
* 圧縮比2.5：1を想定

iLayerインテリジェント・ソフトウェア：インテリ
ジェントなソフトウェアによって管理タスクを自動
化し、他のテープ・ライブラリ製品に比べて管理時
間を75％短縮
アクティブ/アクティブのデュアル・ロボット：高可
用性と高速処理を実現するセカンド・ロボットをラ
イブラリに追加。一方のロボットに障害が発生した
場合も動作の継続が可能。アプリケーションを中
断させません。
EDLM（拡張データ・ライフ・マネジメント）：長
期保存、アーカイブ、ディザスター・リカバリー用
に保管されているデータの可用性を確保するた
めのiLayer独自の機能。StorNext® Storage 
Managerとの連携でデータのアーカイブ保護を
自動化
アクティブ・ボルト：コストとカートリッジの操作を
最小限に抑えながら、保管コンテンツのセキュリ
ティとアクセス性を強化するライブラリ内のアー
カイブ・テープ
高密度拡張モジュール：カートリッジへのアクセ
ス性を損なうことなく、19インチ・ラック1台に約
12.5PB*のデータを格納。システムの稼働を中断
させない一括インポートで個々のカートリッジの
高速スキャン/インベントリが可能
Advanced Report：メディア、ドライブ、セキュリ
ティに関するレポートでによりライブラリの使用率
とパフォーマンスの詳細を把握。レポートのスケ
ジュール設定と配布の自動化で管理時間を短縮
パス・フェイルオーバー：制御パスとデータ・パス・
フェイルオーバー機能によりSANファブリックの
障害時にもライブラリ・システムの運用を継続し、
アクセスが可能
RESTful Web Services：繰り返しのタスクを
簡単に自動化することで管理時間を削減
Scalar Key Managerのサポート：FIPS準拠の
ソリューションにより暗号鍵の管理が容易になり、
データ損失のリスクを減低
Scalar LTFSアプライアンス：テープをNASスト
レージとして扱うことで、アーカイブ・ファイルの
管理とアクセスが容易

貴重なデータの保護と保持は企業にとって大
きな課題です。コストを削減し、時間を短縮し
ながら、予測不可能なデータの急増に対応する
ことはIT担当者の大きな負担となります。さら
に、データを長期にわたって安全に利用できる
ようにすることはまた別の課題です。Scalar® 

i6000テープ・ライブラリは、これらの課題を解
決し、データ・ストレージ環境を簡略化するため
に設計されています。

Scalar i6000は、最大360PB*までストレージ
容量を拡張でき、大規模なエンタープライズ・ス
トレージ環境をサポートします。キャパシティ・
オン・デマンド（CoD）機能は、システムを中断さ
せることなく迅速かつ柔軟に容量を追加でき、
動的なストレージ要件における管理の煩雑さを
低減します。

クアンタムのiLayerTM管理ソフトウェアのイン
テリジェントかつプロアクティブな機能により、
管理時間を他のテープ・ライブラリ製品に比べ
て最大75％短縮できます。デュアル・ロボットと
パス・フェイルオーバーなどの高可用性機能に
より、ライブラリ・コンポーネントやSANファブ
リック内で障害が発生した場合でも、ライブラ
リの動作を継続できます。EDLM（拡張データ・
ライフ・マネジメント）により、アーカイブされた
メディアの整合性を保証し、必要なときにいつ
でもデータの利用が可能です。FIPS準拠の暗
号鍵管理などのセキュリティ機能により、ライブ
ラリ内にある場合もライブラリから取り出した
後もデータを保護します。

アーカイブ、災害復旧対策（DR）、長期データ保存 
エンタープライズ向けインテリジェントなテープ・ライブラリ

Scalar i6000：超高密度、19インチ・ラックのフォーム・ファクタ。100～12006本のカートリッジまで拡張可能
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キャパシティ・オン・デマンド
カートリッジの開始スロット数： 100、200、400、700、1,500、3,000、5,000、7,000、9,000、 
  11,000

動作
ドライブ・インターフェース： 8Gb FC、ネイティブ8Gb FC 
ライブラリ・インターフェース： 8Gb FC（ドライブ経由でブリッジ）。1GbE/リモートGUI

とRESTful Web Servicesでのライブラリ管理用
インベントリ速度： ほとんどのモジュールは1分12秒。4モジュールは5分以内
構成： インストール/追加されたコンポーネント（モジュール、テー

プ、ドライブ、マガジンなど）のための自動検出および自動
キャリブレーション

インポート/エクスポート（I/E）オプション*

コントロール・モジュール： 24スロットのI/Eステーション×1
拡張モジュール： （オプション）拡張モジュールあたり0、24、または72スロッ

トのI/Eステーション
I/Eステーションの最大スロット数： 1,104スロット
拡張I/E： ライセンス購入したストレージ・スロットをインポート/エク

スポート要素として使用可能
一括ロード/アンロード： ライブラリ操作を中断することなく、高密度拡張モジュール

（HDEM）あたり最大540スロット
自動インポート： ライブラリは、ユーザーポリシーに基づいて複数のパー

ティションにカートリッジを自動的にインポート。特定のI/E
スロットへのカートリッジの配置は不要。

エクスポートのリダイレクト： ユーザーポリシーに基づいて、カートリッジのエクスポート
を自動的に一括アンロード領域またはアクティブ・ボールト
へリダイレクト

*論理パーティションあたり最大240インポート/エクスポート要素をサポート

環境

電源
電圧： 100～240VAC、2～24kVA
  -48VDC、< 1KVA（モジュール当たり）
電源： 80 Plus

信頼性
ライブラリMSBF： 3,000,000回以上
ライブラリMTTR： 20分、10分（デュアル・ロボットの交換）
電源： 冗長電源（オプション）
診断機能： ライブラリに組み込まれたプロアクティブ診断は、主要な 
  サブシステムを監視し、自己診断手順を実行し、ポリシー 

