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NetApp E5700シリーズ
実績に裏打ちされた信頼性とパフォーマンス効率を 
今日のエンタープライズ アプリケーションに提供

主なメリット

卓越したパフォーマンス
• ビッグ データ分析、テクニカル コンピュー

ティング、ビデオ監視、バックアップとリカ
バリといった今日のエンタープライズ アプ
リケーションに最適なハイブリッド システ
ムでパフォーマンス、IOPS、密度の向上
を実現

優れた価値
• 3種類のディスク システム シェルフをご用

意。さらに数種類のドライブと全SANイン
ターフェイスに対応しているため、パフォー
マンスと容量の要件に応じて構成をカスタ
マイズ可能

• 業界トップレベルの柔軟性を備えたエン
タープライズクラスのストレージ システム
で、常に変化するビジネス要件に対応

簡易性が効率を向上
• 100万件に上る導入実績を持つセキュアで

信頼性の高いストレージが、導入とデータ
へのアクセスを簡易化 

クラウドとの連携
• NetApp SANtricity® Cloud Connectorの

柔軟で対費用効果の高いバックアップとリ
カバリにより、NetApp® E5700シリーズか
らクラウドへデータをバックアップ

主なビジネス課題
企業は、ビジネスの成功に不可欠なコア アプリケーションに依存しており、さまざまな混在ワー
クロード環境から、すばやく高い信頼性でビジネス価値と知見を得られることによって、企業
は競合企業から差別化を図り、市場投入までの時間を短縮することができます。そして、今の
競争を勝ち抜くためには、卓越したアプリケーション パフォーマンスとノンストップのデータ可
用性を併せ持ったデータ ストレージ システムが必要です。 

ソリューション 
ストレージの選択にあたって重要なのは、パフォーマンス要件と容量要件を満たし、なおかつ
シンプルな機能と優れた効率性を備えていることです。このニーズに応えるために、ネットアッ
プはE5700にSANtricity OSアダプティブ キャッシング アルゴリズムを搭載しました。このキャッ
シング アルゴリズムは、高IOPSまたは広帯域を必要とするストリーミング アプリケーションから、
混在ワークロードに至るまで、さまざまなアプリケーション ワークロードに対応し、ハイパフォー
マンスな統合ストレージを実現します。

E5700ハイブリッド アレイは、占有するラック スペースはわずか2Uながら、卓越したIOPS、
100マイクロ秒未満の応答時間と、最大21GBpsの読み取り帯域幅、14GBpsの書き込み帯域
幅を提供します。また、完全冗長構成のI/Oパス、高度なデータ保護機能と幅広い診断機能を
備えており、99.9999%以上の可用性とデータ整合性、セキュリティを約束します。

100万台に迫る出荷実績を持つEシリーズ テクノロジは、ビッグ データ分析、テクニカル コン
ピューティング、ビデオ監視、バックアップとリカバリなどのエンタープライズSANアプリケーショ
ン環境で利用されており、次のような世界最大級の企業を支えています。

• 世界第2位の規模を誇る証券取引所
• 世界最大手のオンライン メディアのレジ システム
• 世界屈指の資産管理会社
• 世界最大級のデータ ウェアハウス
• 世界最大手のオンライン ストア

http://www.netapp.com/jp
http://www.netapp.com/jp


卓越したパフォーマンス
NetApp Eシリーズが一貫して提供し続けているのは、さまざまなワー
クロードのストレージ要件にコスト効率よく対応するように設計され
た、バランスのとれたパフォーマンスです。E5700ストレージ システム
も、このパフォーマンスを受け継いでいます。高い読み取りスループッ
トと書き込みスループットを維持するE5700は、高性能ファイルシステ
ムや、データ処理量が多く広帯域幅を必要とするアプリケーションに
最適です。また、高IOPSと低レイテンシによって、データベース中心
のトランザクション アプリケーションのニーズにも応え、アプリケーショ
ン ワークロードの種類にかかわらず、最高レベルのパフォーマンス効
率を実現します。

ビッグ データ分析などの高度なパフォーマンスを必要とするワークロー
ド環境専用に設計されたE5700は、100万超のIOPSを維持し、1ミリ
秒未満で応答します。ビデオ監視やテクニカル コンピューティングと
いった帯域幅重視のワークロードも、最大21GBpsのスループットを
実現するE5700ならスムーズに実行できます。またE5700は、32Gb 
FC、25Gb iSCSI、100Gb InfiniBand、12Gb SAS、100Gb NVMe over 
InfiniBandなど複数の高速ホスト インターフェイスをサポートする初め
てハイブリッド2Uアレイです。 

