
TVS-x82 シリーズ
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TVS-1282

TVS-1282-i7-16G-450W

TVS-882 TVS-682

6/8/12 ベイ Turbo vNAS

ハードウェア機能のハイライト
第 6 世代 Intel® Pentium® または Core™ i3/i5/i7 マルチコアプロ
ｾｯｻは、20% の性能改善を実現します。  *弊社前世代製品に比べ
8GB (最大 64GB) DDR4 2133MHz RAM  

USB 3.1(10Gbps)タイプC拡張カード対応
高速40GbE及び10GbEネットワーク拡張カード対応
PCIe NVMe およびM.2 SATA 6Gbps対応SSDスロット

VJBOD

TVS-882-i5-16G-450W
TVS-1282-i5-16G-450W
TVS-1282-i7-32G-450W

450W

階層型ストレージ、アプリケーションベースのパーティショ
ニングおよびネットワークトラフィック分散機能付き
ハイパーコンバージドシステム NAS を PC として利用

AMD Radeon RX480 シリーズGPU      を
搭載可能450Wモデル
最高のGPUパススルー技術

+

QmailAgent は、複数のメールアカウントを安全かつ効率的に管理する
Snapshot および Snapshot Replica は、継続的なデータ保護を実現する
Qtier™ と SSD キャッシュによる常時加速
Qsirch は、QNAP NAS 上の検索を簡素化かつ加速する
VJBOD (仮想 JBOD)
   超高速 40GbE ネットワークを用いるオンラインストレージ拡張可能

   複数の QNAP NAS ユニットで最良の容量活用率を達成します

   ストレージ容量を必要なときに瞬時に割り当てます
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次世代の性能と保護機能を実現する
ハイパー集中型インフラストラクチャ

側面図

背面図

工具不要の HDD トレイと取り付け

4 x 内蔵 SSD 2.5 インチスロット
階層型ストレージにおいて柔軟な構成を実現し、キャッシュアクセ
ラレーションを可能にします

TVS-1282
Turbo vNAS

3 x HDMI ポート
重複および拡張デスクトップオプションを持つトリプル HDMI 
出力

４x ギガビット
イーサネットポート
サービスバインディング、ポートトランキング、および、MPIO 
構成に最適です

 PCIe 第 3 世代高速接続
 10/40 GbE アダプタ、PCIe NVMe SSD、外部グラフィックスカ 
      ード、および USB 3.1 拡張カードをサポートします

3 x PCIe 拡張スロット

3.5mmオーディオ
ジャック
オーディオ出力用にスピーカーまたはヘッドホ
ンを接続します

2 x 内蔵
スピーカー
 直接オーディオ出力用
 言葉によるシステム警告を提供
      します

静寂な動作のための
スマートファン
CPU および HDD 温度を個別に検出し、ファ
ン速度を動的に制御します。

* M.2 SSD はオプションです

DDR4 2133 MHz 
メモリ
合計最大 64 GB の 4 つの DDR4 メモリモジュ
ールをサポートします

第 6 世代 Intel® Core™ 
プロセッサ
最新の 14mm 製造技術による高速バスで DDR4、
第 3 世代 PCIe、DMI 3.0 に対応し、驚異的な性能
と効率性の高いデータ転送を実現します。

2 x 内蔵 M.2 スロット *
 2242、2260、2280、および 22110 フォーム
      ファクタで SATA 6Gb/秒 M.2 SSD をサポー
      トします
 階層化ストレージ構成で最高の柔軟性を可
      能にし、キャッシュアクセラレーションを
      実現します
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工具不要の HDD トレイと取り付け

2 x 内蔵 SSD 2.5 インチスロット
階層型ストレージにおいて柔軟な構成を実現し、キャッシュアクセラレー
ションを可能にします

TVS-882 
Turbo vNAS

側面図

背面図 背面図

(TVS-882 および TVS-682)

