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iStorage M11e/M110

簡単導入・運用できる
エントリストレージ。

iStorage M11e/M110

仕様

24時間
365日対応

月～金
8：30～17：30

対応

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

5年 24H4年 24H3年 24Hサポート

5年 9H4年 9H3年 9Hサポート

PlatformSupportPack
1つの窓口で迅速対応
PlatformSupportPackはハードウェア
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
ビスを提供するパック製品です。
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

ハードウェア保守

？・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

受付センター

1つの窓口で
迅速対応

ソフトウェア保守

● 対応日

● 対象装置
オンサイト保守 パーツ保証

標準保証内容 （3年保証モデル）

● 無償保証期間
● 保守形態

● 受付時間 月曜日～金曜日の9:00～18:00
 ＊国民の祝日および年末年始などのNEC指定日を除く

● 修理提供時間 月曜日～金曜日の9:00～18:00
 ＊国民の祝日および年末年始などのNEC指定日を除く

製造日より3年間 原則翌営業日以降対応
＊15時までに修理が必要と判断した場合、翌営業日対応します。

判断が15時までになされない場合は 翌々営業日の対応となります。
＊訪問の目安・・・翌営業日：北海道、本州、四国、九州、沖縄　
　　　　　　  翌々営業日：離島
＊天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。

ディスクアレイコントローラ、ディスクエンクロージャ、ＨＤＤ、ＳＳＤ

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。

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corp. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Linuxは、Linus Torvaldsの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Red Hatは、米国及びその他の国におけるRed Hat, Incの
商標または登録商標です。●VMwareは、米国およびその他の地域におけるVMware, Inc. の登録商標または商標です。●その他、記載されている製品名、会社名等は一般に各社の登録商標または商標です。

環境対応 M11e

○
○

○

○

M110

○
○

○

○

● 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）

● エコシンボルスター NECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品に付与するラベルです。

● 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。

○ ○

＊1 ： 2017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

＊1：デュアルコントローラモデルとシングルコントローラモデルがあります。M11eのシングルコントローラモデル時は、2ポート（FC、iSCSI）、4ポート（SAS）、キャッシュメモリ4GB、M110のシングルコントローラモデル時は、4ポート、キャッシュメモリ8GBになります。　＊2：RAID-0は、冗長性がありませんので単体ドライブのエラーでデータロストになります。
基本的には冗長性を持ったRAIDをご利用ください。また、使用は事前にご相談ください。SSD：RAID-1,5,6,10,50,60のみ。　＊3：1GB=1,0243B、1TB=1,0244Bとして計算した数値。　＊4：M11eの最大容量は、各ドライブの最大容量ドライブを選択し、SAS HDD、ニアラインSAS HDDは、RAID-5構成時、SAS SSDは、RAID-6構成時。
M110の最大容量は、各ドライブの最大容量ドライブを選択し、SAS HDD、2.5型ニアラインSAS HDDは、RAID-5（120台）構成時、3.5型ニアラインSAS HDDは、RAID-5（110台）構成時、SAS SSDは、RAID-6（12台）構成時。　＊5：SSDは12台まで搭載可能。　＊6：これらのOSにおけるディスク装置接続については、制限事項があります。
詳細につきましては、お問い合わせ願います。　＊7：フロントベゼルはオプションです。　＊8：M11eはホストインタフェース SAS時の値、M110はホストインタフェースiSCSI時の値、その他の構成時は異なる場合があります。　＊9：正式にはエネルギーの使用の合理化に関する法律。SSDは省エネ法の対象外です。　＊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：VRI（Very Read Intensive）読み込み中心用途向け。SSD二次キャッシュ機能用途には利用不可。

モデル＊1 iStorage M11e　3.5型ドライブ対応モデル iStorage M11e　2.5型ドライブ対応モデル iStorage M110　3.5型ドライブ対応モデル iStorage M110　2.5型ドライブ対応モデル

筐体構成（ラックマウント）
ディスクアレイコントローラに2.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを1台、

または3.5型ドライブ対応を2台接続可能
ディスクアレイコントローラに3.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを9台、

または2.5型ドライブ対応を4台接続可能
ディスクアレイコントローラに2.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを4台、

または3.5型ドライブ対応を8台接続可能
ディスクアレイコントローラに3.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを3台、

