データシート

HP MSA 1040 Storage

よりお求め安くなった HP MSA 1040 Storage は最新の
共有ストレージテクノロジーを使用し、小規模から
中規模環境のお客様向けにエントリーレベルの機能を
提供します。さらに、シンプルに配備し、シンプルに
管理できます。
この新しい HP MSA 1040 Storage は、価格を低く抑えながら、MSA 2040 の多くの
機能を提供します。これにより、エントリーレベルの統合および仮想化の取り組み
をお客様の予算範囲で十分に推進できるようになります。ProLiant サーバーおよび
BladeSystems の管理者や IT ゼネラリストは、MSA の管理タスクがとてもシンプルで
直観的であることに気付くでしょう。

MSA 1040 アレイは、新しいプロセッサー、コントローラーあたり 2 つのホストポート、
そして同じくコントローラーあたり 4GB のキャッシュを備えた新しい第 4 世代のコン
トローラーアーキテクチャーを活用します。お客様のアプリケーションと予算の要件
に最も適した HDD とテクノロジーを選択することで、最新のハードドライブの利点を
活かすことができます。多くの競合他社製のアレイと異なり、MSA 1040 には、直観
的な管理ツールや、データ保護を向上させるスナップショット、Volume Copy などの
強力なデータサービスが標準で付属しています。

データシート | HP MSA 1040 Storage

主な機能とメリット
シンプル : 柔軟なアーキテクチャー、セットアップが簡単、そして、管理しやすい
• セットアップと管理のための統合された Web ベースのインターフェイス (WBI) により、
ProLiant サーバー /BladeSystems 管理者と IT ゼネラリストは MSA を容易に管理で
きます。

• 最新の 3.5 型 (LFF) または 2.5 型 (SFF) のハードディスクドライブを活用しており、ア

プリケーション、パフォーマンス、予算の要件に応じて、ハイパフォーマンスのエ
ンタープライズクラス SAS (15krpm/10krpm SAS) および大容量のミッドライン SAS
(7.2krpm SAS) HDD を選択できます。

• オンボードの管理ツール : OS およびハイパーバイザービューの増加、ファームウェア
アップグレードの操作、アレイパフォーマンスの監視を、ローカルまたはリモートか
ら簡単に行えます。

お手頃な価格 : 売れ筋の構成を低価格で提供
• 主力のデュアルコントローラー構成を以前のモデルのシングルコントローラー構成
程度の価格で入手できます。

• ご予算の範囲内で容量やパフォーマンスをさらに向上させることができます。
• 最新の MSA テクノロジーが、P2000 G3 MSA の 23 パーセント OFF のコストで入手で
きます。*
高速 : MSA 1040 は P2000 G3 MSA に比べ、パフォーマンスが最大 50 パーセント向上
• MSA 1040 は第 4 世代の MSA テクノロジーを活用しており、コントローラーあたり
4GB のキャッシュを持つ 2 ポートコントローラー、より高速なプロセッサー、パフォー
マンスに最適化された I/O エンジンを備えています。

• パフォーマンスの向上によりアプリケーションの応答時間が短縮され、エントリーレ
ベルの統合および仮想化イニシアチブを容易に推進できます。

将来性 : 組み込み済みの拡張性と MSA 2040 のアップグレードオプション
• 必要に応じてディスクエンクロージャーを追加し、容量やスピンドル数を増やすこと
ができます。

• MSA のユニークな Data-in-Place アップグレード機能により、時間がかかりエラーの
危険性も高いデータ移行の必要がなくなります。

• MSA 1040 は、コントローラーを交換することでフラッグシップモデルの MSA 2040

にアップグレードさせることができます。一方、他の低価格帯のアレイにはこのアッ
プグレードはありません。

1GbE iSCSI デュアルコントローラーモデルの
本体のみ (HDD 無し ) の希望小売価格の比較。
価格は予告なく変更になる場合あり。
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仮想化機能
第 4 世代 MSA アレイは、新しい仮想アレイシステムアーキテクチャーで実現する、
強力なデータサービスを提供します。MSA 1040 のユーザーは、ファームウェアアッ
プグレードおよびオプションの使用権によってこれらの新機能を使用できます。

