に削減できます。

煩雑なテープ運用の負担を一掃します
従来のテープ運用例 iStorage HSへのバックアップ

バックアップの運用がスムーズ iStorage HS8

テープ管理・運用が煩雑

仮想化環境でのバックアップシステム構築は、難易度が
高く時間がかかります。iStorage Mシリーズ＊1のバック
アップ構築支援ソフトRepNavi Suite＊2を活用し、
iStorage HS8と連携すれば、この課題を解決できます。
データベースやOSの専門知識がなくても、シンプルな
手法で仮想化環境の無停止バックアップシステムを容易
に構築可能です。設計から構築までの時間を大幅に
短縮でき、確実なバックアップシステム構築をサポート
します。

仮想化環境の無停止バックアップシステムを構築します

ユニファイドストレージ“iStorage M”と連携する場合、
バックアップ専用のサーバ装置やソフトウェアが必要で
したが、“iStorage HSシリーズ”では連携機能を強化
し、直接バックアップ/リストアが可能になりました。最初
にフルバックアップするだけで2回目以降は増分だけで
すみ、バックアップ時間を大幅に短縮。バックアップ/リス
トアの一連の流れを、コストをかけずに運用できます。

“iStorage M”と連携し、ダイレクトにバックアップ/リストア

＊1 iStorage Mシリーズ：SAN対応ストレージ製品です。
＊2 RevNavi Suite：Mシリーズ用のレプリケーションを利用したバックアップ構築支援
 ソフトウェアです。 

＊本機能を利用するためiStorage MシリーズのiStorage DirectDataShadow Optionが必要です。
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自動最適構成容量追加や性能向上を行いたい場合、システムを
止めずにハイブリッドノード・ノードやストレージ・
ノードを簡単に追加できます。内部ネットワーク
に接続された追加ノードは、自律的にストレージ・
プールに組み込まれ、ストレージ管理者がデータ
格納位置を考慮したり、設定作業をしなくても、
ストレージが負荷分散やデータの再配置を自動
実行し即座に利用できるようになります。これに
より、ボトルネック発生の心配をせずに、容量や
性能の拡張が可能になり、運用管理の効率化、
省力化に貢献します。

無停止で、容量・性能を簡単に拡張できる

データ圧縮技術（DataRedux®）は、新たに書き
込まれるデータブロックと既にストレージ内に
あるデータをチェックし、重複するデータを排除
することで、データの格納効率と書き込み性能を
向上します。DataRedux®は、既存データとの
重複を最大限に検出するようデータの知的な
可変長分割を行います。これにより、世代管理
しているバックアップデータ等に対し、より一層の
格納効率と性能向上を実現しています。

容量効率を大幅に向上させ低コスト化を推進する

従来のストレージを超える高次元の冗長化を
実現します。バックアップデータを複数に分割し、
データに特殊なパリティを付加して複数のノード
の各ディスクに分散保管することにより、複数の
格納場所で障害が発生した場合でもデータ復元
が可能です。ディスクドライブだけではなく、
ノードの3重以上の障害にも対応し※、万一の時
の障害でもデータロストを防ぎます。
※ノード構成、パリティ数の設定に依存します。

RAIDを超える高信頼、耐同時障害性を実現した

データ圧縮

分散冗長配置

バックアップ・アーカイブ業務を支える、
３つのコアテクノロジ。

ハイブリッド・ノード

ストレージ・ノード

バックアップデータの例

1 7 1 4

4 6 2 1

１日目：フルバックアップ

1 2 3 4

5 6 7 8

1 6 1 4

1 6 7 8

7日目：フルバックアップ

1 6

6 3

2日目：差分

5 1

4 7

3日目：差分

DataRedux®

バックアップ・アーカイブデータを効率的に格納

■DataRedux® 技術： 
   1. ブロックレベルで重複データを検出
   2. 重複しないデータのみを圧縮・格納
   → 効率的なストレージ格納容量
■DataRedux® によるコストメリット： 
   ・ストレージ導入コスト  ・維持運用コスト  ・保守コスト

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 7 10
5 8 6 2

12 3 9 11

データ

特殊なパリティを付加

パリティを付加して複数のストレージに分散格納

ストレージ・ノード

ＨＮ：ハイブリッド・ノード、SN：ストレージ・ノード、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）。

ご要望の容量・性能へ自由に拡張できる、
iStorage HS8。

Line Up

iStorage HS8は、最新ハードウェア技術とソフトウェアの強化に
より、さらなる高性能化、大容量化を実現しました。ノードの追加
により、容量・性能を拡張できるスケールアウト型で、最大165ノー
ドまでの拡張が可能です。
最初は経済的なスモールスタートから始め、バックアップデータ
の増加にあわせて、最適なシステム規模にすることもできます。

Support

全国約400カ所の
サービス拠点網

全 国 を カ バ ー す る

全国約400カ所（2015年3月末現在）のサービス拠点網をフル活用し、
お客様からのご連絡後、サービスエンジニアが早急に現地到着し､
修理作業を開始。より迅速なシステム復旧をサポートします。

