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RAIDアダプタ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。

これまではリチウムイオン(Li-ion)バッテリバッ
クアップユニット(BBU)が、RAID アダプタ上の
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。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す。充電中はライ
トキャッシュは保護されない(例えば電源オフ時)
ため、RAIDアダプタのパフォーマンスにも影響し
ます。一般的なBBUは、定期的に容量をチェックす
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。

Li-ion BBU には、監視や維持、交換、廃棄費用な
ど、RAIDアダプタの総所有コスト(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。

ゼロメインテナンスキャッシュプロテクション
今や第3世代となったアダプテックのゼロメインテ
ナンスキャッシュプロテクション (ZMCP) が、Li-
ionバッテリの代わりにフラッシュメモリを使用する
ことで、アダプタのTCO を劇的に削減します。フ
ラッシュモジュールはキャッシュされたデータを、
Li-ionバッテリで発生するようなコスト不要で、完
全に保護します。 

Adaptec Flash Module 700
ZMCPは、8Qシリーズ(12Gb/秒)と7Qシリーズ
(6Gb/秒)に同梱されています。新しいAdaptec 
81605ZQではフラッシュバックアップ回路がボー

ドに組み込まれています。Adaptec 8シリーズ 
(12Gb/秒)、7シリーズ (6Gb/秒) RAID アダプ
タではオプションとして利用可能で、同梱のマウン
ティングプレートを使用してキャパシタモジュール
を空きPCIeスロットに配置して、ご利用になれま
す。モジュール化されたAFM-700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、この機能が
アダプタに最初から組み込まれているため、データ
センタでキャッシュ保護を追加するためには新しい
カードを買わなくてはなりません。

AFM-700 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NANDフラッ
シュメモリとスーパーキャパシタが特長です。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アダプタキャッ
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、アダプタ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します。電源
がアダプタに復旧したときに、フラッシュメモリの
データはオンボードアダプタ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。

最後に、ZMCPの新しい監視機能(リアル-タイム
の状態＆容量監視)により、データセンタ管理者は
Adaptec maxView Storage Manager使用
して即座に温度や容量、スーパーキャパシタの残
り寿命をチェックすることができます。Adaptec 
maxView Storage Manager は、運用を混乱さ
せたりパフォーマンスに影響することなく、簡単に
システム内の全てのAdaptec RAID アダプタを
確認し、監視し、構成することのできるWebベース
のインターフェイスです。

製品の特長
12Gb/秒と6Gb/秒 RAID アダプタ
に第3世代のキャッシュデータ保護
‒ Adaptec 8シリーズと7シリーズ
に追加できるモジュール

‒ Adaptec 8Qシリーズと7Qシ
リーズRAIDアダプタに同梱

‒ Adaptec 81605ZQ にはフラッ
シュバックアップ回路が組込

リアルタイムの状態監視
‒ キャッシュ保護状態の監視
‒ 容量レベルの監視

即時にRAIDキャッシュ保護開始
‒ 数時間ではなく4分でチャージ
‒ RAIDパフォーマンスが即時に最
適に

メインテナンスフリーのキャッシュ
データ保護
‒ 保護したデータを数年にわたり保存
‒ バッテリ充電レベルのチェック不要
‒ バッテリ交換のためのシャットダ
ウン不要

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

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

SLC (Single-Level Cell) フラッシュ
‒ MLC (Multi-Level Cell) フラッ
シュより速いライト機能とより高い
信頼性

環境に配慮
‒ 有毒なバッテリの処分不要
‒ IATA規制対象外

 >

第3世代のゼロメインテナンスキャッシュプロテクション
Adaptec Flash Module 700キット (AFM-700)
データ保護とコスト削減を最大化
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BBU vs ZMCP : メインテナンス要件

Adaptec Flash Module 700 (AFM-700)

リチウムイオン BBU 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継続的な監視が必要 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

特長 Adaptec Flash Module 700（AFM-700）は、Adaptec 8 シリーズ、8Q シリーズ (12Gb/ 秒 ) と 7 シリー
ズ、7Q シリーズ (6Gb/ 秒 ) RAID アダプタに監視、維持、交換、廃棄費用不要でアダプタキャッシュ内のデー
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

互換製品 12Gb/ 秒 RAID アダプタ
• Adaptec RAID 8885
• Adaptec RAID 8805
• Adaptec RAID 8885Q ( 同梱 )
•   Adaptec RAID 81605ZQ ( フラッシュバック

アップ組込 )

6Gb/ 秒 RAID アダプタ
• Adaptec RAID 72405
• Adaptec RAID 78165
• Adaptec RAID 71685
• Adaptec RAID 71605
• Adaptec RAID 7805
• Adaptec RAID 71605Q ( 同梱 )
• Adaptec RAID 7805Q  ( 同梱 )

動作温度 0℃～ 50℃（ エアフロー有り、200LFM）

消費電流（動作時） 下記 RAID アダプタの消費電力の他、最初のチャージ時に 500mA 
チャージ後は電力消費無し。

12Gb/ 秒 RAID アダプタ
ASR-8805/8885/8885Q: 1.0A@3.3V、
1.1A@12V
ASR-81605ZQ: 1.5A@3.3V、1.0A@12V

6Gb/ 秒 RAID アダプタ
ASR-7805/7805Q: 0.1A@3.3V、1.5A@12V
ASR-71605/71605Q: 0.1A@3.3V、1.6A@12V
ASR-71685/72405: 0.1A@3.3V、 1.8A＠12V
ASR-78165: 1.1A@3.3V、1.3A@12V

ケーブル長 AFM-700 のケーブル : 18cm 延長ケーブル : 46cm

適合規格 CE、FCC、UL、C-tick、VCCI、KCC

適合環境規制 RoHS

一般的な製品寿命 5 年間 （50℃環境）

保証期間 3 年間

品番 2275400-R