または2.5型ドライブ対応を1台接続可能

ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを12台まで搭載可能 ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを24台まで搭載可能 ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを12台まで搭載可能 ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを24台まで搭載可能
ホストインタフェース
最大ホストポート数＊1 FC：8、iSCSI：8、SAS：8、FC×4＋iSCSI（10G）×4FC：4、iSCSI：4、SAS：8

キャッシュ
メモリ＊1

搭載容量 8GB 16GB
バッテリバックアップ時間 無制限（専用エリアへ退避）

ファイバチャネル（8Gbps/16Gbps）、iSCSI（1Gbps（Copper）/10Gbps（Optical/Copper））、SAS（12Gbps）

RAIDタイプ＊2 RAID-0,1,5,6,10,50,60,TM

ドライブ諸元

ドライブインタフェース SAS 3.0（12Gbps）

型
SAS HDD ― 2.5型　600GB、1.2TB、1.8TB（10,000rpm）、300GB、600GB（15,000rpm） ― 2.5型　600GB、1.2TB、1.8TB（10,000rpm）、 300GB、600GB（15,000rpm）

容量
ニアラインSAS HDD 3.5型　2TB、4TB、6TB、8TB、10TB（7,200rpm） 2.5型　1TB、2TB（7,200rpm） 3.5型　2TB、4TB、6TB、8TB、10TB（7,200rpm） 2.5型　1TB、2TB（7,200rpm）
SAS SSD 3.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB 2.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB 3.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB 2.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB
VRI SAS SSD＊11 3.5型　2TB、4TB 2.5型　2TB、4TB 3.5型　2TB、4TB 2.5型　2TB、4TB

回転速度 暗号化SAS/ニアラインSAS HDD ― ― 3.5型　4TB（7,200rpm） 2.5型　600GB（10,000rpm/15,000rpm）

装置容量＊3 ＊4

（最大容量）

SAS HDD ― 68.0TB ― 170.0TB
ニアラインSAS HDD 379.1TB 75.8TB 868.8TB 189.6TB
SAS SSD 33.1TB 33.1TB 33.1TB 33.1TB
VRI SAS SSD 34.1TB 34.1TB 34.1TB 34.1TB
暗号化SAS/ニアラインSAS HDD ― ― 379.1TB 55.6TB

暗号化SAS SSD ― ― 3.5型　200GB 2.5型　200GB

暗号化SAS SSD ― ― 1.6TB 1.6TB
搭載ドライブ数＊5 3 ～ 48台
対応OS＊6 Windows、Linux、VMware

3 ～ 120台
Windows、Linux、VMware

筐体寸法
（W×D×H）

ディスクアレイコントローラ（U数） 482×556.0×87.4mm（2U、フロントベゼルなし）/482×566.0×87.4mm（2U、フロントベゼルあり）＊7

ディスクエンクロージャ（U数） 482×548.5×87.4mm（2U、フロントベゼルなし）/482×558.5×87.4mm（2U、フロントベゼルあり）＊7

質量
ディスクアレイコントローラ 33kg以下
ディスクエンクロージャ 29kg以下

29kg以下
26kg以下

33kg以下
29kg以下

29kg以下
26kg以下

電源条件 AC100 ～ 240V 単相 50/60Hz AC100 ～ 240V 単相 50/60Hz、DC-48V

消費電力
（最大時/
25℃環境時）

　
ディスクアレイ
コントローラ＊8

SAS HDD ―
445W（450VA）/355W

―
295W（300VA）/230W

500W（505VA）/410W
465W（470VA）/375W
350W（355VA）/285W
315W（320VA）/250W

―
465W（470VA）/370W

―
295W（300VA）/230W

520W（525VA）/425W
485W（490VA）/390W
350W（355VA）/285W
315W（320VA）/250W

ニアラインSAS HDD

ディスク
エンクロージャ

SAS HDD
ニアラインSAS HDD

周囲環境条件
温度 5 ～ 40℃（動作時）、－10 ～ 60℃（休止時）
湿度 10 ～ 80%RH（動作時）、5 ～ 80%RH（休止時）

省エネ法＊9

による表示
（2011年度基準）

区分

エネルギー
消費効率＊10

SAS HDD ―
ニアラインSAS HDD 0.00175

0.0225
0.00480

N
―

0.00161
0.0202
0.00410

障害発生

M110 NASセット

＊1：本体の詳細は個別の仕様を参照してください。　＊2：増設はできません。　＊3：HDDの増設はM110と同等に可能です。

名称 M110 NASセット
本体構成＊1

メモリ＊2

最大ホストIF/ノード＊2

搭載HDD＊3

接続ストレージ数

NASオプション（Nh4b）＋ストレージ（M110 FC I/Fモデル）
32GB（Nh4b）＋16GB（M110）

1000BASE-T×4/10GBASE-SR×2
 SAS 2.5型 1.2TB（10,000rpm）×12　or　ニアラインSAS 3.5型 4TB（7,200rpm）×12