スピード出張修理

サービス提供時間帯は、お客様のニーズに応じて、日数／時間帯の組み
合わせでお選びいただけます。

（日数）　5日連続／週、6日連続／週、7日／週
（時間帯）　8:30 ～ 17:30、8:30 ～ 21:00、終日

24時間365日対応も可能

ワンランク上の安心を提供するハードウェアサポート

1つの窓口で迅速対応

性能

容量

●1ノード構成［1HN］

物理容量：12/24/36/48TB
論理容量：156/312/468/624TB

● 2ノード構成［1HN+1SN］

物理容量：96TB
論理容量：1.25PB

● 2ノード構成［2HN］

物理容量：24/48/96TB
論理容量：312TB（207TB＊）/624TB（414TB＊）/1.25PB（828TB＊）

● 性能重視構成［165HN］

物理容量：7.9PB
論理容量：103PB

● 容量重視構成［2HN+163SN］

物理容量：7.9PB
論理容量：103PB

＊ 2HN構成のクラスタリング（パリティ数6）時の容量。論理容量は20倍圧縮時（同上）。

性能重視

容量重視

日々のバックアップデータ／アーカイブデータを効率よく安全に格納するため、
３つのコアテクノロジを装備しています。

ハードウェア保守とソフトウェア保守（PP・サポートサービス）を
セットし、トータルな保守サービスを提供します。1つの窓口で
ハードウェアとソフトウェア障害に対応しシームレスな保守が可能
なため、万一の障害時により迅速なシステム復旧を支援します。
※ソフトウェア保守は装置バンドル製品が対象 受付センター

1つの窓口で
迅速対応・バージョンアップ/

  リビジョンアップ情報
・ソフトウェアに関する質問

ハードウェア
保守

ソフトウェア
保守

iStorage HS8

障害発生

● 4ノード構成［2HN+2SN］

物理容量：192TB
論理容量：2.50PB
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自動最適構成容量追加や性能向上を行いたい場合、システムを
止めずにハイブリッドノード・ノードやストレージ・
ノードを簡単に追加できます。内部ネットワーク
に接続された追加ノードは、自律的にストレージ・
プールに組み込まれ、ストレージ管理者がデータ
格納位置を考慮したり、設定作業をしなくても、
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無停止で、容量・性能を簡単に拡張できる
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することで、データの格納効率と書き込み性能を
向上します。DataRedux®は、既存データとの
重複を最大限に検出するようデータの知的な
可変長分割を行います。これにより、世代管理
しているバックアップデータ等に対し、より一層の
格納効率と性能向上を実現しています。

容量効率を大幅に向上させ低コスト化を推進する

従来のストレージを超える高次元の冗長化を
実現します。バックアップデータを複数に分割し、
データに特殊なパリティを付加して複数のノード
の各ディスクに分散保管することにより、複数の
格納場所で障害が発生した場合でもデータ復元
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の障害でもデータロストを防ぎます。
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RAIDを超える高信頼、耐同時障害性を実現した

データ圧縮

分散冗長配置

バックアップ・アーカイブ業務を支える、
３つのコアテクノロジ。

ハイブリッド・ノード

ストレージ・ノード

バックアップデータの例

1 7 1 4

4 6 2 1

１日目：フルバックアップ

1 2 3 4

5 6 7 8

1 6 1 4

1 6 7 8

7日目：フルバックアップ

1 6

6 3
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5 1

4 7
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DataRedux®
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データ
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ストレージ・ノード

ＨＮ：ハイブリッド・ノード、SN：ストレージ・ノード、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）。

ご要望の容量・性能へ自由に拡張できる、
iStorage HS8。

Line Up

iStorage HS8は、最新ハードウェア技術とソフトウェアの強化に
より、さらなる高性能化、大容量化を実現しました。ノードの追加
により、容量・性能を拡張できるスケールアウト型で、最大165ノー
ドまでの拡張が可能です。
最初は経済的なスモールスタートから始め、バックアップデータ
の増加にあわせて、最適なシステム規模にすることもできます。

Support

全国約400カ所の
サービス拠点網

全 国 を カ バ ー す る

全国約400カ所（2015年3月末現在）のサービス拠点網をフル活用し、
お客様からのご連絡後、サービスエンジニアが早急に現地到着し､
修理作業を開始。より迅速なシステム復旧をサポートします。