• シンプロビジョニング : この機能は、アプリケーションが物理ストレージリソースを
消費するのに応じて、物理ストレージリソースを割り当てます。

• 自動階層化 ( スタンダード階層、アーカイブ階層 ): リアルタイム I/O エンジンを活用

し、最も適切なストレージの「層」に、インテリジェントにデータを配置します。た
とえば、MSA 1040 のアーカイブ階層を使用しているお客様は、長期間アクセスさ
れていなかったデータを、よりコスト効率に優れたミッドライン SAS (7.2krpm SAS)
HDD へ移動する機能を通じて、ストレージリソースをさらに効率的に活用できるよう
になります。

• 仮想スナップショットサービス : MSA の仮想ストレージアーキテクチャー用に作成さ
れた機能で、MSA 1040 で Redirect-on-Write テクノロジーを活用できるようになり、
より優れた性能と、より複雑なスナップショットをシンプルな管理で作成する機能を
提供します。

• 新しい Web ユーザーインターフェイス (Web UI): 新しい仮想アレイアーキテクチャー
には、強力なストレージ管理機能が組み込まれており、MSA 1040 と新機能の設定、
管理をシンプルにします。MSA の従来の Web UI に慣れているユーザーは引き続き
以前の Web UI を選択でき、また、新しい UI を利用することもできます。
• ワイドストライピング : 仮想ストレージ「プール」を活用することにより、MSA 1040

のユーザーはワイドストライピング機能を利用してボリュームの拡張をシンプルにす
ること、そして、ボリュームに割り当てられたすべてのリソースを最大限に使用する
ことができます。

同じく MSA の第 4 世代でより高性能な HP MSA 2040 Storage はこれらの仮想化機
能のほかに、SSD リードキャッシュおよびパフォーマンス階層機能をサポートしま
す。Data-in-place アップグレードとコントローラーの交換により MSA 1040 から MSA
2040 へアップグレード すれば、MSA 1040 を使 用していたユーザーは、MSA 2040
の仮 想化 機能のすべてを利用することができます。MSA 2040 についての詳細は、
www.hp.com/jp/msa2040 ( 日本語 ) をご覧ください。
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技術仕様

HP MSA 1040 Storage
ドライブの説明

最大 99 台の 2.5 型 SAS HDD/MDL SAS HDD または 48 台の 3.5 型 SAS HDD/MDL SAS HDD を
サポート
拡張エンクロージャーを使用した最大数。構成はモデルにより異なる

ドライブタイプ

エンタープライズ SAS (15k/10krpm SAS) またはミッドライン SAS (7.2krpm SAS) HDD をサポート
ハードドライブの詳細については、MSA 1040 のシステム構成図を参照してください。
http://h50146.www5.hp.com/products/storage/system/ ( 日本語 )

容量

最大 288TB
拡張エンクロージャーを使用した最大数。構成により異なる

ストレージ拡張オプション

MSA 2040 3.5 型ディスク増設エンクロージャー、または D2700 (2.5 型 ) ディスクエンクロージャー
最大 3 台のディスクエンクロージャーの接続をサポート

ホストインターフェイス

8Gb ファイバーチャネル
1GbE iSCSI
10GbE iSCSI

ストレージコントローラー

MSA 1040 2 ポート FC コントローラー
MSA 1040 2 ポート 1GbE iSCSI コントローラー
MSA 1040 2 ポート 10GbE iSCSI コントローラー

SAN バックアップ対応

あり

Systems Insight Manager 対応

あり

互換オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® Server 2012
Microsoft Windows 2008
Microsoft Windows Hyper-V
Red Hat® Linux
SUSE Linux
VMware ESXi 5.x
詳しくは、次の Web サイトを参照してください。hp.com/storage/spock ( 英語 )

クラスターサポート

Windows、Linux

フォームファクター

2U ( アレイ本体 )、2U (3.5 型または 2.5 型ディスクエンクロージャー )

標準保証

3 年間パーツ保証、3 年間翌営業日対応オンサイト

※ 当製品の販売状況や標準保証等は国や地域によって異なる場合があります。詳細は HP Storage の Web サイト (www.hp.com/jp/storage ( 日本
語 )) をご覧ください。

