
ストレージシステム  エターナス

高性能
記憶媒体に半導体メモリを採用し、高速データアクセス
の要求に応えます。コントローラー毎＊に3.6GHzの高速
デュアルプロセッサを搭載するとともに、ホスト・インター
フェースにはOCLINKに加えて、高性能なFCLINKをサポート。
データセットの配置やシステム環境に左右されない高速
アクセスを実現します。
＊コントローラーは標準で2台搭載されており、オプションで4台に増設可能です。

高信頼性
コントローラー、電源、ファン、バッテリーなどの主要
コンポーネントを全て冗長化しており、万が一の障害時も
連続運転が可能です。また、各コンポーネントは、システム
停止することなく活性交換することができます。
メモリ上のデータは全て二重化されており、障害時に
おいてもデータは保護されます。さらに、停電に対する
バッテリーとデータ退避用のディスクドライブを標準で
備え、高い信頼性を確保しています。

高い拡張性
記憶容量は最大22.9GBまで拡張可能で、論理ボリュームを
最大1,024個まで定義することができます。各ボリュームは
複数システムからの同時アクセスに対応し、システム間
共用構成の処理効率を大幅に向上させることができます。
また、半導体ディスクやコントローラーを活性増設する
ことができ、システム無停止で容量拡張、性能増強を行う
ことができます。

容易な導入
F6425系の1倍密（630MB）／2倍密（1,260MB）／3倍密
（1,890MB）／4.5倍密（2,835MB）ボリュームをエミュレーション
しており、従来装置と同様に使用することができます。

リモート通報機能による安定稼動
標準で搭載しているリモート通報機能により、システムを
24時間365日監視します。これにより、トラブルの早期発見
が可能となります。また、トラブル発生時にも迅速な解析と
的確な対応により、短時間で解決します。
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圧倒的な処理性能と高信頼性を兼ね備え、安定した高速処理を実現する
半導体ディスク ETERNUS SD860

FUJITSU ETERNUS SD860
半導体ディスク

製品カタログ  ETERNUS SD860 半導体ディスク



●記載の会社名、製品名、名称等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。
●その他、本カタログに記載されている名称には必ずしも商標表示をしておりません。
●このカタログに記載されている製品については、改良のために予告なしに仕様、デザイン等を変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログは、再生紙を使用しています。

グローバルな環境対策に則った
当社独自の厳しい環境評価基準
をクリア。

グリーン製品

記憶容量
平均レスポンス時間＊1

ホスト・インターフェース
ホスト・インターフェース数
論理ドライブ数
外形寸法（W×D×H）
最大質量

電源条件

最大所要電力
最大発熱量

周囲環境条件（動作時）

電圧
相数
周波数
 
 
温度
湿度

1.5GB～22.9GB
0.7ms以下

OCLINK（最大17MB/s）, FCLINK（最大200MB/s）＊2［混在可］
4～32（OCLINK, FCLINK）

最大1,024
610×995×1,400mm

530kg
AC200V～240V

単相
50Hz, 60Hz
4,700W
17,000kJ/h

5～35℃（動作時）, 0～50℃（休止時）
20～80%RH（動作時）, 8～80%RH（休止時）

サポートサーバ／OS

機種

グローバル

OS名
OSIV/MSP、OSIV/F4 MSP
OSIV/XSP、AVM/EX、AVM/EXS

＊1：OCLINK（17MB/s）、ブロック長4kByte時
＊2：SD860とFCLINKスイッチ間での転送速度

CE1079-1-2010年5月AP

製品・サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
0120-933-200

〒105-7123　東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
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製品カタログ  ETERNUS SD860 半導体ディスク
ＥＴＥＲＮＵＳ SD860の装置仕様
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