  ベースの通信をシステム管理者に送信します。
Scalar i6000と互換性のあるソフトウェアとプラットフォームの完全なリストについては、https://
www.quantum.com/swcompguide.aspxで最新のソフトウェア互換性ガイドを参照してください。

規格および認証
安全規格： TUV IEC-60950-1:2006 CB Scheme、EN60950-1 2nd Edition
電磁波放射基準： Class A: FCC CFR-47 Part 15、CISPR 22、EN55022、KN22、

ICES-003 
電磁耐性基準： EN55024、KN24
国際認証： CE、cTUVus、KCC (MIC)、GOST、VCCI、C-Tick

外形寸法
 
 モジュール・タイプ 高さ×幅×奥行 
 コントロール・モジュール  196.6 cm × 61.7 cm × 97.4 cm
 拡張モジュール  196.6 cm × 59.9 cm × 97.4 cm
 パーキング・モジュール  196.6 cm × 59.9 cm × 97.4 cm

高度な機能
詳細なレポート： メディア整合性解析レポート、メディア使用率レポート、

ドライブ使用状況レポート、セキュリティ・レポートとメ
ディア取り外し通知。レポートのスケジューリングでレ
ポート作成と配布リストへの配信を自動化

ファームウェアの自動レベリング： ライブラリ内のすべてのテープ・ドライブ間で同じファー
ムウェアレベルを維持

アクティブ・ボルト： アーカイブ・テープをライブラリ内にボルト
ソフトウェア/ハードウェアのコスト削減
管理時間の短縮
ポリシーベースのテープのエクスポートを含む
データ・セキュリティの強化

拡張データ・ライフ管理（EDLM）： 長期アーカイブとDRのために保存されているカート
リッジのメディア健全性レポート。通常の動作時間外で
情報を収集。
テープ・スキャンの自動スケジューリング
テスト結果の通知
ポリシーベースの新しいカートリッジへのデータ移行
（StorNext Storage Managerのみ）

デュアル・ロボット： 高可用性を実現する2台目の冗長ロボットをライブラリ
に追加

パス・フェイルオーバー： コントロール・パス・フェイルオーバー、データ・パス・フェ
イルオーバー。SANファブリック内のパス障害のサポー
トを含む

ライブラリのパーティションニング： テープ統合のために最大16個のパーティションニング
が可能

ドライブ容量と性能

詳細は、www.quantum.com/jpをご覧ください。
1 圧縮比2.5：1を想定
2 未使用のLTO-7カートリッジは、LTO-8タイプMメディア（M8）として初期化できます。

詳細は、www.quantum.comをご覧ください。
1 圧縮比2.5：1を想定
2 未使用のLTO-7カートリッジは、LTO-8タイプMメディア（M8）として初期化できます。

容量構成 ソフトウェアおよびプラットフォーム互換性

ドライブ数、カートリッジ数、容量

ドライブ・タイプ メディア・タイプ ドライブ数 カートリッジ数 容量（TB）1

LTO-8 LTO-8 (L8) 1～192 100 to 12,006 360,180

LTO-8 LTO-7 (M8)2 1～192 100 to 12,006 270,135

LTO-7 LTO-7 (L7) 1～192 100 to 12,006 180,090

LTO-6 LTO-6 (L6) 1～192 100 to 12,006 75,038

ドライブ・タイプ メディア・タイプ カートリッジ容量
非圧縮/圧縮1 （TB）

ドライブのスループット
非圧縮/圧縮1 （MB/秒）

LTO-8 LTO-8（L8） 12 / 30 360 / 900

LTO-8 LTO-7（M8）2 9 / 22.5 300 / 750

LTO-7 LTO-7（L7） 6.0 / 15.0 300 / 750

LTO-6 LTO-6（L6） 2.5 / 6.25 160 / 400

技術仕様

環境係数 運用ストレージ1 アーカイブ・ 
ストレージ2

温度 16～35℃ 16～25℃
相対湿度（結露なきこと） 20～80% 20～50%

最大湿球温度 26℃ 26℃
1時間あたりの最大温度変化率 2℃ 2℃
1時間あたりの最大湿度変化率 5% 5%

1 運用ストレージとは、ライブラリに収納されてから6か月未満のテープ・カートリッジを指しま
す。

2 アーカイブ・ストレージとは、ライブラリに収納されてから6か月以上のテープ・カートリッジを指
します。
ライブラリの外部におけるテープ・カートリッジ・ストレージまたは出荷環境の要件については、
LTOコンソーシアム（www.lto.org）が提供する個々のLTOテープ・メディア仕様またはメディア
製造元が提供する仕様を参照してください。
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