
CLOUDIAN HyperFileは、従来のNASの限界を克服し、無限に拡
張可能なファイルストレージと複数のデータ管理オプションを提供
します。オンプレミス、若しくはオンプレミスとクラウドストレージ
環境にまたがるストレージ環境を運用できます。 
HyperFileは、情報の保存、共有、活用を可能にする革新的なソリ
ューションです。

CLOUDIAN HyperFileとは、CLOUDIAN HYPERSTOREオブジェクトス
トレージシステムを使って高品質のファイルソリューションを提供するスケ
ールアウトNASコントローラです。 この HyperFile NAS コントローラは、エ
ンタープライズNASに必要とされる全機能とともに、無制限に拡張でき、高
可用性のオンプレミスのファイルソリューションを提供します。

HyperFile NASコントローラは、ファイル/オブジェクトストレージであるこ
とに加え、SMB/NFSサポート、POSIX準拠、スナップショット、WORMなど、
あらゆるエンタープライズNAS機能を、フォールトトレラントな高可用性プ
ラットフォームに統合して提供します。HyperFile は、マルチクラウド対応
やコンバージドデータアクセスといった次世代の機能を備えており、従来の
NASを遥かに超えるソリューションです。

CLOUDIAN HYPERSTOREを使うスケールアウト型ファイルソリューション

CLOUDIAN HyperFile NAS コントローラ

KEY BENEFITS
エンタープライズファイルの全機能：
SMB/NFS/FTPに加え、 Active Directory
とLDAP統合、スナップショット、WORM機
能により、ユーザーとアプリケーションをサ
ポート。

無限にスケーラブルな
統合インフラストラクチャ ：
無限の容量スケーラビリティとマルチコン
トローラーのサポートを備えたファイルと
オブジェクトの統合ストレージ。

クラウド統合の新しいオプション ：
マルチクラウドサポート、コンバージドデー
タアクセス、データ移行/レプリケーション
の3つの機能が統合された新しいデータ
管理オプション。

稼働時間を最長化 ：
複数レベルの冗長性、最大14ナインのデー
タ耐久性、DR機能を標準装備。

高い経済性 ：
クラウドと同等のコストで容量を拡大。最新
サーバとストレージ技術搭載の事前設定済
HAアプライアンスを使うか、お客様が選択
する業界標準サーバにデプロイ。
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CLOUDIAN HYPERSTOREを使うスケー
ルアウト型ファイルソリューション。SMB/
NFSサポート、無制限の拡張性、スナップ
ショット、WORM、グローバル名前空間な
どのエンタープライズNAS機能を搭載。



エンタープライズファイル
サービスプラットフォーム
HyperFileのPOSIX準拠ファイルシステムは、完
全にNFSおよびSMB（CIFS）クライアントと互換
性のあるマルチプロトコルアクセスを提供しま
す。Active DirectoryとLDAPによりユーザー認
証を行います。

マルチコントローラーと高可用性
各 HyperFile NASコントローラは、アクティブ
パッシブモードで動作するデュアルノードであり、
高可用性を実現します。サービス停止のないフェ
イルオーバーが稼働時間を担保します。複数の
NASコントローラは、パフォーマンスと可用性を
向上しながら、共通の名前空間にアクセスでき
ます。

スナップショットのサポート
設定済スケジュールに応じて、それぞれの名前
空間におけるファイルシステムのスナップショッ
トを作成します。アプリケーションを実行しなが
ら、データ保護のために指定時間の複製を生成
します。

データ不変性のためのWORM
事前設定またはデフォルト設定の保持日まで、書
き換え不可能で消去不能なデータを作成してフ
ァイルの変更や削除を防ぎます。マルチテナント
機能により、共有環境内にWORM対応ストレー
ジを構築できます。

コンバージドデータアクセス
HyperFileコントローラを通過せず、オブジェク
トストレージからファイルデータに直接アクセス
できます。柔軟なデータアクセスのために、S3対
応アプリケーションは、オンプレミスからでも、ク
ラウドからでも直接オブジェクトデータの読み
書きができます。S3でファイルデータを書き込
み、HyperFileから読み出す、またはその逆もで
きます。つまり、ファイルベースのアプリとS3対
応アプリの両方からS3互換ストレージへのデー
タアクセスが可能になります。

グローバル名前空間
複数のNASコントローラ間で単一の名前空間を
使用して、複数のワークグループが共同でアク
セスできます。ユーザーとアプリケーションは、
グローバルに共通のデータセットを読み書きで
きます。バージョン管理によってデータの整合性
が確保されます。
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スケールアウト
ファイルサービス
複 数 の N A Sコント
ローラを使用してパ
フォーマンスと容量
を独自に拡張できま
す。

