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DSDA iSCSI シリーズは、Bosch の第 2 世代デジタル映像用
ディスクアレイです。増大し続ける映像データをデジタル映像
用ストレージによりマネージメントするセキュリティ産業向け
に設計されています。

機能

DSA-N2B20 は、NetApp との共同ブランドである FAS シリー
ズの FAS 2020 です。セキュリティやオールインワンの高拡張
性、確実なデータ保護、すべての映像データの管理の簡素化を
実現するスケールアウトネットワークストレージソリューショ
ンです。 NetApp の FAS シリーズは、15 年にわたる実績を持
ち、十分に検証された OS-Data ONTAP に基づいています。
NetApp は、他社に先駆けて iSCSI プロトコルを開発し、現在
でも市場のリーダーとしての地位を保っています

DSA-N2B20 はスケールアウトシステムとして開発されてお
り、1 台のベースユニットに最大 4 台のディスク拡張シェルフ
ユニットを接続できます。 ベースユニットには、最大 12 台の
1TB SATA-II ハードディスクドライブが搭載されており、各
ディスク拡張シェルフユニットには最大 14 台の 1TB ハード
ディスクドライブを搭載できます。

DSA-N2B20 は完全な機能を備えた RAID ディスクアレイです。
容量が重視される環境では RAID-4 保護を使用し、可用性重視
の環境では RAID-DP 保護を使用できます。 RAID-DP（ダブル
パリティ）は、パフォーマンス制限のない RAID-6 となってい
ます。 システムをディスク拡張シェルフユニットとともに使
用する場合は、RAID-DP を強くお勧めします。

高い信頼性と可用性
ホットスワップ対応の冗長型電源および冷却ファン、デュアル
ギガビットイーサネットポート、NVRAM、および RAID 再構築
中の 2 重ディスク障害やシングルビットエラーからの RAID-
DP 保護により、DSA-N2B20 はデータの信頼性と可用性を保ち
ます。
モニタリング
SNMP を完全にサポートしており、エージェントは SNMP バー
ジョン 1 に対応しており、MIB-II および NetApp のカスタム
MIB もサポートしています。 コンポーネントに障害が発生し
た場合は、SNMP、電子メール（自動サポートメール）、または
HTTP（HTTPS）メッセージが生成されます。
機能
バッテリーバックアップされた不揮発性 RAM（NVRAM）、
NetApp RAID-DP 技術、および Write Anywhere File Layout
（WAFL）により、データの信頼性と復元可能性が確保されてお
り、優れたシステム性能を実現します。

RAID-4 または RAID-DP 保護により、RAID の再構築やユーザー
の中断なく、容量拡張をオンザフライで実行できます。 このよ
うな特長は、HDD の容量が増大し続けるにつれてますます重要
になってきています。

DSA-N2B20 iSCSI ディスクアレイシリーズ
▶ スケールアウトネットワークストレージソリューション：

ディスクシェルフを最大 4 台まで拡張可能なベースユニッ
ト

▶ RAID-4 または RAID-DP（ダブルパリティ）によるデータ保
護が設定可能

▶ ホットスワップ対応の冗長型電源および冷却ファン
▶ 2 つのギガビットイーサネットポートによる高速 iSCSI 接

続
▶ モジュール式設計のためメンテナンスが容易
▶ Web ベースの GUI による集中管理
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インストール/構成に関する情報