E5700は、Splunkなどのビッグ データ分析アプリケーションのパフォー
マンスを最大で2倍向上させ、データの検索と分析にかかる時間を従
来の半分に短縮します。2Uまたは4Uのエンクロージャをハイブリッド
構成にすることができる設計は、15,000rpmのドライブ2,000台分を超
えるパフォーマンスを発揮します。必要なラック スペース、電力、冷
却コストは、ハード ドライブの2%未満で済みます。98%に上るラック 
スペースや消費電力の削減効果によって、E5700ハイブリッド アレイは
IT運用全体の効率を大幅に高め、ビジネスのパフォーマンス要件に応
え続けます。

優れた価値 
E5700システムでは、さまざまなフォーム ファクタとドライブ テクノロ
ジから、ニーズに最もマッチしたオプションを選ぶことができます。60
ドライブ搭載型の超高密度システム シェルフは、わずか4Uで最大
600TBをサポートするため、膨大なデータを限られたフロア スペース
で管理する必要がある環境に最適です。また、24ドライブ搭載型の
2Uシステム シェルフは、コスト効率に優れた2.5インチ ドライブに対応
しており、消費電力を抑えながら高いパフォーマンス密度を実現します。
すべてのシェルフは、E5700のコントローラ シェルフとしても、拡張用
シェルフとしても使用できるため、パフォーマンス、容量、コストの各
要件に応じて最適な構成が組めます。

容量を確保できるNL-SAS HDD、対費用効果の高いパフォーマンスを
発揮するSAS HDD、高性能なSAS SSDなどのメディアを混在させるこ
とができるE5700ハイブリッド アレイは、世界でトップレベルのコスト 
パフォーマンスを提供します。また、1.8PBの物理SSD容量と100万
IOPSのパフォーマンス、または最大4.8PBの物理HDD容量と21GBps
のスループット性能にまで個別に拡張できるため、投資を保護しなが
ら将来のニーズを満たすことができ、大掛かりなアップグレードは不
要になります。

簡易性が効率を向上
モジュラ設計を採用し、シンプルな管理ツールを搭載したE5700は、
管理を複雑化させることなく簡単に拡張できます。標準搭載されたブ
ラウザベースの最新のSANtricity System Manager GUIを使用して容
易に導入できるため、10分未満でデータの処理を開始できます。 

E5700ハイブリッド アレイは、 実 証 済 みのエンタープライズ向 け
SANtricity OSソフトウェア プラットフォームを基 盤としています。
SANtricityソフトウェアでは、さまざまな方法で柔軟にシステムを構成
し、要件に合わせてパフォーマンスを調整することが可能です。さらに、
データの配置も完全に管理できるため、E5700のパフォーマンスと利
用率を最大限に高められます。また、SANtricity System Managerの
GUIベースのパフォーマンス ツールで、ストレージI/Oに関する重要な
情報をさまざまな観点から確認できるため、十分な情報に基づいて構
成を調整し、パフォーマンスをいっそう強化できます。 

柔軟性に優れたインターフェイス オプション
E5700は、サーバ直接接続型環境やネットワーク環境のホスト インター
フェイスやネットワーク インターフェイスのすべてに対応しています。イ
ンターフェイスごとに複数のポートがあり、さまざまな接続方法に対応
しているため、高帯域幅を確保し、高いスループットを実現できます。
また、SAS、iSCSI、FC、InfiniBandなどの接続インターフェイスをサポー
トしているので、お使いのストレージ ネットワーク機器を活用できます。
InfiniBandホスト インターフェイスでは、SRP、iSERのほか、新しい
NVMe over Fabricsプロトコルを使用できるため、低レイテンシで接続
できます。さらにE5700は、FCポートの混在使用やデュアルiSCSIポー
トをサポートするため、マルチプロトコルでの接続やミラーリングが可
能です。

最高レベルのストレージ密度
いま求められているのは、増大し続けるデータときわめて厳しい容量
要件に対応できるストレージです。E5700は、省スペースや省エネが
求められながらも大容量を必要とする環境に特化した設計です。60ド
ライブ搭載型の超高密度4Uディスク シェルフは、業界トップクラスの
パフォーマンスとスペース効率を実現し、ラック スペースを最大60%
削減します。また、電源効率が高く、合理的に設計されているため、
電力消費量を最大40%、冷却コストを最大39%削減できます。プルア
ウト ドロワーは保守性を高め、システムの運用を続けて可用性を維持
できるため、アップタイムが向上します。