1台

日本電気株式会社 2017年2月現在 Cat.No.E03-17021541J

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。



日々、加速度をましながら増え続ける企業データ。これからのビジネス発展のためには、データを効率よく一元
管理化し、戦略的に業務活用できるストレージ基盤は欠かせません。
NECでは、企業の皆様のご要望に応えたエントリSANストレージを提供しご好評を得ていましたが、さらに強化
した新モデル“iStorage M11e/M110”を開発。リーズナブルな価格設定や専門知識不要のやさしい導入・
運用性はそのままに、サーバと連携した統合管理機能や最新ホストインタフェース採用などを加え、さらなる
プライスパフォーマンス向上を目指しました。また、NECの“Express5800シリーズ”と共通の設計思想の筺体
デザインを採用。サーバ/ストレージ同一の操作性で、保守作業を容易化しています。

多くの手順が必要だった装置設定
を、徹底的にシンプル化しました。
容量とRAIDタイプを選ぶだけで、
導入設定が可能。管理ソフトウェアは
インストールしてあるので、わずか
十数分で導入は終了です。

ストレージの専門知識は不要。わずか十数分でセットアップ完了。 ビジュアルな管理画面でストレージの稼働状況や操作を表示。

HDDを追加するだけで容量も性能も、簡単に拡張。

障害発生時、ストレージが故障個所を自動診断。

ストレージの容量やディスクの負荷
情報、接続されたサーバなど各コン
ポーネントの稼働状況をビジュアル
に把握できます。容量変更や障害
発生時の操作も、わかりやすいナビ
ゲーション画面で教えてくれます。
初めての方でも理解しやすく、操作
ミスを防ぎます。

新しいIT環境に対応した、身近で高性能なエントリストレージ。

インストール済みの管理ソフトウェアにより、
手軽にスタート
シンプルな設定項目で、
短時間でセッティング完了
導入しやすいリーズナブルな価格設定

直感的な操作が可能なGUIで、
初心者でも容易に管理（CLIもサポート）
容量の拡張も、性能の向上も、
簡単＆柔軟に可能
管理サーバなしで簡単運用可能
専用の管理ソフトウェアだけでなく、
SSH / SNMP / E-Mail通報など
さまざまな方法で監視・管理が可能

3年間無償保証サービスを提供
障害通報によるトラブルの早期解決
状態監視・ログ採取など
リモート保守可能
不調ドライブは故障する前に
予防交換し、データ冗長性を維持

導入しやすさ・運用しやすさを追求

ストレージ装置当たりの消費電力を大幅に削減。

NECではiStorage Mシリーズの開発にあたり、最新の省エネ技術を駆使し、
消費電力の削減を目指しました。これにより、装置当たりの消費電力の大幅
削減に成功。きめ細かな省電力機能や、消費電力の「見える化」によるリアル
タイム管理で、電力コスト削減に貢献します。

先端をいくECO機能を搭載

「導入後、業務データが急増して
しまったが、設定変更が面倒なの
では？」。iStorageなら、そんな心配
は無用です。画面を見ながら簡単
に、HDD1台単位での容量拡張が
何度でも可能。HDDを追加すると、
自動的にデータ最適配置を行い、
データが分散されプール全体の
性能も向上します。

障害が発生した時、どこに問題が
あるのかを特定するのは難しいもの
です。iStorageなら、「障害フォー
カス機能」で、瞬時に診断し故障部位
を特定、適切な処置方法を表示して
くれます。マニュアルをめくりながら
原因を探し出すという煩わしさと
時間を削減できます。

VMware環境で、仮想マシン単位のストレージ管理を実現

優れた性能＆可用性

●  ハードウェアを自由にコンポーネント
・ホストインタフェースはFC（8G/16Gbps）かiSCSI（1G/10Gbps）かSAS（12Gbps）を選択可能。
・コントローラはシングルかデュアルを選択可能。
・1つの装置内に3.5型や2.5型のドライブをディスクエンクロージャ単位に組み合わせて混載可能。