工具不要の HDD トレイと取り付け

2 x 内蔵 SSD 2.5 インチスロット
階層型ストレージにおいて柔軟な構成を実現し、キャッシュ
アクセラレーションを可能にします

TVS-682
Turbo vNAS

DDR4 2133 MHz メモリ
合計最大 64 GB の 4 つの DDR4 メモリモジュールをサポートします

第 6 世代 Intel® Core™ プロセッサ
最新の 14mm 製造技術による高速バスで DDR4、PCIe Gen. 3、DMI 
3.0 に対応、驚異的な性能と効率性の高いデータ転送

2 x 内蔵 M.2 スロット *
 2242、2260、2280、および 22110 フォームファクタで SATA 6Gb/秒 M.2 SSD をサポートします
 階層化ストレージ構成で最高の柔軟性を可能にし、キャッシュアクセラレーションを実現します
* M.2 SSD はオプションです

3 x  HDMI ポート
重複および拡張デスクトップオプションを持つトリプル HDMI 出力

2 x PCIe 拡張スロット
 PCIe 第 3 世代高速接続
 10/40 GbE アダプタ、PCIe NVMe SSD、外部グラフィックスカード、
      および USB 3.1 拡張カードをサポートします

４x ギガビット
イーサネットポート
サービスバインディング、ポートトランキング、および、MPIO 
構成に最適です

3.5mmオーディオ
ジャック
オーディオ出力用にスピーカーまたはヘッドホンを接
続します

2 x 内蔵スピーカー
 直接オーディオ出力用
 言葉によるシステム警告を提供します

静寂な動作のための
スマートファン
CPU および HDD 温度を個別に検出し、ファン速度を動的に制御します
(TVS-882 は、2 台のシステムファンを搭載しており、TVS-682 は、
1 台のシステムファンを搭載しています )
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6 世代 Intel® Core™ プロセッサファミリー

M.2 SATA 6Gb/ 秒および 2.5 インチ 
SSD スロット

第 6 世代 Intel® Core™ プロセッサファミリーは、Intel がリードする 14nm プロセスのパワーを活用します。 より高度なチプセットと高速なバスと共に、
これらは、NAS の性能と電力効率における大幅な飛躍を実現し、NAS 上でのより多くの同時アプリケーションをサポートし、より短い時間で多くのタス
クを実行します。 第 6 世代 Intel® Core™ i3/i5/i7 プロセッサは、PCIe 第 3 世代、Direct Media Interface (DMI) 3.0 ( 第 3 世代 x4) および DDR4 2133MHz デ
ュアルチャネルメモリを搭載します。 第 6 世代 Intel Core™ プロセッサは、前世代プロセッサに比較して、20% ～ 30% の性能向上を実現します。 更に、
ハードウェアアーキテクチャに対する主要な改善により、CPU に直接インターフェイスを取ることができる Thunderbolt™ リンクを可能にして、DMI 帯
域幅を節約し、全体的な読み取り速度を約 20%、書き込み速度を約 35% 性能改善します。

TVS-x82 シリーズは、内蔵 M.2 SATA 6Gb/ 秒および 2.5 インチ SSD ス
ロットを含む 3 種類のストレージ技術を有しています。 (TVS-682 お
よび TVS-882 は、2 x 2.5 インチ SSD スロットをサポートし、また、
TVS-1282 は、4 x 2.5 インチ SSD スロットをサポートします。) M.2 
SSD は、mSATA 規格を置換し、より小型の物理的なサイズで、より
柔軟な物理仕様と同程度の性能を提供します。 M.2 SATA および 2.5 
インチ SSD は、Qtier (QNAP の自動階層化技術 ) を用いて、マルチ階
層構成において、効率的に性能を最適化し、費用を低減します。

TVS-x82 シリーズは、B キーエッ
ジコネクタにより、2242、2260、
2280 および 22110 フォームファク
タをサポートします。

• 安全で、暗号化・分離されたストレージ領域
HDD ドライブベイとは異なり、M.2 SSD は、シャーシを開くことなくア
クセスすることができません。 ハードウェア補助ボリューム暗号化とペ
アリングする際、機密または重要なデータを保存し、データを更に保護
するために M.2 SSD を用いる専用ボリュームを計画します。

