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IBM System Storage SAN24B-4
小規模から中規模の SAN 環境で高性能と拡張容易性を実現

IBM® System Storage SAN24B-4 は、小規模から中規模の SAN 環境の

ハイライト
導入と使用が容易で、小規模から中規模の
ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN)
環境のニーズに対応

●● ● ●

●● ● ●

8 Gbps ファイバー・チャネル・テクノロジー

ポート・オンデマンドによって 8 ポートから
16 ポートと 24 ポートへのスケーラブルな

●● ● ●

拡張が可能

既存の 4、2、1 Gbps 環境への投資を保護す
るとともに、将来のテクノロジーに対応

●● ● ●

Microsoft Windows、Linux、IBM AIX な
ど選択可能なオペレーティング・システムを
実行するサーバー向けの、インフラストラク
チャーの単純化や事業継続性の基盤

●● ● ●

ニーズに対応します。シンプルな単一スイッチ構成から、ファブリック接続と
事業継続のための機能をサポートする大規模なマルチスイッチ構成まで、幅
広い高性能 SAN ソリューションの構築に使用できます。サーバー向けのイン
フラストラクチャーを単純化するソリューションには、IBM のディスク・スト
レージによるストレージ統合と高可用性サーバー・クラスタリングが組み込ま
れています。事業継続性ソリューションには、IBM のテープ・ライブラリーと
デバイス、IBM Tivoli Storage Manager によるデータ保護機能が組み込ま
れています。
単体の SAN24B-4 は、ファイバー・チャネル・ストレージ・システムの導入の
開始によるストレージ統合のメリットを求めているお客様の環境で、SAN の
重要な役割を果たします。このようなエントリー・レベルの構成は、ディスク・
ストレージまたは Linear Tape-Open (LTO) テープ・ドライブへの 1 つま
たは 2 つのファイバー・チャネル・リンクから成ります。エントリー・レベルの
8 ポートのストレージ統合ソリューションは、ディスクまたはテープへの単一
のパスで最大 7 台のサーバーをサポートできます。ポート・オンデマンド機能
は、基本スイッチを 16 個および 24 個のポートに拡張して、スイッチをオフラ
インにすることなく、サポートするサーバーおよびストレージ・デバイスの数を
増やせます。また、予備のスイッチによって高可用性ソリューションも構築で
きます。この機能は、サーバー・クラスタリング環境に理想的です。このよう
な構成は、それぞれのデュアル・ファイバー・チャネル (FC)・アダプターが冗
長 SAN24B-4 スイッチにクロス接続され、それらのスイッチがデュアル・コン
トローラー・ストレージ・システムにクロス接続された 6 台から 22 台のサー
バーをサポートできます。SAN24B-4 は、小規模から中規模の SAN 向けの
製品ですが、IBM System Storage SAN B タイプ・ファミリーのその他の製
品とともに拡張ファブリック構成の 1 つとして構成できるため、SAN 要件が
進化および拡張する際に投資を保護する上で役立ちます。
大容量の高可用性ストレージ・システムを導入すると、ストレージ統合、インフ
ラストラクチャーと管理の単純化によるコスト削減の新たな機会がもたらさ
れます。古い環境では、各サーバーが、サーバーに内蔵されたディスクやテー
プ・ドライブ、あるいはそのサーバー専用に接続された外部ディスクやテープ
を使用して、専用の記憶容量にアクセスしているため、記憶容量とサーバー
台数の両方の必要量が増えるたびに、ディスクやテープの増設が必要となり
ます。ストレージ統合は、インフラストラクチャー単純化の基本的な目標であ
り、大容量、高性能、高可用性を備えた外部ストレージに収容された容量を
容易に共有および管理します。FC SAN は、多くのサーバーから多くのスト
レージ・デバイスへの効率的な高性能アクセスを提供します。
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小規模の環境では、FC リンクを使用してサーバーを外部ストレー
ジ・システムに直接接続より、サーバーとストレージの間で SAN ス
イッチを構成して、複数のサーバーで同じストレージ・システム内の
記憶容量を共有することが一般的です。SAN24B-4 は、小規模な
IT 環境において SAN スイッチとして使用することを想定してい
るため、導入と管理が容易です。SAN24B-4 は、16 個または
24 個のポートにアップグレードが可能であり、サーバーとストレー
ジの将来的な拡張に対応しています。そして、柔軟な設計により、
他の SAN B タイプおよび M タイプのスイッチとともに、要件の変
更に合わせて進化するファブリックに SAN24B-4 は参加できます。
また、カスケード・スイッチと ISL (Inter-Switch Link) トランクな
どの複雑なファブリックに参加する機能をサポートしています。

●● ●

●● ●

●● ●

Server Application Optimization (SAO) を使用して、B タイプの
データセンター・ファブリック・テクノロジーをサーバー環境に拡張
することで、アプリケーション全体のパフォーマンスや仮想マシン
の拡張性が向上します。SAO により、データセンター全体にわたる
トラフィック・フローの詳細な構成、優先順位付け、最適化がエン
ドツーエンドで可能になります。SAOは、B タイプの 8 Gbps ス
イッチとディレクターに付属のソフトウェア・ライセンスで使用可能
で、Brocade アダプターと同時に導入され、データセンターにおける
エンドツーエンドの SAN サービスをより用意な管理を実現します。
SAO と Adaptive Networking は、Fabric Operating System
(FOS) v7.2 以降に標準装備されています。

●● ●

●● ●

●● ●

SAN24B-4 は、クラスター・サーバー環境で使用するのに適した
スイッチです。個別の SAN スイッチにより、2 つの独立した SAN
ファブリックを構成できます。これは、単一ポートの障害がシステ
ム全体の故障につながることの最小化もしくはなくすための望ま
しい手段です。