●  省電力化を推進
電源効率の向上やファンの回
転を周囲温度に応じきめ細か
く制御して、消費電力を低減。

●  多彩なハードディスクドライブ
15,000rpmの高性能ディスクドライブや大容量・低価格のニアラインSAS 
HDD、高速で省電力なSSD（Solid State Drive）、省スペースで省電力な2.5
型ドライブをサポート。同サイズのドライブはエンクロージャに混載可能。

●  主要コンポーネントの二重化・冗長化
コントローラや電源、ファンなど主要コンポーネントを二重化。障害
時も継続運転でき、システムを停めることなく故障部品の交換が
可能。システム稼働中でも最新ファームウェアを適用できます。

●  柔軟なRAID構成
RAID-0,1 ,10,5 ,50に加え、ディスクの二重故障に対応した
RAID-6,60や信頼性と性能に優れたNEC独自のRAID-TM（トリプ
ルミラー）をサポート。用途に応じて柔軟なRAID構成が可能です。

●  使用していないディスクを停止させる自律MAID＊機能
使用していないドライブのモーター電源を停止。消費電
力を削減します。
＊MAID：Massive Array of Inactive Disks

さらに多彩なストレージ機能を搭載

手軽に導入 容易に運用 安心の保守

IP設定 構築 サーバ確認

HDDHDD

RAID追加

HDDHDD

RAID追加

ストレージ性能

業務負荷

HDD数

３０台

2０台

1０台

アドバンストダイナミックプール

高速読み出し性能に優れたSSDを二次キャッシュとして利用することで、
頻繁にアクセスされるデータのスループットを向上させ、ホットスポットを
解消、さらなる高速性を追求できます。また、片系コントローラが故障した
場合に、冗長データをSSDに一時格納することで、FastWrite動作を継続
するパーシステントライトも利用可能です。 ＊M110のみが対象です。

高速性能を発揮するＳＳＤ二次キャッシュ＆パーシステントライト。

毎日の業務ボリュームをバックアップするたびに業務を停止するのは、非効
率です。iStorageは、変更のある部分（更新差分）のみを保持するスナップ
ショット機能と無停止で完全複製を作成するレプリケーション機能を提供。
作成した複製ボリュームは、デープバックアップやバッチ業務、本番データ
を使用したアプリケーション評価などに活用できます。 ＊M110のみが対象です。

オンライン業務に影響を与えないバックアップシステム。
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日々、加速度をましながら増え続ける企業データ。これからのビジネス発展のためには、データを効率よく一元
管理化し、戦略的に業務活用できるストレージ基盤は欠かせません。
NECでは、企業の皆様のご要望に応えたエントリSANストレージを提供しご好評を得ていましたが、さらに強化
した新モデル“iStorage M11e/M110”を開発。リーズナブルな価格設定や専門知識不要のやさしい導入・
運用性はそのままに、サーバと連携した統合管理機能や最新ホストインタフェース採用などを加え、さらなる
プライスパフォーマンス向上を目指しました。また、NECの“Express5800シリーズ”と共通の設計思想の筺体
デザインを採用。サーバ/ストレージ同一の操作性で、保守作業を容易化しています。

多くの手順が必要だった装置設定
を、徹底的にシンプル化しました。
容量とRAIDタイプを選ぶだけで、
導入設定が可能。管理ソフトウェアは
インストールしてあるので、わずか
十数分で導入は終了です。

ストレージの専門知識は不要。わずか十数分でセットアップ完了。 ビジュアルな管理画面でストレージの稼働状況や操作を表示。

HDDを追加するだけで容量も性能も、簡単に拡張。

障害発生時、ストレージが故障個所を自動診断。

ストレージの容量やディスクの負荷
情報、接続されたサーバなど各コン
ポーネントの稼働状況をビジュアル
に把握できます。容量変更や障害
発生時の操作も、わかりやすいナビ
ゲーション画面で教えてくれます。
初めての方でも理解しやすく、操作
ミスを防ぎます。

