
POWER CONSUMPTION OF PMDS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Gateway 1 (48TB) 2 (96TB) 4 (192TB) 8 (384TB)

NUMBER OF DRIVE UNITS

PO
W

ER
 C

O
N

SU
M

PT
IO

N
[W

A
TT

]

GATEW AY IDLE R/W

ASACA TeraCart PMDS

電源管理型ディスクシステム

ＰＭＤＳ Power Managed Disk System

地球温暖化防止 、ＣＯのために   ２の排出量を低減する
。ことが求められています データストレージにおいてもス

トレージ機器の消費電力を極力低減した環境負荷の低
。い省電力ストレージの導入が強く求められています 

ＡＳＡＣＡ ＰＭＤＳ 、          電源管理型ディスクシステムは 
ＭＡＩＤ (*1) 。技術を用いた省電力ディスクシステムです 
(*1) Massive Array of Inactive Disks

環境負荷の低い省電力ディスクシステム

ドライブおよびドライブユニットの電源制御

ＰＭＤＳ 、    は データへのアクセスが必要 、なとき ド
ライブユニットの電源 。をオンします データアクセ
スに必要 、 、なドライブは スピンアップされ ゲート
ウェイを介 ／してリード ライトが行 。われます アク
セスのないドライブはスピンドルが停止 、され スタ
ンバイ状態 。になります 一定時間ドライブユニット
内のドライブに対してアクセスがない場合、 ドライ
ブユニットの電源 。がオフされます 

優れた拡張性

ＰＭＤＳ 、    は システムを制御するゲートウェイとド
ライブを実装するドライブユニットから構成されま
。１す  台のゲートウェイに最大８台のドライブユニ
ットを接続して容量を拡張することが可能 。です 
１６台のドライブを実装するドライブユニットを用
いた場合、 ３８４最大   ＴＢ  まで拡張が可能 。です 

SAS ＳＡＴＡインタフェースと大容量    ドライブを採用

ドライブユニットは最新 ＳＡＳの   (*2） インターフェー
。 、スでゲートウェイと接続されます ドライブは低価格 低

ＳＡＴＡ消費電力で大容量の    ディスクドライブを採用して
。います 

(*2) Serial Attached SCSI

ドライブメインテナンス

ディスクドライブは定期的に電源が入り動作確認が
行 。われます 長期間、 アクセスされず保存されてい
るドライブはメンテナンスソフトウェアにより定期
的に状態が確認 、され データの信頼性が確保されま
。す 、ＰＭＤＳまた     の電源管理機能と組合 、わせ ド
ライブの寿命を延命することが可能 。です 

３００Ｗ ３８４ＴＢ    で     のストレージ

ドライブへのアクセスがない待機時、ＰＭＤＳ     ディ
スクシステムの消費電力は約３００Ｗ    まで低下しま
。 １す ドライブユニット 台に対 ／してリード ライト
が行われる場合の消費電力は ６２７約   Ｗ 。 です 全容
量 ２５％の   に当 ９６ＴＢ（ ２たる     ドライブユニット 
台） の消費電力は ９５４約   Ｗ 。８ です  台のドライブ
ユニットが通電 ／されリード ライトが行われる場合
の消費電力 、は 約２９１６Ｗ、 、      アイドルでも 約
２１６４Ｗ     の消費電力 。になります 

最大消費電力制御

ＰＭＤＳ    ディスクシステム全体で消費される最大消
費電力を設定することが可能 。です 屋内電源設備等
の条件から供給可能な電力に制限がある場合、有効
。です 以下の図は最大２５％（９６ＴＢ）         に設定し

た場合の例 。です 

GreenIT

（DSA-16083)

２５％（９６最大      TB）
アクセスに設定した
ときの消費電力 954W

1608W

2916W

62７W

300W



オープンスタンダード・アクセス

、ストレージシステムへのアクセスは ギガビットイ
ーサネットを介 、して 標準 （プロトコル ＦＴＰ、
ＮＦＳ、 ）    CIFS ＳＳＨ ＳＣＰ、および   を用いたセキュアな    
ＳＳＨＦＳ 。     を使用可能です 

