
Microsemi Adaptec® 8E シリーズファミリ：8405E、8805E
エントリレベルの 12 Gbps PCIe Gen3 SAS/SATA 対応の RAID アダプタ

利点
 • 冗長ブートサポートおよびデータベースや 
ビデオ編集などの I/O プロセスが多い 
アプリケーション用のエントリレベルの  
12 Gbps サーバやワークステーションに理想的

 • 完全なハードウェアRAID 0,1,10(ハイブリッド
RAIDもサポート)

 • 512MB DDR3(1600MHz) キャッシュにより 
パフォーマンスを向上

ハイライト
 • 最大4、または8台のデバイス接続をサポート
する、4ポートおよび8ポートのロープロファイル 
MD2サイズ

 • RAID機能モードとキャッシングHBA機能モード
の共存

 • SAS/SATA HDDやSSDデバイスとの12Gbps及び
6Gbpsでの互換性

 • mini-SAS HDコネクタ使用することで、SAS 
ポートあたり12Gbpsのスループット

 • 8レーンPCIe Gen3インターフェースと
12Gbps SASポート対応のMicrosemiのRAID-On-
Chip(ROC)により新世代のパフォーマンスを
実現

 • 512MB DDR3(1600Mhz)キャッシュ

 • 最大 500K IOPS

データセンタ、IT、そして一般的なコンシューマサーバ環境には基本的な 

接 続 性 か ら 大 量 の デ ー タ 保 存 ま で 幅 広 い 要 求 が あ り ま す 。 

12 Gbps PCIe Gen3 SAS/SATA 対応の 8E シリーズ RAID アダプタは、 

エントリレベルソリューションにおいてハードウェア RAID の堅牢性を 

提供します。コスト効率の良いプラットフォーム用の基本的な  

RAID 0,1,10 および組み込みキャッシュを使用して、弊社標準の高性能 

８シリーズRAIDアダプタ使用すること無く、基本的なRAID0,1,10 

でかつ低コストプラットフォームで使用されている他の6GbpsRAIDアダプタ

製品を超える性能向上を提供します。8ヶの内臓SAS/SATAポートを 

持ちます8805Eは、広い帯域幅を必要とするアプリケーションに最適 

です。8405E,8805E両方のモデルは、産業用PCワークステーション及び 

エントリーレベルサーバでの要求を満たします。8405E および 8805E 

はそれぞれ最大4つおよび8つのデバイスをサポートしますが、どちらも 

エクスパンダの使用はサポートしません。

エントリレベルの RAID アダプタの最大パフォーマンス

8EシリーズRAIDアダプタは、12Gbps SSDとの組み合わせにより、

パフォーマンスを最も必要とされるアプリケーションに最大の 

リード/ライト帯域幅とIOPSを提供します。512MB DDR3(1600MHz)

組込みキャッシュ（リードやライトスルーキャッシュを推奨）は 

パフォーマンス向上を最大化します。

高度なデータ保護と使い易さ

MicrosemiのAdaptec RAID Code（ARC）は、業界標準されている全てのRAID 

レベルと、アダプタのフレキシブルコンフィギュレーション、ハイブリッド 

RAID 、ドライブの未使用なスペースを無駄にしないオプティマイズ 

ドディスクユーティライゼーレション（ODU）といったユニークな機能を

含め、業界をリードする機能と最大の信頼性を提供します。Microsemiの

Adaptec maxViewは、全てのストレージ構成や管理に適した、標準的な 

デスクトップおよびモバイルブラウザでも使用可能なHTML5ウェブ 

インターフェイスです。
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エントリレベルの 12 Gbps PCIe Gen3 SAS/SATA 対応のRAIDアダプタ