• システムボリューム
従来の HDD と比較して、M.2 SSD は、シームレスな応答性により、ラン
ダムアクセスにおいて、より高い性能を提供します。 このように、M.2 
SSD 上に QTS (NAS のオペレーティングシステム ) を採用して、全体的な
システムの性能と応答性を向上させます。

システム上での M.2 SSD の使用

TVS-x82 では、どの M.2 物理仕様がサポートさ
れますか？

M.2 SSD を使ってキャッシュアクセラレーションを可能にすることに
加えて、TVS-x82 上の M.2 SSD を活用する他の方法は何ですか？

2.5 インチ 
SSD ポート

ハードディス
クドライブ

M.2 SSD 
ポート

22.00

42.00

22.00

110.00

22.00

60.00

22.00

80.00

ハードウェアの紹介

TVS-x82

CPU

PCH

2 DMI 3.0
第 3 世代 x4

ボリューム

DDR4 
2133MHz PCle 第 3 世代

Thunderbolt
1

メ
モ
リ

TVS-871

CPU
DMI 帯域幅を使用します

PCH
1

2

DMI 2.0
第 2 世代 x4

ボリューム

DDR4 1,
333MHz

メ
モ
リ

PCle 第 2 世代

Thunderbolt

1 世代 Thunderbolt NAS 2 世代 Thunderbolt NAS
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NAS モデル PCIe の仕様

TVS-682 1*PCIe 第 3 世代 x16、1* PCIe 第 3 世代 x4

TVS-882 1*PCIe 第 3 世代 x16、1* PCIe 第 3 世代 x4

TVS-1282 1*PCIe 第 3 世代 x8、2* PCIe 第 3 世代 x4

PCIe 第 3 世代超高速拡張 

TVS-x82 PCIe 拡張

静寂な動作のためのマルチゾーン熱放散

TVS-x82 の PCIe 拡張は、レーン当たり 1 GB/ 秒の優れた帯域幅 (PCIe 
第 2 世代の帯域幅の 2 倍 ) で、完全に PCIe 第 3 世代の規格をサポー
ト し ま す。 PCIe 第 3 世 代 を 搭 載 す る TVS-x82 は、 様 々 な 高 品 質 な 
10GbE/40GbE ネットワークカード、USB 3.1 拡張カード、PCIe NVMe 
SSD およびゲームや専門家の用途におけるプロ向けグラフィックスカー
ドに対する拡張の機会を提供します。

NAS 上のソフトウェア機能の数が増えるに連れて、動作するアプリやバックグランドタスクの数が増加します。 しかしながら、増大する負荷を実行する
ために必要とされる電力は、より多くの熱を生成します。 TVS-x82 で採用されたマルチゾーン熱放散により、システムの異なるゾーンにおけるシステム
ファンや CPU ファンの速度を動的に調整することができます。 QTS のマルチゾーンスマートファン設定を用いて、システムは、最適なビデオポストプ
ロダクションやマルチメディア再生のために静寂で、安定した高い性能を提供します。

スナップイン HDD マウ
ント / ガイドにより、
HDD を迅速かつツール
を用いることなく取り
付けます
TVS-x82 で採用された高速・簡単な HDD 取
り付けにより、HDD をわずか数ステップで
取り付けられるようにして、システムの設
定・保守時の時間と労力を節約します。 す
べの HDD トレイは、偶発的な取り外しを
避けるため、ロック付きで提供されます。

1

3

2

1

2

2.5 インチHDD/SSD 3.5 インチHDD

HDD トレイロック

通常、高性能グラフィックスカードは、大容量のヒートシンクとフ
ァンを必要とします。 TVS-x82 システムは、フルハイトな PCIe 拡
張カードをサポートするだけではなく、高性能なプロ向けグラフィ
ックスカードを収容します。

専用グラフィッ
クスカードスロット

高性能グラフ
ィックスカード 
用 専用スロット

CPU ゾーン HDD/システムゾーン
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マルチゾーンストリーミング用トリプル HDMI 出力
TVS-x82 は HDMI 出力を有しており、マルチモニター全体でのマルチタスキングにより、マルチモニター全体でのマルチタスキングにより、生産性を向上させ、第 2 画

