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Adaptec Flash Module ゼロメインテナンス
キャッシュプロテクションキット (AFM-600)

Adaptec 6シリーズ、6Qシリーズ、6TシリーズRAID
コントローラでのデータ保護とコスト削減を最大にする

RAID コントローラカード上のオンボードキャッ
シュを有効にすると、特に RAID 5 や RAID 6 の
場面では、データのリードキャッシュとライトキャッ
シュの両方を利用することで、パフォーマンスを顕
著に向上させます。
しかし、電源やシステム障害の
際にキャッシュが保護されていないと、
ライトキャッ
シュに保存されたデータは損失する可能性があり
ます。
リチウムイオン バッテリバックアップ ユ ニット
(BBU)は、以前より RAID コントローラ上のキャッ
シュデータを保護するために使用されてきました
が、最適なソリューションではありません。BBU に
は、監視と維持費用を含んで、RAID コントローラ
の総所有コスト(TCO) を年間数千ドルも劇的に増
大させる可能性のある隠れたコストがあります。時
間の経過とともに、
すべてのバッテリは充電を保つ
ことができなくなるため、定期的にBBUを交換し、
古いバッテリを環境的に責任ある方法で処分する
必要があります。
インストールされた新しいBBUは、
フル充電を完
了するのに数時間必要で、その間はライトキャッ
シュがオフになってパフォーマンスにも影響しま
す。さらに悪いことには、一般的なBBUでさえ容
量を定期的にチェックする必要があり、
このテスト
期間のパフォーマンスはやや不良となります。さら
に、フル充電したBBUであっても、電源損失から
バッテリの電力がなくなるまで、最大72時間しか
データを保持することができません。

ゼロメインテナンスキャッシュプロテクション
第2世代となった今、Adaptec ゼロメインテナン
スキャッシュプロテクション (ZMCP) が、BBUの
代わりにフラッシュメモリを使用して、
リチウムイオ
ンバッテリで発生していた監視、維持、交換、廃棄の
コスト無しでキャッシュされたデータを完全に保護

することにより、
コントローラの TCO を劇的に削
減します。

Adaptec Flash Module 600
ZMCP は、Adaptec 6シリーズと6Tシリーズ
コントローラではオプションのAdaptec Flash
Module (AFM-600) としてご利用になれます。
Adaptec maxCache SSD キャッシング機能
をサポートする6Qシリーズモデルではプリインス
トールされています。モジュール化されたAFM600は、
データセンタが予算や必要性に応じて、い
つでも ZMCPを追加したりまったく追加しなかっ
たりできるという柔軟性を提供します。競合の同
等品では、
コントローラカードに最初から組み込ま
れているため、キャッシュ保護を追加するためには
データセンタは新しいカードを買わなくてはなりま
せん。
AFM-600 は、電源損失の際にキャッシュされた
データを保存するために協働する4GB NANDフ
ラッシュメモリとスーパーキャパシタが特徴です。
スーパーキャパシタは、開始時に即時にキャッシュ
保護を提供できるよう、システムの起動時に充電
します。モジュールが電源障害を検出した時、スー
パーキャパシタはデータをオンボードコントローラ
キャッシュからフラッシュメモリにデータをコピー
するのに十分な時間、コントローラの不可欠な部
品をアクティブに保ちます。
データのコピーが完了すると、
フラッシュメモリは
それを何年もの間電源なしに保存するため、BBU
の限界である72時間より長い期間での災害復旧
計画を可能にします。電源がコントローラに復旧し
たときに、
フラッシュメモリのデータはオンボードコ
ントローラキャッシュにコピーバックされ、未実行の
I/Oリクエストとともに通常通りオペレーションを再
開します。

>

製品の特徴
6Gb/秒Ecoシステムのキャッシュ
データ保護
– Adaptec 6シリーズと6Tシリー
ズでは追加できるオンモジュール
– Adaptec 6Qシリーズでは同梱
SLC (Single-Levell Cell) フラッシュ
– MLC (Multi-Levell Cell) フラッ
シュより速いライト機能とより
高い信頼性
低い運用コスト
– バッテリで発生する、監視、維持、
廃棄、交換費用不要
– BBUに比較して4年で40%以上
のコスト削減
電力障害時のデータロスなし
– リチウムイオンバッテリを代替
メインテナンスフリーのキャッシュ
データ保護
– バッテリの充電レベルをチェック
不要
– バッテリ交換のためのシャット
ダウン不要
– 保護したデータを数年にわたり
保存
即時にRAIDキャッシュ保護開始
– 数時間ではなく数分でチャージ
– RAIDパフォーマンスが即時に
最適に
環境に配慮
– 有毒なバッテリの処分不要
– IATA規制対象外

A F M - 6 0 0 データシート

BBU vs ZMCP : メインテナンス要件
リチウムイオン BBUs

Adaptec by PMCの ZMCP

バッテリは、導入初期に
「調整」が必要で、導入過程で手作業のステップと数時間を要する

必要なし

故障したバッテリを交換できるように、バッテリのパフォーマンスの定期的な監視が必要

必要なし

故障したバッテリは72時間以内もしくはより短い時間で交換が必要

必要なし

バッテリは通常のメインテナンスサイクルで交換する必要あり。交換用バッテリは使用場所それぞれ
に準備しておく必要があり、
メインテナンススタッフをオンサイトまたはオンコールする必要がある

必要なし

交換用バッテリは、例え使用していなくても「劣化」するので、継続的に購買作業が必要

必要なし

リチウムイオンバッテリは適切な廃棄が必須。危険物廃棄プロセスを作成し、人員を配置し、予算化す
る必要がある

必要なし

BBU vs. ZMCP 付き 6シリーズのコスト比較
リチウムイオンBBUありの
一般的なRAID コントローラ

Adaptec RAID 6805

アダプテックの価格

$ 595 SRP

$ 550SRP

キャッシュ保護のコスト

$ 175 (BBU)

交換用 BBU

$ 175

$0

サービス費用

$ 265

$0

廃棄費用 – 危険物

$ 25

4年間の費用合計

$ 1235

パラメータ

$ 195 SRP

$0
$ 745 SRP

一般的な実際の環境で、ZMCPは4年間で40%以上のコスト削減を提供します。

Adaptec Flash Module 600 (AFM 600)
特徴

Adaptec Flash Module 600（AFM-600）
は、Adaptec 6シリーズ、6Tシリーズ、6QシリーズRAID
コントローラに、監視、維持、交換、廃棄費用不要でコントローラキャッシュのデータを保護する、ゼロキャッ
シュプロテクション（ZMCP）
を提供します。

最適な用途

先進のデータ保護と総所有コスト（TCO）削減が必要なソリューション
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6805TQ（同梱）

動作温度

0℃～50℃（エアフロー有り、200LFM）

消費電流（動作時）

3.3V - 0.17A、12V - 1.25A（PCI Gen2システム、6シリーズコントローラに搭載、6Gハードディスクを接
続して計測）

適合規格

UL、CE、FCC、C-tick、VCCI、KCC

適合環境規制

RoHS, REACH

一般的な製品寿命

7年間（40℃環境）

保証期間

3年間

品番

2269700-R
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