新しいIT環境に対応した、身近で高性能なエントリストレージ。

インストール済みの管理ソフトウェアにより、
手軽にスタート
シンプルな設定項目で、
短時間でセッティング完了
導入しやすいリーズナブルな価格設定

直感的な操作が可能なGUIで、
初心者でも容易に管理（CLIもサポート）
容量の拡張も、性能の向上も、
簡単＆柔軟に可能
管理サーバなしで簡単運用可能
専用の管理ソフトウェアだけでなく、
SSH / SNMP / E-Mail通報など
さまざまな方法で監視・管理が可能

3年間無償保証サービスを提供
障害通報によるトラブルの早期解決
状態監視・ログ採取など
リモート保守可能
不調ドライブは故障する前に
予防交換し、データ冗長性を維持

導入しやすさ・運用しやすさを追求

ストレージ装置当たりの消費電力を大幅に削減。

NECではiStorage Mシリーズの開発にあたり、最新の省エネ技術を駆使し、
消費電力の削減を目指しました。これにより、装置当たりの消費電力の大幅
削減に成功。きめ細かな省電力機能や、消費電力の「見える化」によるリアル
タイム管理で、電力コスト削減に貢献します。

先端をいくECO機能を搭載

「導入後、業務データが急増して
しまったが、設定変更が面倒なの
では？」。iStorageなら、そんな心配
は無用です。画面を見ながら簡単
に、HDD1台単位での容量拡張が
何度でも可能。HDDを追加すると、
自動的にデータ最適配置を行い、
データが分散されプール全体の
性能も向上します。

障害が発生した時、どこに問題が
あるのかを特定するのは難しいもの
です。iStorageなら、「障害フォー
カス機能」で、瞬時に診断し故障部位
を特定、適切な処置方法を表示して
くれます。マニュアルをめくりながら
原因を探し出すという煩わしさと
時間を削減できます。

VMware環境で、仮想マシン単位のストレージ管理を実現

優れた性能＆可用性

●  ハードウェアを自由にコンポーネント
・ホストインタフェースはFC（8G/16Gbps）かiSCSI（1G/10Gbps）かSAS（12Gbps）を選択可能。
・コントローラはシングルかデュアルを選択可能。
・1つの装置内に3.5型や2.5型のドライブをディスクエンクロージャ単位に組み合わせて混載可能。

●  省電力化を推進
電源効率の向上やファンの回
転を周囲温度に応じきめ細か
く制御して、消費電力を低減。

●  多彩なハードディスクドライブ
15,000rpmの高性能ディスクドライブや大容量・低価格のニアラインSAS 
HDD、高速で省電力なSSD（Solid State Drive）、省スペースで省電力な2.5
型ドライブをサポート。同サイズのドライブはエンクロージャに混載可能。

●  主要コンポーネントの二重化・冗長化
コントローラや電源、ファンなど主要コンポーネントを二重化。障害
時も継続運転でき、システムを停めることなく故障部品の交換が
可能。システム稼働中でも最新ファームウェアを適用できます。

●  柔軟なRAID構成
RAID-0,1 ,10,5 ,50に加え、ディスクの二重故障に対応した
RAID-6,60や信頼性と性能に優れたNEC独自のRAID-TM（トリプ
ルミラー）をサポート。用途に応じて柔軟なRAID構成が可能です。

●  使用していないディスクを停止させる自律MAID＊機能
使用していないドライブのモーター電源を停止。消費電
力を削減します。
＊MAID：Massive Array of Inactive Disks

さらに多彩なストレージ機能を搭載

手軽に導入 容易に運用 安心の保守

IP設定 構築 サーバ確認
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HDDHDD
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iStorage M11e/M110

簡単導入・運用できる
エントリストレージ。

iStorage M11e/M110

仕様

24時間
365日対応

月～金
8：30～17：30

対応

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

5年 24H4年 24H3年 24Hサポート

5年 9H4年 9H3年 9Hサポート

PlatformSupportPack
1つの窓口で迅速対応
PlatformSupportPackはハードウェア
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
ビスを提供するパック製品です。
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

ハードウェア保守

？・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

受付センター

1つの窓口で
迅速対応

ソフトウェア保守

● 対応日

● 対象装置
オンサイト保守 パーツ保証

標準保証内容 （3年保証モデル）

● 無償保証期間
● 保守形態

● 受付時間 月曜日～金曜日の9:00～18:00
 ＊国民の祝日および年末年始などのNEC指定日を除く

● 修理提供時間 月曜日～金曜日の9:00～18:00
 ＊国民の祝日および年末年始などのNEC指定日を除く

製造日より3年間 原則翌営業日以降対応
＊15時までに修理が必要と判断した場合、翌営業日対応します。

判断が15時までになされない場合は 翌々営業日の対応となります。
＊訪問の目安・・・翌営業日：北海道、本州、四国、九州、沖縄　
　　　　　　  翌々営業日：離島
＊天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。