集中管理は Web GUI 管理ツールを使用して実行します。 周辺
機器に追加ソフトウェアをインストールする必要はありませ
ん。

また、このシステムではコマンドラインインターフェース
（CLI）を使用できます。telnet、ssh または rsh によってリモー
トアクセスできます。

DSA-N2B20 の最大帯域幅は 250Mbps です。最大 128 までの
同時 iSCSI 接続が可能です。

使用可能な実質容量は次の表のとおりです。

設定（RAID-4） 実質容量（GB）
FAS 2020 ベースユニット×1
台
• 1TB SATA-II HDD×6 台 3167

• 1TB SATA-II HDD×12 台 6968

設定情報（RAID-DP） 実質容量（GB）
FAS 2020 ベースユニット×1
台

6334

FAS 2020 ベースユニット×1
台
• 拡張シェルフ 1 台追加 13935

• 拡張シェルフ 2 台追加 21536

追加拡張シェルフ 1 台あたり 7601

ベースユニットと追加のディスクシェルフ拡張ユニットを注文
すると、次の技術仕様が追加となります。

技術仕様

ベースユニット—DSA-N2B20-12AT

電気的要件—コン
トローラーモ
ジュール×1
入力電圧：100～
120V

ワーストケース／シ
ングル電源

システム使用時／電
源 2 台

• 消費電流（実
測値）

3.37A 3.22A

• 消費電力（実
測値）

332W 316W

• 放熱 1133BTU/h 1077BTU/h

入力電圧：200～
240V

ワーストケース／シ
ングル電源

システム使用時／電
源 2 台

• 消費電流（実
測値）

1.69A 1.66A

• 消費電力（実
測値）

327W 305W

• 放熱 1114BTU/h 1039BTU/h

入力電力周波数 50～60Hz 50～60Hz

システムハードウェア仕様
シャーシ 2U、19 インチラック取付対応
電源 デュアル冗長構成、ホットプラ

グ対応
最大ディスクドライブ 1TB SATA-II ドライブ×12 台
最大実質容量 ～7000GB（RAID-4 構成）
DDR2 メモリー（システム
RAM）

1024MB

不揮発性 SDRAM（NVRAM） 256MB—停電時には「インフラ
イト」トランザクションを 3 日
間保護できます。

統合入出力 10/100/1000 メガビットイーサ
ネット×2

リモート管理（LAN 経由） はい

機械的仕様
寸法（高さ×幅×奥行き） 89×447×572mm

重量 27.215kg（フル装備時）

スペース要件
前面—冷却 152mm

背面—冷却 305mm

シャーシ前面—メンテナンス 762mm

シャーシ背面—メンテナンス 915mm

環境
動作温度 ＋ 10°C～＋ 40°C

保管温度 －40°C～＋ 60°C

相対湿度 20～80％（結露なきこと）
静音レベル N/A
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ディスクシェルフ拡張ユニット—DSX-N2X00-14AT

電気的要件
入力電圧：100～
120V

ワーストケース／シ
ングル電源

システム使用時／電
源 2 台

• 消費電流（実
測値）

3.42A 3.22A

• 消費電力（実
測値）

341W 321W

• 放熱 1163BTU/h 1095BTU/h

入力電圧：200～
240V

ワーストケース／シ
ングル電源

システム使用時／電
源 2 台

• 消費電流（実
測値）

1.63A 1.60A

• 消費電力（実
測値）

323W 309W

• 放熱 1103BTU/h 1054BTU/h

入力電力周波数 50～60Hz 50～60Hz

システムハードウェア仕様
シャーシ 3U、19 インチラック取付対応
電源 デュアル冗長構成、ホットプラ

グ対応
最大ディスクドライブ 1TB SATA-II ドライブ×14 台
最大実質容量 ～7600GB

シェルフ接続 ファイバーチャネル：
• ワイヤーケーブル
• ファイバー

機械的仕様
寸法（高さ×幅×奥行き） 113×447×552mm

重量 30.8kg、フル搭載

スペース要件
前面—冷却 153mm

背面—冷却 305mm

シャーシ前面—メンテナンス 559mm

シャーシ背面—メンテナンス 305mm

環境
動作温度 ＋ 5°C～＋ 40°C

保管温度 －40°C～＋ 60°C

相対湿度 20～80％（結露なきこと）
静音レベル ＋ 23°C で 58dBA

注意：
• RAID システムの一般的な技術仕様は『NetApp Site

Requirements Guide（Part number 215-04823_A0、2009
年 8 月）』および http://www.netapp.com/us/products/
storage-systems/fas2000/fas2000-tech-specs.html（最
終アクセス 2009 年 9 月 17 日）に記載されています。

NetApp は NetApp の登録商標です。RAID-DP は NettApp の商標です。無断

転載を禁じます。 すべてのデータおよび寸法は『NetApp Site Requirements

Guide』および NetApp の Web サイトを参照して記載されています。事前の通

知なく変更される場合があります。

オーダー情報
DSA-N2B20-06AT
ベースユニット　1TB SATA ハードディ
スク×6 台

DSA-N2B20-06AT

DSA-N2B20-12AT
ベースユニット　1TB SATA ハードディ
スク×12 台

DSA-N2B20-12AT

DSX-N2X00-14AT
拡張シェルフユニット　1TB ハード
ディスク×14 台

DSX-N2X00-14AT

DSA-NDTK-100A
1TB ハードディスク

DSA-NDTK-100A
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Bosch Security Systems:
株式会社イーブイ アイ オーディ オジャパン
〒 156-0055
東京都世田谷区船橋 5 丁目 3 番地 8 号
Phone: 03-5316-5020
Fax: 03-5316-5030

Bosch Communications Systems
EVI Audio Japan, Ltd.,
5-3-8, Funabashi,
Setagaya-ku,
Tokyo 156-0055 Japan
Phone: +81 3 5316-5020
Fax: +81 3 5316-5030
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