
Adaptec RAIDアダプタはメディアとエンターテイメント
ソリューション向けのCacheIOフラッシュアレイで中心的
役割を担う

はじめに
ニューハンプシャーをベースとするCacheIO社は、オールフラッシュのキャッシュやオールフラッ

シュのアレイを含む、オールフラッシュのストレージシステムを開発しています。同社は、特許出願

中のフラッシュ最適化ソフトウェアと一般的なハードウェアを組み合わせて、帯域幅に負荷が集中す

るアプリケーションに対してかつてないほどのパフォーマンスとギガバイト当たりのコストを実現し

ました。 

CacheIO社は、コンテンツ作成、ポストプロダクション、ビデオとオーディオストリーミングおよ

びコンテンツアーカイビングの際に、ストレージネットワークを限界まで利用する、メディアやエン

ターテイメント業界の企業をサポートしています。これらの企業は、ユーザが最大の帯域幅と最小の

レイテンシで大量のメディアコンテンツを格納できるようにする、手頃な価格で、超高密度で拡張可

能なストレージソリューションを必要としています。

CacheIO社のFA140フラッシュアレイはコンパクトな2Uプラットフォームから140Gb/秒の帯

域幅を提供します。このプラットフォームは、18個の8Gファイバチャンネルリンクと48個の6G 

SASリンクにより、アプリケーションとストレージ間で利用可能な、最も高速かつ最も幅広い相互

接続を備えています。FA140は、さらに48台のSSDという最も高いSSD密度を誇り、ストレージ

容量を3TBから48TBまで拡張します。

ストレージが注目を集める
メディアやエンターテイメント業界をサポートする際にストレージプロバイダが直面する最も大き

な問題の1つは、パフォーマンスを急に低下させることなく、メディアのワークフローをサポートす

る、最適化されたソリューションを開発することです。

例えば映画製作の場合、映像は編集から特殊効果や色補正の追加まで、制作パイプライン中での様々

な異なるプロセスを経ます。これらの極めて大きなファイル(5TB以上のサイズもあり得る)を移動さ

せたり操作するには、長い転送プロセスが無く、必要な時には誰でもデータにアクセスすることを可

能にするハイパフォーマンスなストレージシステムが要求されます。

メディア制作が、現在のHD標準よりもそれぞれ4倍と8倍高い解像度となる、4Kや8Kフレーム

レートへと移行するのに合わせて、手頃な価格、大きな容量、高帯域、低いレイテンシのストレージ

ソリューションへのニーズは、ごく一般的になりつつあります。

要旨

課題
CacheIO FA140フラッシュアレイ
の中で使われていたRAIDアダプタは8
ポートしか提供できず、48台のSSDを
接続するために、9つのPCIeスロット
中6個も使用していた。その為、ファイ
バチャネルカード用には3つのスロット
しか残っていなかった。

解決策
6枚の8ポートアダプタを、16ポートの
Adaptec RAID 71605アダプタ3枚
で置き換えることで、ファイバチャネル
カード用に、追加で3つのPCIeスロッ
トを解放。

結果
ファイバチャネルカードの数を3枚から
6枚へと2倍にすることができ、FA140
フラッシュアレイの帯域幅は9GB/秒か
ら18GB/秒へと2倍になった。

「�以前のRAIDベンダーのロープロファイルアダプタは8ポートしか提供できなかったため、当社の FA140フラッ

シュアレイが搭載する9個のPCIe スロット中、6個も使っていました。Adaptec のロープロファイル16ポート

RAIDアダプタを使用することで解放された、3個のスロットにファイバチャネルカードを追加することで、システ

ム全体のパフォーマンスを2倍にすることができました。」

—  Bang Chang 氏、CacheIO 社 CEO

カスタマー � �ケーススタディ



典型的な「クラス最高」のストレージシステムは、2本の4Kストリームをサポートできますが、そ

れには何百台ものハードディスクドライブを必要とし、最大100万ドルもかかることがあります。

対照的に、48台の1TBあるいは1.6TBのSSDを備えた、2UのCacheIO FA140フラッシュアプラ

イアンスは、パフォーマンスロスが無く、リアルタイムで同時に最大9本までの非圧縮4Kストリー

ムをサポートします。これは4Kと8Kのメディア制作用として実用可能な、初めてのストレージソ

リューションです。

FA140 は、RAID アダプタと quad 8GFC または dual 16GFC ファイバチャネルカード用に

PCIe スロットを 9 個持っています。

最初、CacheIO FA140は48台のSSDの接続用に、競

合ベンダーのロープロファイル8ポートのRAIDアダプタ

を6枚使用していました。しかしこの構成ではファイバ

チャネルカード用には3つのPCIeスロットしか使用でき

ないため、アプライアンスのパフォーマンスは9GB/秒

の帯域幅に制限されました。

CacheIOは、最近になって競合ベンダーの8ポート製品の半分のPCIeスロットとしか使用しない、

ロープロファイル16ポートのAdaptec RAID 71605へ切り替えました。

Adaptec RAID 71605を採用したFA140は、48台のSSDを接続するのにわずか3枚のアダプ

タでこと足りるため、それにより解放された3つのPCIeスロットはファイバチャネルカード用に使

用できます。計6枚のファイバチャネルカードの使用により3枚の時に比べて、アプライアンスのパ

フォーマンスは2倍となり、メディアアプリケーションに対して計18GB/秒の帯域幅を提供可能と

なりました。

主役はAdaptec by PMCのAdaptec RAID 71605
Adaptec 7シリーズ SAS/SATA RAIDアダプタファミリは、6Gb/秒 SASのポートと8レーン 