高可用性
稼働時間を持続する
冗長性。アクティブ/
パッシブフェールオ
ーバー、マルチコント
ローラー機能

コンバージドデータ
アクセスとマルチク
ラウドサポート
HyperFileを経由せ
ずに、S3対応アプリ
ケーションからファイ
ルに直接アクセス。ク
ラウドベースおよび
オンプレミスのアプ
リケーションはファイ
ルデータに直接アク
セス。

グローバル名前空間
複数のワークグルー
プ間で情報を共有す
るため、複数のNAS
コントローラから単
一の名前空間にアク
セス。



マルチテナント
単一のクラスタを複数のグループまたはクライ
アントが共有する場合、マルチテナント機能によ
り、隔離および隔離管理のために各グループに
別々の名前空間を割り当てることができます。ス
トレージレベルでのQoSにより、各グループのパ
フォーマンスを保証できます。

地域分散
グローバルコンテンツ配信にHyperFileを使
用すれば、データを複数の場所に複製できま
す。遠隔拠点でのパフォーマンスを保証するに
は、HyperFileコントローラとローカルストレー
ジをデプロイしてください。複数の整合性ルー
ルから選択して、拠点間のデータ同期を管理
できます。HyperFile は、WAN経由で中央の
HYPERSTOREクラスタに接続された遠隔拠点
にスタンドアロンで展開することもできます。 
HyperFileのデータキャッシュは、遠隔拠点のパフ
ォーマンスを向上させます。

無停止データ移行エンジンを実装
標準装備のデータ移行機能は、従来のNASから 
HyperFileへの無停止のデータ移行を実行する
のに役立ちます。すべての移行はバックグラウン
ド・タスクとして行われ、プロセス中でもファイル
にアクセスできます。

ベーシック版とエンタープライズ版
必要な機能を選択できます。
ベーシックHyperFile NASコントローラには、
完全なプロトコルサポート、高可用性、統合デー
タアクセス、およびデータ移行が含まれます。エ
ンタープライズ HyperFile NASコントローラに
は、スナップショット、WORM、ファイルのバージ
ョニング/ロック機能とともに地域分散機能が追
加されます。

ローカルキャッシング
各 HyperFile NASコントローラには、読み取り/
書き込みパフォーマンスを向上させるためのロ
ーカルキャッシュが含まれています。使用プロ
ファイルに適したキャッシュサイズを選択するこ
とができます。

アプライアンスまたは仮想マシン
HyperFileは、事前設定済で完全サポートされ
たアプライアンスとして、または仮想マシンとし
ても利用できます。HyperFileアプライアンスに
は、冗長プロセッサノードと電源装置があり、高
可用性を担保します。

マルチテナント
単 一 のクラスタに
は、隔離された複数
の名前空間を使えま
す。QoSが、各ユー
ザーグループのスト
レージ性能を担保し
ます。

地域分散
コンテンツ配信や共
同作業であれば、ロ
ーカルのHyperFile 
NASコントローラと
ローカルストレージ
が高速アクセスを担
保します。統合データ
管理ツールは、デー
タ複製と移行オプシ
ョンを提供します。

データ移行エンジン
既存のNASからのポ
リシーベースの移行
は、バックグラウンド 
タスクとして実行さ
れます。選択したファ
イルは、ユーザーアク
セスを中断させずに
移行されます。

複製、またはサイト間で同期
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HyperFileの機能
HyperFile
ベーシックNASコントローラ
マルチプロトコルアクセス
 ●  SMB / NFS / FTP
 ●  POSIX準拠

高可用性
 ●  アクティブ/パッシブHA
 ●  無停止フェイルオーバー
 ●  DRの非同期ミラーリング

ユーザー認証
 ●  Active DirectoryとLDAP

加速キャッシング
 ●  ファイルキャッシングの読み書き

コンバージドデータアクセスのサポート
 ●  オブジェクトストレージとの直接ファイ
   ルのアクセス
 ●  S3対応のアプリケーションがファイル
   データを直接読み書き

S3オブジェクトストレージへのデータ移行
 ●  レガシーNAS /ファイルサーバーから  
   HyperFileへ

拡張性
 ●  コントローラあたり最大64の名前空間

HyperFile
エンタープライズNASコントローラ
すべてのHyperFile基本機能に加え、

スナップショット
 ●  ファイルシステムを指定時間に複製
 ●  単一ファイルまたはファイルシステム全 
    体のデータ保護

WORM
 ●  安全なデータ保持を提供
 ●  規制遵守のためのデータ不変性

地域分散
 ●  NASコントローラが複数拠点にまたが
   り共通の名前空間にアクセス
 ●  グローバル名前空間
 ●  マルチコントローラアクセス
 ●  ファイルのバージョン管理/ロック

HyperFileアプライアンスの機能
最大キャッシング容量 ：
オンボード I / O
 ●  デュアルプロセッサモジュール
 ●  デュアル電源
 ●  ホットスワップ対応ドライブ
 ●  2Uのサイズ

ハイパーバイザのサポート
 ●  VMware ESX 5.1以上
 ●  KVM
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