4

データシート | HP MSA 1040 Storage

MSA ソフトウェアおよびデータサービス
MSA 1040 の仮想化アップグレード
第 4 世代 MSA アレイは、新しい仮想アレイシステムアーキテクチャーで実現する、強
力なデータサービスを提供します。MSA 1040 のユーザーは、ファームウェアアップグ
レードおよびオプションの使用権の適用によりこれらの新機能を使用できます。MSA
1040 の仮想化アップグレードでサポートされる仮想化機能は、シンプロビジョニング、
Redirect-on-Write スナップショット、自動階層化 ( スタンダード階層、アーカイブ階
層のみ )、ワイドストライピング、新しい MSA の Web ベースのインターフェイスなどです。
HP MSA Snapshot ソフトウェア
HP MSA Snapshot ソフトウェアでは、写真を撮るようにスナップショット取得時の状
態を記録し、データのリカバリポイントを作成します。MSA スナップショット機能はコ

ントローラーをベースに実行されるため、ホストサーバーのリソースは使用されませ
ん。MSA 1040 コピーサービスは、リニアボリュームに対しては Copy-on-Write 機能を、
仮想ボリューム ( オプションの仮想化アップグレード使用権を適用した場合のみ利用
可能 ) に対しては Redirect-on-Write 機能を利用します。MSA 1040 では、標準で 64
のスナップショットが有効になっています。

HP Volume Copy ソフトウェア
HP MSA Volume Copy ソフトウェアは、同じアレイ内の別のディスクセットにデータの
物理コピーを作成します。Volume Copy ソフトウェアのメリットの 1 つとして、別のサー
バーにボリュームのコピーをマウントできる機能が挙げられます。HP Volume Copy ソ

フトウェアはコントローラーベースで機能するため、ホストリソースを使用しません。
MSA 1040 アレイには、Volume Copy 機能が標準で付属しています。Volume Copy は
リニアボリュームでのみ動作します。

HP StoreEasy ファイルサービス
HP StoreEasy 3000 ゲートウェイにより、ファイル、プリント、iSCSI、管理ホスティン
グサービスを MSA 1040 アレイで利用できます。詳細については、www.hp.com/jp/
StoreEasy ( 日本語 ) を参照してください。
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HP ファクトリーエクスプレスでは、ストレージ

およびサーバーをご購入いただいたお客様に
カスタマイズおよび設置サービスを提供してお
り、ハードウェアがお客様の仕様に合わせてカ
スタマイズされて出荷されるため、迅速な設置
が可能です。
www.hp.com/jp/fe ( 日本語 )

HP サービス
豊富なサービス ポートフォリオから最適なサービスを選択することで、HP ストレージ
を最大限に活用できます。業界で最も広範かつ最先端の HP ポートフォリオはお客様
に様々なメリットを提供します。
導入と運用 − 可用性を向上し、リスクを減らして、より注力すべき仕事にリソースを
投入できます。

• MSA ファミリーディスクアレイ インストレーション / スタートアップサービス
• HP ストレージ データ移行サービス
• HP ストレージ データ消去サービス / 移設サービス
• HP プロアクティブセレクト
保守サポート − お客様の IT 目標や課題にあわせて最適なサポートレベルを選択する
ことで IT システムを効率的に運用することができます。次の 3 つのレベルから最適な
保守サポートを選択することができます。

• 最適化サポート − プロアクティブ管理の実践を通じて最良のパフォーマンスと安定
性を提供：3 年間の HP プロアクティブケア 24x7 − 年間 30 クレジットのプロアクティ
ブセレクト

• 標準サポート - 高レベルのアップタイムを維持し、エキスパートチームによる支援に
よりサポートコストを削減して IT の複雑性を低減：3 年間の HP プロアクティブケア
24x7
• ベーシックサポート – 最小限の推奨サポートでコストを抑え、障害時にいち早く対応：
3 年間のサポートプラス 24
HP の推奨するサポートがお客様のニーズに合わない場合は、お客様のサポート要件

に合わせてサービスソリューションのご提案ができます。深い専門知識を備え、プロ
アクティブでビジネスクリティカルなサポート、強固なパートナーネットワーク、そし
てコンバージドインフラストラクチャを強化するよう設計された総合的なインフラスト
ラクチャサービスを提供できるのは、HP だけです。
※ 保守サービスの販売状況は国や地域によって異なります。詳細は下記 Web ページ
をご覧ください。www.hp.com/jp/carepack
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リソース
システム構成図

HP MSA 1040 Storage の詳細はこちら
http://www.hp.com/jp/msa ( 日本語 )
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メールニュース配信登録

http://hp.com/go/getconnectedjp
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