面にコンテンツをミラーリングすることができます。 

Kodi ™、HD Player、Plex Home Theater®、YouTube ™、Spotify®、JRiver®、Google Chrome ™、Mozilla Firefox® および HDMI 出力を介する HD Station 上のその他を

含む多種類のサポートされるアプリをお楽しみください。  マルチメディアプレーヤーとして NAS を使用することに加えて、Linux® Station 上に様々なオープンソースア

プリケーションをインストールし、QTS を用いて Linux OS にシームレスに統合することができます。

Linux デスクトップ環境を構築するには、App Center から Linux Station を

インストールしてください。

ハードウェアの制限により、3 つすべての HDMI ポートを同時

に使用するとき、達成できる最高解像度は低減されます。

* デフォルトは、マルチディスプレイ用の拡張モードです。

** 現在、リモートデスクトップは、オーディオ出力をサポートしていません。

マルチメディアの楽しみを強化する
ユーザーは、4K ディスプレイ上で素晴らしく活気のあるマルチメディア体験を

楽しむことができます。HD Station 上の Kodi ™ プレーヤーやオプションのリモ

コンと組み合わせた TVS-x82 を用いて、HDTV または A/V 受信機を HDMI 

ポートに接続することにより、マルチメディアコンテンツを楽しむことができま

す。
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カスタマイズオプションを持つリモコン

内蔵または外部スピーカーを
介するダイレクト音楽出力

TVS-x82 では、HD Station を簡単に操作するための赤外線リモコンをオプションで購

入することができます。 また、モバイルデバイス上に Qremote をインストールして、そ

れをリモコンとして利用することができます。 また、HD Station は、リモコン設定をカス

タマイズするために学習・記憶するリモコンを提供します。

TVS-x82 は、直接オーディオ出力用の 2 x 内蔵スピーカーと 1 

x ライン出力ポートを装備しています。 これにより、個人的な音

楽プレーヤーを持つことができ便利です。 Music Station、File 

Station または HD Station でオーディオ出力ソースを選択する

には、「出力デバイス選択」メニューで、「ライン出力 / スピーカー」

を選択してください。 現在、アラームブザーは、「ビープ」音の代

わりに言葉によるアラートを装備しており、システムイベントに関

するより詳細なアラートを提供します。 

注記 :

1.  上述のオーディオ出力ポートの内 1 つのみを一度に動作させることができます。 外部スピーカーが接続された場合、サウンドはこれらのスピーカーを介して出力されます。

2. システム警告を有効または無効にするには、「システム設定」 > 「ハードウェア」 > 「ブザー」に進みます。

3. 言葉によりシステム警告は、中国語および英語でのみ利用可能です。

システム要件 :
1. HD Station 3.1.1 ( またはそれ以降 )。

2. 一度に最大 3 台のカスタマイズされたリモコンを使用することができます。

3. 一部のリモコンはカスタマイズすることができません。

HD Station 上で「カスタムリモコン」を構成する方法は？ カスタマイズオプションを持つリモコン

次の 2 つの手順に従って、リモコンと NAS をペアリングしてください :

NAS に管理者としてログインし、「HD Station」 > 「設定」 > 「優先」

に進み、次に「カスタムリモコン」を選択し、新しくカスタマイズされた

リモコンを構成します。

進捗バーが進捗が完了したことを示すまで、対応するボタンを長押

ししてください。
1 2

3.5 mm オーディオケーブル

2 x 内蔵スピーカー
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高性能なハードウェア、うまく設計されたアプリケーション機能、徹底的に計画された使用のシナリオは、最適なパフォーマンスを実
現するための 3 つの特徴的な礎石です。 QNAP は、次のシステム性能最適化トリオを導入しました。 つまり、特別に TVS-x82 と組み
合わせられた階層化ストレージ、アプリケーションベースのパーティショニングおよびネットワークトラフィック分散機能です。 これ
により、様々な利用のシナリオに基づき、最適化されたストレージ展開を容易に行うことができます。   