高い可用性とエンタープライズクラスの信頼性
E5700ストレージ システムは、高速かつ継続的なデータ アクセスを提
供します。ストレージ開発に20年以上携わってきたネットアップの実績
あるアーキテクチャをベースに構築されたE5700は、構成とサービス 
プランを適切に行うことにより、99.9999%の可用性を実現します。 



データ損失やダウンタイム イベントからの保護をローカルと長距離間
の両方で実現するために、EF5700には、エンタープライズ ストレージ
に求められる、次のような高度なデータ保護機能が用意されています。

• Snapshot™：データセットのポイントインタイム コピーを1秒未満
で作成、リストアして、ローカル アレイでの偶発的なデータ損失を
防止します。

• ボリューム コピー：本番環境データの完全なポイントインタイム コ
ピーが必要なアプリケーション用に、ボリュームの完全な物理コピー

（クローン）を作成します。
• 非同期ミラーリング：リモート サイトへFCまたはIPを介して長距離

のボリューム レプリケーションを行えるため、どのような障害発生
時にも業務を続行できます。

• 同期ミラーリング：キャンパス環境で、FCを介しボリュームの連続
レプリケーションを行えます。

• クラウド バックアップ：SANtricity Cloud Connectorを使用すると、
自社運用ストレージからクラウドへのバックアップとリカバリを柔軟
かつ高い対費用効果で実行できます。

セキュアなデータ、セキュアな管理
NetApp SANtricityのドライブ暗号化機能は、ローカル キー管理とド
ライブレベルの暗号化を組み合わせることによって、パフォーマンスを
一切低下させることなく、保管データを包括的に保護します。再導入
や撤去、メンテナンスなどの都合で、ドライブがデータセンターから
運び出されても、機密データが漏洩する心配はありません。ドライブ
の認証キーを標準搭載の機能で管理すれば、コストを最小限に抑え
たシンプルなソリューションを実現できます。また、KMIP準拠の外部
キー管理機能を使用して管理を一元化することも可能です。 

E5700への管理アクセスは、ロールベース アクセス制御のほか、
LDAP / Active Directoryとの統合によって保護されます。セキュリティ
管理者は、ユーザ権限とパスワード要件を管理します。エクスポート
可能な監査ログでは、アレイ上で実行された管理アクションを把握で
きます。すべての管理通信はHTTPSを介して行われます。また、オプ
ションの多元的認証を有効にすれば、脅威からの保護をさらに強化で
きます。 

冗長化されたコンポーネント、自動パス フェイルオーバー機能、オン
ライン管理機能（SANtricity OSとドライブ ファームウェアの無停止アッ
プグレードなど）、ドライブの動的なリカバリ メカニズム、ユーザ指定
に基づくドライブ データの退避機能によって、データへの常時アクセス
を実現します。さらに、検知されない不測の破損からデータを保護す
るData Assurance（T10 PI業界標準）などの高度な保護機能が、高
レベルのデータ整合性を実現します。

エンタープライズ ソリューションには、問題を早期に検出して解決でき
る機能が備わっていることがきわめて重要ですが、E5700は、以下の
ように豊富な問題検出機能と解決機能によってこのニーズに応えます。

• 診断データを幅広く収集することで障害を包括的に切り分け、予期
せぬイベントを容易に分析

• バックグラウンドの監視機能がメディアをプロアクティブにスキャン
し、あらかじめ設定したしきい値と比較してドライブの健常性を追跡 

• 組み込みのRecovery Guruが問題を診断し、リカバリの適切な手順
を表示

• DDPとRAID 6により、読み取り不能なセクターが見つかった場合や
二次障害が発生した場合も、ドライブのリビルドを続行

• NetApp AutoSupport®により、人材の派遣とメンテナンスをプロア
クティブに実施

高度なデータ保護機能
Dynamic Disk Pools（DDP）は、ドライブ プール全体にデータ パリティ
情報とスペア容量を分散するため、従来のRAIDよりもシステムを容易
に管理できます。アイドル状態のスペアを管理する必要がなく、システ
ムの拡張時にRAIDを再構成する必要もありません。ドライブ障害発生
後のリビルドが高速で、ドライブ障害がさらに発生した場合でもデータ
を損失の危険から保護し、データ保護を強化します。また、DDPの動
的なリビルド テクノロジは、プール内のすべてのドライブを使用してリ
ビルドを迅速に実行し、別の障害が発生する可能性のある時間を短縮
します。 