●● ●

簡単な導入と保守
SAN24B-4 には、SAN コンポーネントを扱った経験が少な
いシステム管理者であっても、容易に導入や保守が行えます。
EZSwitchSetup ウィザードは、ガイドによってスイッチを通常 5 分
未満でセットアップするための組み込みセットアップ・ツールです。

●● ●

ファブリック・オペレーティング・システム
FOS は、SAN24B-4 スイッチに付属し、基本システムの稼働に必
要なすべての機能を提供します。SAN24B-4 には FOS v6.1.0 以
降が必要です。ただし、一部のオプション機能では FOS v6.4.0 以
降が必要になります。FOS は、以下の機能を提供します (標準バン
ドル、もしくはオプション機能として提供されています)。
●● ●

●● ●

●● ●

Adaptive Networking Services は、ネットワーク・ポリシーを
統合して、SAN の最適な動作を確保するためのツールと機能を
提供する一連のフィーチャーです。ネットワーク・インテリジェン
スを使用して、輻輳を予測し、ファブリックでダイナミックに調整
を行い、アプリケーション・トラフィックを持続します。
拡張パフォーマンス・モニタリングは、ホスト/ターゲットの組み
合わせによるエンドツーエンドの帯域幅使用量の特定に役立ち
ます。また、キャパシティー・プランニングも実施できます。
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Advanced Web Tools は、ファブリック・スイッチと SAN の
管理、構成、保守を可能にします。
拡張ゾーニングは、1 つの SAN を複数の仮想プライベート
SAN に分割します。
Enhanced Group Management は、IBM B タイプ製品の
エレメント管理への追加時にデバイス・レベルの管理機能を使
用可能にして、デバイス・グループへの大規模な統合操作を可能
にします (例えば、ファームウェアのダウンロード、構成のアップ
ロードとダウンロード)。Enhanced Group Management は、
2498-B24 ベースでは標準搭載されています。
拡張ファブリックは、500 キロメートルまでの距離で ISL のパ
フォーマンスを維持するために内部スイッチ・バッファーを最適
化することによって、FC 標準の 10 km を超えて SAN ファブ
リックを拡張します。
ファブリック Watch は、ミッション・クリティカルなスイッチ操
作をモニターします。
フル・ファブリックは、E ポートを使用可能にするために必要
です。フル・ファブリックがインストールされるまで、1 つのス
イッチを別のスイッチに接続できません。フル・ファブリックは、
2498-B24 ベースでは標準搭載されています。
Trunking Activation は、2 つの IBM SAN B タイプ・ファブ
リック・スイッチとディレクターの間の複数の ISL でファイバー・
チャネル・パケットを効率よく分散すると同時に、順序正しい配
信を保持します。両方の SAN B タイプ装置でこの機能が導入
されている必要があります。
Server Application Optimization は、サーバーの統合と仮
想化における Quality of Service (QoS) の向上を実現します。
SAO により、エンドツーエンドの QoS に対して、個々の仮想マ
シンのデータ・フローの切り分けと優先順位付けが行われ、各仮
想マシンから SAN を通じて個々のサービス・レベル・アグリー
メントが保持されます。SAO と Adaptive Networking の両方
のフィーチャーを SAN スイッチでアクティブにしておく必要が
あります。SAO は、FOS v7.2 以降に標準装備されています。
B24 エンタープライズ・バンドル 2は、最も必要とする一連の機能
を発注する際に便利な方法です。
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IBM System Storage SAN24B-4 の概要
製品番号

2498-B24

ホットスワップ対応コンポーネント

Small Form-factor Pluggable (SFP) 光トランシーバー、ファン、1 つの電源機構

保証

1 年間、翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (9×5/CRU)、保証サービスのアップグレードを利用可能

オプション機能

8 ポート活性化、Adaptive Networking Services1、拡張パフォーマンス・モニタリング、B24 エンタープライズ・バンドル 22、
Enhanced Group Management、拡張ファブリック、ファブリック Watch、フル・ファブリック、Trunking Activation、
Server Application Optimization1 のライセンス

寸法

幅: 428.8 mm × 高さ: 42.9 mm ×奥行き: 306 mm

重量

4.35 kg

仕様の詳細については次の Web サイトをご覧ください。製品仕様.
仕様の詳細なリストをご覧ください。

3

詳細情報
IBM System Storage SAN24B-4 の詳細については、日本IBM 営業担当員または IBM
ビジネス・パートナーにお問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください。
ibm.com/systems/jp/storage/san/btype/24b4/
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本資料の内容は、現存するままの状態で提供
され、第三者の権利の不侵害の保証、商品性
の保証、特定目的適合性の保証および法律上
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Application Optimization と
Adaptive Networking は、FOS v7.2 以降に

1 Server

標準装備されています。

(FC 7215) の B24 エンタープラ
イズ・バンドル 2 には、2 つの 8 ポート活性
化機構、Adaptive Networking Services、
拡張パフォーマンス・モニター、ファブリッ
ク Watch、Trunking Activation、Fabric
Vision が含まれています。

2 2498-B24

お客様は自己の責任で関連法規を遵守しな
ければならないものとします。IBM は法律上
の助言を提供することはいたしません。また、
IBM のサービスまたは製品が、お客様がいか
なる法規も遵守されていることの裏付けとなる
と表明するものでも、保証するものでもありま
せん。IBM の将来の方向性および指針に関す
る記述は、予告なく変更または撤回される場
合があります。これらは目標および目的を提示
するものにすぎません。
実際に使用可能なストレージ容量は、データ
が展開されているか圧縮されているかにより
変動するため、記載された値よりも小さくなる
場合があります。
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