パーフェクトなストレージトリオ : 階層型ストレージ、アプリケーショ 
ンベースのパーティショニングおよびネットワークトラフィック分散 

階層型ストレージ

階層型ストレージ

Qtier + キャッシュ = 常時加速

ストレージメディアは、直接的に最高の書き込み速度を決定しますが、高速ストレージメディアは常に高価なオプションです。 現代企業において使用さ
れるデータが多様化するに連れて、信頼性の高い、高性能な、高品質な、大容量の費用対効果の高いストレージソリューションを展開することは、企業
が直面する手ごわい課題になる可能性があります。 したがって、階層化ストレージシステム ( システムの性能と能力に基づく階層化 ) は、様々な種類の
データを効率的に処理し、企業の全体的な運用効率を向上させることができます。 TVS-x82 シリーズは、3 つのストレージ方法 (M.2 SATA 6Gb/ 秒、2.5 
インチ SSD および SATA HDD) と超高速 PCIe NVMe SSD をサポートします。

Qtier™ は、自動階層ストレージソリューションを可能にし、スケジュー
ルにしたがって、頻繁にアクセスされる「ホット」データを高性能スト
レージ層に、アクセスの少ない「コールド」データを安価な高容量ドラ
イブに自動的に移動します。 企業にとっては、ストレージのアプリケー
ション性能が桁外れに上がり、同時に TCO が削減されます。

SSD キャッシュ技術により、データアクセス頻度に基づいて、リアルタ
イムでホットデータを SSD 層に移動することができます。 Qtier および 
SSD 技術を活用する TVS-x82 シリーズ NAS は、性能を最適化するための
常時加速を保証することができます。 最も頻繁 めったにない活動

前

ストレージプール

SSD SATA HDD

後

ストレージプール

SSD SATA HDD

SSD SATA HDD PCIe NVMe SSDM.2

階層 0 ストレージ 階層 1 ストレージ 階層 2 ストレージ

使用されるデバイス PCIe NVMe SSD M.2 SATA 6Gb/ 秒および SSD SATA HDD

ニーズ 低レイテンシーかつ高性能ですが、低容量 性能、容量および可用性 低性能、大容量、低価格

使用シナリオ
オンライントランザクション処理 (OLTP)
データベース、オンライン分析処理 (OLAP)

オンラインデータベースサーバー、ERP デ
ータベース

メールサーバー、スナップショット、オン
ラインアーカイブ、大容量データ

データ利用の例

レコードおよびログ、ページングファイル
メタデータまたはインデックスファイル、
VM および VDI 接続のレプリケーション、I/
O のマージおよび性能

オペレーティングファイル、メール、ネッ
トワーク、データベーステーブル、オーデ
ィオ、ビデオ、VM および VDI、ホスト

メインディレクトリ、データ収集、ディス
ク間 (D2D) バックアップ / 復元

データステータス オペレーティングデータ メインオペレーティングデータ オペレーティングデータとアイドルデータ
の混合

測定規格 高 IOPS と低レイテンシー、低容量のニー
ズに焦点を当てます。 高コスト

IOPS、帯域幅、信頼性および低レイテンシ
ーのニーズに焦点を当てます

容量と信頼性の焦点を当てます。 コストは
高密度容量に対して比較的安価です。
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パーフェクトなストレージトリオ : 階層型ストレージ、アプリケーショ 
ンベースのパーティショニングおよびネットワークトラフィック分散 包括的なストレージの組合せ

 PCIe NVMe を読み取りキャッシュとして、
SSD+SATA HDD を Qtier 用のストレージプ
ールとして使用します

M.2 を読み取りキャッシュとして、
SSD+SATA HDD を Qtier 用のストレージプ
ールとして使用します

 SSD を読み取り / 書き込みキャッシュとし
て、SATA HDD を一般目的のストレージプー
ルとして使用します

アプリケーションシナリオ : 中程度のデータ量の変
動、多数の瞬時接続に対応する超高速の常時加速
された性能。典型的な例 : 新しいウェブサイトのデ
ータベース。