DDPの主な特長の1つは、ドライブが追加されたり取り外されたりした
時に、プール内のドライブ全体にわたってデータを動的にリバランシン
グする点です。DDPは、ドライブ数が固定で柔軟性のない従来のRAID
ボリューム グループとは異なり、1回の操作で複数のドライブの追加や
削除を行えます。また、従来のRAIDよりも短時間で残りの（または追
加された）ドライブ間でリバランシングを動的に実行します。リバラン
シングが速やかに行われるのは、リビルドの際も同様です。ドライブ障
害がさらに発生した場合でも、障害ドライブが高速にリビルドされるた
め、データが失われる可能性のある期間が数日から数分に短縮され
ます。 

図1）E5724ストレージ システム
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SSDキャッシュ
SSD Cache機能は、読み取り処理が大量に発生するワークロード向
けに、分析ベースのインテリジェントなキャッシュ機能を提供します。
ホット データは、ドライブ シェルフに搭載された、高パフォーマンスか
つ低レイテンシのSSDを使用してキャッシュされます。複雑なポリシー
を設定して、階層間でデータを移動するタイミングを定義する必要は
ありません。つまり、一度設定するだけで、あとは任せきりにできます。
SSD Cacheは、ストレージ システムあたり最大5TBまで拡張できます。

DevOps対応システム
DevOpsベースのIT革命に必要な自動化と即応性に対応するために、
E5700はRESTfulベースのWebサービスAPI、JavaとPythonのクライ
アント ライブラリをサポートしています。オープンソースのオーケスト
レーションと構成管理には、Puppet、Chef、Ansible用モジュールを
使用できます。さらにE5700は、従来のITやWindowsエコシステム
での容易な統合と自動化のために、Windows PowerShellとStorage 
Management Initiative Specification（SMI-S）1.6もサポートしてい
ます。

Energy Star認定を取得済み
Eシリーズ システムに使用されている電源装置は、いずれもEnergy 
Star認定の基準である80%をしのぐ「85%以上」のエネルギー効率を
誇っています。EPAのEnergy Star認定を受けているEシリーズ構成の最
新情報については、www.netapp.com/jp/company/about-netapp/
sustainability/energy-star/e-series.aspx でご確認いただけます。

ASHRAE指令への準拠
Eシリーズ システムはすべて、American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers（ASHRAE; アメリカ暖房冷凍空調学会）
の認定要件を満たしています。ASHRAEは、建築環境向けの持続可能な
テクノロジを通じて生活の質を向上させることを目的とした国際的な学
会です。E5724はASHRAE A4に準拠しています。E5760はASHRAE A3に
準拠しています。

プロフェッショナル サービスとサポート サービス 
高い可用性とパフォーマンスの達成を支援
SLAの遵守で課題がある場合も、フラッシュに最適なワークロードの
見極めでサポートが必要な場合も、プロフェッショナル サービスとサ
ポート サービスは、ビジネス クリティカルなエンタープライズ アプリ
ケーションのパフォーマンスと可用性を最適化するデータ管理ソリュー
ションの構築と運用を支援します。システム停止を最小限に抑えなが
ら、オールフラッシュ ストレージを本番環境に短期間で導入するため
に必要なスキルと専門知識を持つネットアップとネットアップ認定サー
ビス パートナーの担当者が、サービスを提供します。提供しているサー
ビスは、次のとおりです。

• 計画サービス：ITをビジネス目標と同調させ、ITサービスを現在と
将来にわたって改善するための課題、機会、リスク、要件を特定し
て分析し、アドバイスを提供します。 

• 構築サービス：導入と統合をスピーディに実施して、リスクを軽減
しながら、導入時間の短縮とコストの削減を実現し、ビジネスの成
果の速やかな達成を可能にします。

• 運用サービス：中断のない優れた運用性を実現するために、エン
ドツーエンドで監視を行います。

ネットアップと認定パートナーのサービスは、エンタープライズ ストレー
ジに関する長年のノウハウと、データ管理戦略の構築や、データ ファ
ブリックを実現する統合ストレージ ソリューションの導入における実績
のある専門知識を活かして、いくつものアプリケーション、システム、
ロケーションにわたって変化するお客様のビジネス ニーズにすばやく
対応できるよう全世界で支援しています。

ネットアップについて
ネットアップは、ハイブリッド クラウドのデータに関するオーソリティ
です。クラウド環境からオンプレミス環境にわたるアプリケーションと
データの管理を簡易化し、デジタル変革を加速する包括的なハイブリッ
ド クラウド データ サービスを提供しています。グローバル企業がデー
タのポテンシャルを最大限に引き出し、お客様とのコンタクトの強化、
イノベーションの促進、業務の最適化を図れるよう、パートナー様と
ともに取り組んでいます。詳細については、www.netapp.com/jp を
ご覧ください。#DataDriven
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