PCIe Gen3インターフェースを組み合わせてハイパフォーマンスと多数のネイティブポートを持つ

RAIDアダプタを実現する、PMCの24ポートRAIDオンチップ(ROC)を搭載しており、業界の他の

ROCの追随を許しません。

Adaptec 71605 SAS/SATA 6Gb/秒 PCIe Gen3 RAIDアダプタは、ロープロファイルMD2

フォームファクタで内部16ポートを提供し、エントリーレベルサーバから、ハイエンドのサーバプ

ラットフォーム、ハイパフォーマンスのワークステーションに理想的です。

競 合 他 社 の 8 ポ ー ト ア ダ プ タ を

16ポートのAdaptec RAID 

71605アダプタへ置き換えるこ

とにより、CacheIOはFA140フ

ラッシュアレイの帯域幅を2倍にす

ることができた。

7 シリーズ製品仕様：

•  PMCの6Gb/秒ROC採用により1ポー
トあたり6Gb/秒のスループット

• 最大24台のSSDが接続可能で最大の
パフォーマンスを発揮（エクスパンダ不
要）

• オプションでメンテナンスフリーの
キャッシュ保護用 — Adaptecフ
ラッシュモジュール（AFM-700）が
選択可

• miniSAS HD コネクタとSAS HD
ケーブル — 高密度のサーバ構成に
最適

• シンプルボリュームモードとHBA
モードの自動設定が可能

• 最大256のSAS/SATA デバイスを
サポート

• SSD、HDD、オートローダ、RBOD、
テープをサポート

• インテルEPSD THOL認定

• PCIe®3.0製品はPCI-SIG®に準拠：
ASR-72405およびASR-71605

Adaptec 7 シリーズファミリ RAID アダプタ
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関連情報
アダプテック 7 シリーズ RAID アダプタ 
製品ページ：
http://www.adaptec.com/ja-jp/
products/series/7/

Adaptec 7 シリーズデータシート：
http://www.adaptec.com/nr/pdfs/
series7_ds_ja.pdf

Adaptec 7シリーズ7の互換性リポート：
http://download.adaptec.com/pdfs/
compatibility_report/arc-sas_cr_09-
15-14_series7.pdf

7シリーズアダプタはリードとライトのスループットにおいて、競合するRAIDアダプタより83％高

いパフォーマンス－パリティを含むRAID5のシーケンシャルリード時で6.6GB/秒、およびシーケ

ンシャルライト時で最大2.6GB/秒－を発揮します。

ネイティブ8ポートのPCIe Gen3 RAIDアダプタでは、最大でも4.8GB/秒(6Gb/秒SASポートx 

8個)までしか利用できません。ネイティブの16および24ポートを備えたAdaptec 7シリーズは、

PCIe Gen3がもつ9.6GB/秒(6Gb/秒 SASのポートx 16個)の帯域能力を最大限に利用します。

7シリーズの自動設定機能によりユーザは、セットアップツール不要で、HBAモード(ホストにドラ

イブを見せる)か、Simple Volumeモード(DRAMキャッシュを使用してレイテンシを削減し、パ

フォーマンスを改善する)で使用可能です。

エピローグ
コンパクトなストレージプラットフォームにおいてPCIeスロット貴重であり、不足しています。

ロープロファイルで16ポートのAdaptec 71605 RAIDアダプタは、競合するRAIDアダプタより

も少ないPCIeスロット数で同数のストレージデバイスの接続を可能にすることにより、システムビ

ルダーがより少ない物でより多くのことを実現するのをサポートします。

CacheIOのような経験豊かなシステムビルダーは、システムパフォーマンスを改善して、市場で競

合する他社製品に対して優位に立つために、空いたスロットを有効に活用します。

ぜひあなたの会社にとって最適なソリューションを見つけてください。より詳細な情報につきましては

Adaptec by PMCへコンタクトいただくか、adaptec.comサイトをご覧ください。

Cache IO 社について
ニューハンプシャーをベースとする
CacheIO社は、メディアとエンターテ
イメント業界向けにオールフラッシュ
のストレージシステムを開発していま
す。同社のFA140フラッシュアレイ
は、コンパクトな2Uプラットフォー
ムから140Gb/秒の帯域幅を提供しま
す。このプラットフォームは、アプリ
ケーションとストレージ間で利用可能
な、最も高速かつ最も幅広い相互接続
を備えており、また48台のSSDとい
う最も高いSSD密度を誇り、ストレー
ジ容量を3TBから48TBまで拡張しま
す。

HTTP://WWW.CACHEIO.COM
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