アプリケーションシナリオ : 費用対効果の高い常時
加速された性能。

アプリケーションシナリオ : 同時に加速された読み
取り / 書き込み性能。 大規模データボリュームお
よびホットデータ移動に対する高速応答を必要と
するコンテンツにおける大規模な変更に最適です。 
典型的な例 : ビデオ編集。

Qtier ストレージプール

iSCSI LUNボリュームNVMe 読み
取りキャ
ッシュ

SSD

SATA HDD

Qtier ストレージプール

iSCSI LUNボリュームM.2 SSD 
読み取りキ
ャッシュ

SSD

SATA HDD

ストレージプール (Qtier 無し)

iSCSI LUNボリューム

SSD

SATA HDD

SSD 読み
取り/書き
込みキャ
ッシュQtier ストレージプール

iSCSI LUNボリュームNVMe 読み
取りキャ
ッシュ

SSD

SATA HDD

Qtier ストレージプール

iSCSI LUNボリュームM.2 SSD 
読み取りキ
ャッシュ

SSD

SATA HDD

ストレージプール (Qtier 無し)

iSCSI LUNボリューム

SSD

SATA HDD

SSD 読み
取り/書き
込みキャ
ッシュQtier ストレージプール

iSCSI LUNボリュームNVMe 読み
取りキャ
ッシュ

SSD

SATA HDD

Qtier ストレージプール

iSCSI LUNボリュームM.2 SSD 
読み取りキ
ャッシュ

SSD

SATA HDD

ストレージプール (Qtier 無し)

iSCSI LUNボリューム

SSD

SATA HDD

SSD 読み
取り/書き
込みキャ
ッシュ

アプリケーションベースのパーティ
ショニング

ネットワークトラフィック分散

QTS は、多様なアプリケーションを提供しており、各アプリケーション
には、異なる性能要件があります。 例えば、Surveillance Station は、録
画の整合性を確保するために、ストレージメディアへの優先順位の高い
アクセスを必要とします。また、一方、通常の伝送速度は、ファイル共
有のためには十分です。 しかし、複数のアプリケーションが同一のスト
レージメディア上で実行されている場合、ストレージメディアがそれら
すべてからの I/O リクエストの処理にビジー状態であるとき、必要なス
ループットレベルを保証することができません。 TVS-x82 シリーズは、
3 つの異なる種類のストレージメディア (M.2、SSD および SATA ハード
ドライブ ) をサポートし、異なるアプリケーションのための独立したパ
ーティションとして設定することができ、各アプリケーションのための
スループットレベルを確保します。 

ネットワーク帯域幅は、実質的にすべての NAS サービスのための I/O 性
能を決定します。 すべてのアプリケーションおよびサービスが同じネッ
トワークインターフェイスを使用する場合、重要なアプリケーションに
対して、必要な帯域幅を保証することができません。 また、広い帯域幅
を消費するアプリケーションが、利用可能能なほとんどの帯域幅を使用
する可能性があります。 例えば、監視システム、仮想マシンおよびフ
ァイル共有サービスが同じネットワークインターフェイスを使用する場
合、監視システムのフレームが落ちる可能性があります。 したがって、
ネットワークトラフィック分散が極めて重要になります。 4 x 1GbE NIC 
および 2 x 10GbE NIC を搭載する TVS-x82 シリーズにより、アプリケー
ションは、専用インターフェイスを使用して、ネットワークトラフィッ
ク分散要件を満たすことができます。 また、ネットワークインターフェ
イスを Network & Virtual Switch アプリを使って簡単に管理することが
できます。

M.2 SSD

SSD プール

HDD プール #1 HDD プール #2

仮想マシンの
パーティション

監視パー
ティション

ネットワーク
ファイル共有
パーティション

Virtualization Station

システム
キャッシュ

コンテナ コンテナ

サービス層

論理
ネットワーク層

ネットワークマネージャー

イーサネットスイッチ

VM VM

仮想スイッチ #1 仮想スイッチ #2

Surveillance Station ファイルサービス
(iSCSI / Samba / FTP)