スピード出張修理

サービス提供時間帯は、お客様のニーズに応じて、日数／時間帯の組み
合わせでお選びいただけます。

（日数）　5日連続／週、6日連続／週、7日／週
（時間帯）　8:30 ～ 17:30、8:30 ～ 21:00、終日

24時間365日対応も可能

ワンランク上の安心を提供するハードウェアサポート

1つの窓口で迅速対応

性能

容量

●1ノード構成［1HN］

物理容量：12/24/36/48TB
論理容量：156/312/468/624TB

● 2ノード構成［1HN+1SN］

物理容量：96TB
論理容量：1.25PB

● 2ノード構成［2HN］

物理容量：24/48/96TB
論理容量：312TB（207TB＊）/624TB（414TB＊）/1.25PB（828TB＊）

● 性能重視構成［165HN］

物理容量：7.9PB
論理容量：103PB

● 容量重視構成［2HN+163SN］

物理容量：7.9PB
論理容量：103PB

＊ 2HN構成のクラスタリング（パリティ数6）時の容量。論理容量は20倍圧縮時（同上）。

性能重視

容量重視

日々のバックアップデータ／アーカイブデータを効率よく安全に格納するため、
３つのコアテクノロジを装備しています。

ハードウェア保守とソフトウェア保守（PP・サポートサービス）を
セットし、トータルな保守サービスを提供します。1つの窓口で
ハードウェアとソフトウェア障害に対応しシームレスな保守が可能
なため、万一の障害時により迅速なシステム復旧を支援します。
※ソフトウェア保守は装置バンドル製品が対象 受付センター

1つの窓口で
迅速対応・バージョンアップ/

  リビジョンアップ情報
・ソフトウェアに関する質問
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ソフトウェア
保守
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障害発生

● 4ノード構成［2HN+2SN］

物理容量：192TB
論理容量：2.50PB



iStorage HS8

ビッグデータ時代を強固に支える
バックアップ・アーカイブストレージ

iStorageシリーズ
2016年8月

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
 ノード構成

ノード数＊1
 ハイブリッド・ノード（HN）

 ストレージ・ノード（SN）
 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＊5 
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
インターフェース オプション

ネットワーク 標準
インタフェースポート数 オプション（10GbE NIC × 1）

（ハイブリッド・ノード当たり） 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
（ノード当たり） 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＊7

サポートアーカイブソフトウェア＊7

周囲環境条件
 温度

 湿度＊8

電源条件
質量
筐体寸法（W×D×H）＊9

最大消費電力（HN：10GBASE-T×4構成時）
省エネ法＊10による表示 区分

（2011年度基準） エネルギー消費効率＊11

iStorage HS8 スケールアウトモデル
 12TBモデル 24TBモデル 36TBモデル 48TBモデル 96TBモデル 24TBモデル 48TBモデル 96TBモデル 192TBモデル  最大構成
 1HN構成   1HN+1SN構成 2HN構成 2HN+2SN構成 性能重視構成 容量重視構成
 1 1 1 1 1 2 2 2 2 165 2
 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 163
 12TB 24TB 36TB 48TB 96TB 24TB 48TB 96TB 192TB  7.9PB
 7.8TB 15.6TB 23.4TB 31.2TB 62.4TB 15.6TB（10.3TB＊4） 31.2TB（20.7TB＊4） 62.4TB（41.4TB＊4） 125TB  5.15PB
 156TB 312TB 468TB 624TB 1.25PB 312TB（207TB＊4） 624TB（414TB＊4） 1.25PB（828TB＊4） 2.50PB  103PB

6,200MB/s（22TB/h）
2,400MB/s（8.64TB/h）

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

3.5型 SATA（6Gbps）
4TB / 7,200rpm / 12台

インライン圧縮（重複排除、物理圧縮）
NFS、CIFS、OpenStorage＊12、ユニバーサル高速I/O＊13、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取得電源ノード当たり2個標準搭載　AC100V±10%、50/60Hz±3Hz　AC200V±10%、50/60Hz±3Hz

 44kg 76kg 152kg 5,526kg
 448 × 684 × 178mm（4U） 448 × 684 × 267mm（6U） 448 × 684 × 534mm（12U） 448 × 684 × 16,510mm（371U）
 687W/693VA 1,181W/1,197VA 1,361W/1,380VA 1,361W/1,380VA 1,361W/1,380VA 2,485W/2,522VA 113,875W/115,230VA 84,535W/85,401VA

N
0.00640

＊1：iStorage HS8 スケールアウトモデルは、1HNから最大165ノード（11ラックx15ノード/ラック）まで増設可能。 構成は性能/容量要件に合わせて変更可能です。詳細につきましては、お問い合わせください。　＊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。　＊4：2HN構成のクラスタリング（パリティ数6）時の容量。（圧縮率はデータの種類によって変動します）　＊5：ハイブリッドノード 1台当たりの性能。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。　＊6：100BASE-TX/10BASE-Tでも利用可能です。　＊7：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。　＊8：動作時、休止時共に結露しないこと。　＊9：フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず。　＊10：正式にはエネ
ルギーの使用の合理化に関する法律。　＊11：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。　＊12：NetBackupのみ。　＊13：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。

● 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

●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。 

iStorage HS8

日本電気株式会社 2016年8月現在 Cat.No.E03-16081446J

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。

〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

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。

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
協調アクセスグリッド機能 複数のハイブリッドノードから同一のファイルシステムに、同時にアクセスを可能とするソフトウェア製品