主なソフトウェ
ア機能

 • フレキシブルコンフィギュレーション： 
HBA モードと Auto Volume モードの 
自動配置

 • オプティマイズド ディスク  
ユーティライゼーション（ディスク毎に
複数のアレイ）

 • 512 バイトセクタデバイスの他に、ネイティブ
4K セクター SAS および SATA デバイス
のサポート

 • ハイブリッド RAID 1 & 10
 • 迅速な初期化
 • オンライン容量拡張
 • コピーバックホットスペア
 • ダイナミック・キャッシュ・アルゴリズム

 • NCQ（ネイティブコマンドキューイング）
 • バックグラウンドでの初期化
 • ホットプラグドライブのサポート
 • RAID レベルのマイグレーション
 • ホットスペア（グローバル、専用、
およびプール）

 • ホットスペアの自動/手動リビルド
 • SES/SAF-TE エンクロージャ管理
 • 設定可能なストライプサイズ
 • S.M.A.R.T. サポート
 • 各ドライブに複数のアレイを作成可能
 • ダイナミックなセクター修復

 • スタッガードドライブスピンアップ
 • ブータブルアレイのサポート
 • テープデバイスおよびオートローダの 
サポート

 • 対応するオペレーティングシステム全て
のデバイスドライバで MSI-X をサポート

 • uEFI ホスト BIOS でセキュアブートの
サポート

 • start.microsemi.com にある USB  
イメージを使用 して、USB デバイスから 
maxView GUI を起動すると、拡張 GUI  
ベースでの セットアップとオフライン 
メインテナンスが可能

管理ユーティリ
ティ

maxView Storage Manager
 • Web ベースの GUI 管理ユーティリティ
 • OSサポート： 
Windows,Linux,Solaris,VMware

 • リモートでの構成、監視、通知
 • リモートでのファームウェアアップデート
 • SMI-S サポート（CIM プロバイダ）
 • SMTP

ARCCONF
 • コマンドライン インターフェース
 • VMware での SMI-S サポート

BIOS Configuration ユーティリティ
（CTRL+A）

 • 従来の設定ユーティリティ
 • フラッシュ可能な BIOS サポート

uEFI BIOS Configuration ユーティリティ
 • HII ベースの設定ユーティリティ
 • フラッシュ可能な BIOS サポート

イベントモニター
 • 軽量のイベントモニター&ロギングツール
 • アダプタイベントの配信、ユーザー 
への通知

 • VMWare vSphere プラグイン

オペレーティン
グシステム

Microsoft Windows、Red Hat Linux、SUSE Linux、Fedora、Debian Linux、Ubuntu Linux、Sun Solaris、FreeBSD、VMware ESXi。
最新のドライバは start.microsemi.com から入手できます。

寸法 長さ 167 mm × 幅 64 mm（幅 2.535 インチ × 長さ 6.6 インチ）

動作温度
0 °C ～ 55 °C（エアフロー 200 LFM）
注意：アダプタには、動作の安定に適度なエアフローを必要とする高機能の RAID プロセッサが搭載されております。このカードは、エアフロー
が 200 LFM 以上のサーバまたは PC シャーシにのみご使用ください。温度は RAID アダプタから 1 インチ離れたところで計測してください。

消費電流 3.3 VDC で 0.1 A、12.0 VDC で 1.2 A(8405E、8805E)

適合規格 CE、FCC、UL、C-tick、VCCI、KCC、CNS

環境適合規格 RoHS

MTBF（平均故障
間隔）

40° Cで 2,000,000 時間

保証期間 3 年間

RAID アダプタ 8405E 8805E

注文番号 2293901-R 2294001-R

RAID レベル 0,1,10 0,1,10

ポート数 内部 4 内部 8

コネクタ 1 SFF-8643 2 SFF-8643

バス インターフェース 8レーンPCIe Gen3 8レーンPCIe Gen3

プロセッサ 12 Gbps ROC 12 Gbps ROC

キャッシュ 512 MB DDR3 (1600 MHz) 512 MB DDR3 (1600 MHz)

キャッシュ保護 なし なし

サポートされるデバイス数 4 8