ディスクアレイコントローラ、ディスクエンクロージャ、ＨＤＤ、ＳＳＤ

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。

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corp. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Linuxは、Linus Torvaldsの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●Red Hatは、米国及びその他の国におけるRed Hat, Incの
商標または登録商標です。●VMwareは、米国およびその他の地域におけるVMware, Inc. の登録商標または商標です。●その他、記載されている製品名、会社名等は一般に各社の登録商標または商標です。

環境対応 M11e

○
○

○

○

M110

○
○

○

○

● 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）

● エコシンボルスター NECの環境トップランナーとして位置づけた、先進性のある環境配慮型製品に付与するラベルです。

● 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。

○ ○

＊1 ： 2017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

＊1：デュアルコントローラモデルとシングルコントローラモデルがあります。M11eのシングルコントローラモデル時は、2ポート（FC、iSCSI）、4ポート（SAS）、キャッシュメモリ4GB、M110のシングルコントローラモデル時は、4ポート、キャッシュメモリ8GBになります。　＊2：RAID-0は、冗長性がありませんので単体ドライブのエラーでデータロストになります。
基本的には冗長性を持ったRAIDをご利用ください。また、使用は事前にご相談ください。SSD：RAID-1,5,6,10,50,60のみ。　＊3：1GB=1,0243B、1TB=1,0244Bとして計算した数値。　＊4：M11eの最大容量は、各ドライブの最大容量ドライブを選択し、SAS HDD、ニアラインSAS HDDは、RAID-5構成時、SAS SSDは、RAID-6構成時。
M110の最大容量は、各ドライブの最大容量ドライブを選択し、SAS HDD、2.5型ニアラインSAS HDDは、RAID-5（120台）構成時、3.5型ニアラインSAS HDDは、RAID-5（110台）構成時、SAS SSDは、RAID-6（12台）構成時。　＊5：SSDは12台まで搭載可能。　＊6：これらのOSにおけるディスク装置接続については、制限事項があります。
詳細につきましては、お問い合わせ願います。　＊7：フロントベゼルはオプションです。　＊8：M11eはホストインタフェース SAS時の値、M110はホストインタフェースiSCSI時の値、その他の構成時は異なる場合があります。　＊9：正式にはエネルギーの使用の合理化に関する法律。SSDは省エネ法の対象外です。　＊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：VRI（Very Read Intensive）読み込み中心用途向け。SSD二次キャッシュ機能用途には利用不可。

モデル＊1 iStorage M11e　3.5型ドライブ対応モデル iStorage M11e　2.5型ドライブ対応モデル iStorage M110　3.5型ドライブ対応モデル iStorage M110　2.5型ドライブ対応モデル

筐体構成（ラックマウント）
ディスクアレイコントローラに2.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを1台、

または3.5型ドライブ対応を2台接続可能
ディスクアレイコントローラに3.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを9台、

または2.5型ドライブ対応を4台接続可能
ディスクアレイコントローラに2.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを4台、

または3.5型ドライブ対応を8台接続可能
ディスクアレイコントローラに3.5型ドライブ対応のディスクエンクロージャを3台、

または2.5型ドライブ対応を1台接続可能

ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを12台まで搭載可能 ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを24台まで搭載可能 ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを12台まで搭載可能 ディスクアレイコントローラまたはディスクエンクロージャはドライブを24台まで搭載可能
ホストインタフェース
最大ホストポート数＊1 FC：8、iSCSI：8、SAS：8、FC×4＋iSCSI（10G）×4FC：4、iSCSI：4、SAS：8

キャッシュ
メモリ＊1

搭載容量 8GB 16GB
バッテリバックアップ時間 無制限（専用エリアへ退避）

ファイバチャネル（8Gbps/16Gbps）、iSCSI（1Gbps（Copper）/10Gbps（Optical/Copper））、SAS（12Gbps）

RAIDタイプ＊2 RAID-0,1,5,6,10,50,60,TM

ドライブ諸元

ドライブインタフェース SAS 3.0（12Gbps）

型
SAS HDD ― 2.5型　600GB、1.2TB、1.8TB（10,000rpm）、300GB、600GB（15,000rpm） ― 2.5型　600GB、1.2TB、1.8TB（10,000rpm）、 300GB、600GB（15,000rpm）