ゲートウェイ仕様

プロセッサ

ネットワーク

ブートシステム

拡張 （＊１）ディスク    

Quad/Dual Core XEON プロセッサ

２ギガビットイーサネット  ポート

ミラーOSディスク

最大６台（ ） オプション 

（ ＋２ ） オプション   ポート 

メモリ ２ GB（ ２ オプション GB+)

ドライブユニット接続数 最大８台

ホスト接続プロトコル NFS、 、CIFS FTP、SCP、SSHFS

電源

AC入力 １００Ｖ－２４０Ｖ

冗長性 １＋１リダンダント   

ＡＣデュアル  インレット

消費電力 ３００Ｗ

周囲環境条件

動作時 １０℃温度    ～３５℃

休止時

寸法・質量

ユニットタイプ （１９ ）ラックマウント型   インチ標準ラック 

ラックユニットサイズ ２Ｕ

幅/奥行き/高さ

質量 ２１ ０９Ｋｇ（ ）、２９ ０３（ ）  .     最小構成    .   最大構成 

諸元

フォームファクター ３.５ インチドライブ

ホストインターフェース

転送速度

ドライブ搭載数

Ｍｉｎｉ ＳＡＳ ４ｘ           コネクタ

1200MB/s per connector (*３)

１６台

拡張インターフェース Ｍｉｎｉ ＳＡＳ ４ｘ           コネクタ

ドライブインターフェース

電源

AC入力 １００Ｖ－２４０Ｖ

冗長性 １＋１リダンダント   

ＡＣデュアル  インレット

消費電力 ３２７Ｗ

周囲環境条件

寸法・質量

ユニットタイプ （１９ ）ラックマウント型   インチ標準ラック 

ラックユニットサイズ ３Ｕ

幅/奥行き/高さ

（ ）質量 ドライブを除く １９ ５Ｋｇ  .   

ホストインターフェース

ドライブユニット仕様（＊２）

ドライブ仕様

3Gb dual ported SAS

1.5/3.0Gb single/dual ported SATA

ドライブ回転数[RPM] 最大１５０００

２０％湿度    ～８０％

温度 -２０℃～６０℃ １０％湿度    ～９０％

動作時 ５℃温度   ～３５℃

休止時

２０％湿度    ～８０％

温度 -２０℃～６０℃ １０％湿度    ～９０％

４８２mm ５７０mm １３０   mm４４３ ６   . mm ６９８mm ８５ ２  . mm

搭載ドライブ ＳＡＴＡ ３ＴＢ（７２００ＲＰＭ）

ドライブ冗長構成

(*1) 、 （ ） 。電源制御を行わず 常にオンラインのディスクドライブ オプション です （＊２） （１６ ） 。    標準ドライブユニット   ドライブ搭載 の仕様です 

（＊３）SASの仕様 、であり 実際のデータ転送速度とは異なります。

Drive Unit
1 - 4

Drive Unit
5 - 8

Gateway

（３８４ＴＢ ）システム構成例       構成 

Gigabit
Ethernet

ファイルカタログ・ビューワ

電源 、オフ あるいはスタンバイ状態 （のドライブ ボ
）リューム にあるファイルおよびディレクトリのカ

タログを見 。ることができます 
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ＲＡＩＤ    レベル ＲＡＩＤ６（６＋２）          (標準)

６２７Ｗ～２９１６Ｗ

ゲートウェイ

ドライブ数

ストレージ容量

ディスクドライブ

消費電力

１

１６ ／ １２８  ドライブ ユニット 合計   ドライブ

ＳＡＴＡ ３ＴＢ        ドライブ

３００Ｗ（ ）     待機時 

３８４ＴＢ

ドライブユニット数 ８

（ １ ドライブユニット 台～８ ） 台アクセス時 

ラックサイズ ２６Ｕ

（３８４ＴＢ）システム構成例       

Ｐｏｗｅｒ ＯＮ
Ｕｎｉｔ

。 。※デザイン・仕様は予告なく変更することがあります 記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です  PBR000040-R01
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