容量
ニアラインSAS HDD 3.5型　2TB、4TB、6TB、8TB、10TB（7,200rpm） 2.5型　1TB、2TB（7,200rpm） 3.5型　2TB、4TB、6TB、8TB、10TB（7,200rpm） 2.5型　1TB、2TB（7,200rpm）
SAS SSD 3.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB 2.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB 3.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB 2.5型　200GB、400GB、1.6TB、3.84TB
VRI SAS SSD＊11 3.5型　2TB、4TB 2.5型　2TB、4TB 3.5型　2TB、4TB 2.5型　2TB、4TB

回転速度 暗号化SAS/ニアラインSAS HDD ― ― 3.5型　4TB（7,200rpm） 2.5型　600GB（10,000rpm/15,000rpm）

装置容量＊3 ＊4

（最大容量）

SAS HDD ― 68.0TB ― 170.0TB
ニアラインSAS HDD 379.1TB 75.8TB 868.8TB 189.6TB
SAS SSD 33.1TB 33.1TB 33.1TB 33.1TB
VRI SAS SSD 34.1TB 34.1TB 34.1TB 34.1TB
暗号化SAS/ニアラインSAS HDD ― ― 379.1TB 55.6TB

暗号化SAS SSD ― ― 3.5型　200GB 2.5型　200GB

暗号化SAS SSD ― ― 1.6TB 1.6TB
搭載ドライブ数＊5 3 ～ 48台
対応OS＊6 Windows、Linux、VMware

3 ～ 120台
Windows、Linux、VMware

筐体寸法
（W×D×H）

ディスクアレイコントローラ（U数） 482×556.0×87.4mm（2U、フロントベゼルなし）/482×566.0×87.4mm（2U、フロントベゼルあり）＊7

ディスクエンクロージャ（U数） 482×548.5×87.4mm（2U、フロントベゼルなし）/482×558.5×87.4mm（2U、フロントベゼルあり）＊7

質量
ディスクアレイコントローラ 33kg以下
ディスクエンクロージャ 29kg以下

29kg以下
26kg以下

33kg以下
29kg以下

29kg以下
26kg以下

電源条件 AC100 ～ 240V 単相 50/60Hz AC100 ～ 240V 単相 50/60Hz、DC-48V

消費電力
（最大時/
25℃環境時）

　
ディスクアレイ
コントローラ＊8

SAS HDD ―
445W（450VA）/355W

―
295W（300VA）/230W

500W（505VA）/410W
465W（470VA）/375W
350W（355VA）/285W
315W（320VA）/250W

―
465W（470VA）/370W

―
295W（300VA）/230W

520W（525VA）/425W
485W（490VA）/390W
350W（355VA）/285W
315W（320VA）/250W

ニアラインSAS HDD

ディスク
エンクロージャ

SAS HDD
ニアラインSAS HDD

周囲環境条件
温度 5 ～ 40℃（動作時）、－10 ～ 60℃（休止時）
湿度 10 ～ 80%RH（動作時）、5 ～ 80%RH（休止時）

省エネ法＊9

による表示
（2011年度基準）

区分

エネルギー
消費効率＊10

SAS HDD ―
ニアラインSAS HDD 0.00175

0.0225
0.00480

N
―

0.00161
0.0202
0.00410

障害発生

M110 NASセット

＊1：本体の詳細は個別の仕様を参照してください。　＊2：増設はできません。　＊3：HDDの増設はM110と同等に可能です。

名称 M110 NASセット
本体構成＊1

メモリ＊2

最大ホストIF/ノード＊2

搭載HDD＊3

接続ストレージ数

NASオプション（Nh4b）＋ストレージ（M110 FC I/Fモデル）
32GB（Nh4b）＋16GB（M110）

1000BASE-T×4/10GBASE-SR×2
 SAS 2.5型 1.2TB（10,000rpm）×12　or　ニアラインSAS 3.5型 4TB（7,200rpm）×12

1台

日本電気株式会社 2017年2月現在 Cat.No.E03-17021541J

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。