物理ネットワーク層 

仮想ネッ
トワーク
インター

フェイス 1

仮想ネッ
トワーク
インター

フェイス 2

GbE 
ポート 3

GbE 
ポート 4

10GbE 
ポート 1

10GbE 
ポート 2

GbE 
ポート 1

仮想ネッ
トワーク
インター

フェイス 3

仮想ネッ
トワーク
インター

フェイス 4

GbE 
ポート 2

Container Station Virtualization Station

A B C
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ブロックレベルのローカルスナップショットおよびスナップショットレプリ
カ - ファイルを保護するための十分かつ経済的な方法
QNAP の Whole Volume/LUN Snapshot Agent は、Copy on Write メカニズムを使って、ファイルのステータスを記録します。 これ
は、誤って削除または変更した場合にファイルを以前に保存した状態に復元し、リカバリポイント目標 (RPO) およびリカバリ時間目
標 (RTO) を改善する企業の要件を満たします。

スナップショット

A B C

ブロックレベル

スナップ
ショット 1

スナップ
ショット 2

変更されたデータは、スペースを節約し、効率
性を向上させるためにバックアップされます。

全データバックアップ (より高い空き
容量要件および低減された効率性)。ファイルレベル

A B C

A B C1

C1

変更されたデータは、スペースを節約し、効率性を向上させるためにバックアップされます。 全デー
タバックアップ ( より高い空き容量要件および低減された効率性 )。

Snapshot Replica RTRR Rsync NAS から NAS へ

バックアップレベル ボリューム /LUN 共有フォルダ 共有フォルダ 共有フォルダ

送信モード ブロックベース ファイルレベル、ファイルベ
ース

ファイルレベル、ブロック
ベース

ファイルレベル、ブロック
ベース

バックアップスキー
ム

更新されたファイルのみをバックアップ
します

全ファイルを再バックアップ
します

元および先ファイルを比較し、変更されたデータブロック
のみを送信します

時刻 スケジュール リアルタイム / スケジュール スケジュール スケジュール

暗号化 対応 対応 対応 対応

圧縮 対応 対応 対応 対応

メモリ要件 4GB RAM が必要です 要件はありません 要件はありません 要件はありません

リモートシステム QNAP NAS QNAP NAS Rsync サーバー QNAP NAS

利用のシナリオ

 ` 大量の小さなデータ
 `  継続的な変更を必要とするログファイ

ル (VM イメージまたはバックアップイ
メージ )

 `  リアルタイムレプリケーシ
ョンまたは同期 

 `  ローカル LAN のない高速
送信

 ` 継続的な変更を必要とする大きなファイル
 ` 長距離送信 

ファイルレベルの復元
影響の少ない、小さいサイズのユーザー復元可能なスナップショットは、多くの場合、単一の
大きなデータファイルとして保存する従来のファイルコピーに比較して、ストレージ管理のメ
リットを実現します。 例えば、数クリックするだけで、フォルダ内のファイルあるいはフォル
ダ全体の復元を選択することができます。

ブロックベースの QNAP Snapshot 技術は、
各ボリュームまたは LUN に対して最大 256 
のスナップショット、最大 1024 のスナッ
プショットをサポートします。 スナップシ
ョットを毎時、毎日、毎週、毎月または毎
年にスケジュールして、リカバリポイント
目標 (RPO) およびリカバリ時間目標 (RTO) 
を改善する企業要件を満たすことができま
す。 更に、スマートスナップショット機能
が、将来使用のために容量を節約したり、
スナップショットを予約することができま
す。 更に、Snapshot Agent は、スナップ
ショットを取得しながら、ロックされたま
たは開いたファイル上でのデータ整合性を
保証します。

QNAP Snapshot 技術
のメリット

ローカルスナップショットは、
継続的なデータ保護を提供する
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注記 : 許可される最大バージョンは、ストレージ領域に依存します。 QNAP Snapshot 技術は、各ボリュームまたは LUN に対して
最大 256 のスナップショット、最大 1024 のスナップショットをサポートします。

スナップショットクローン
クイックファイルアクセス用のボリュームまたは 
LUN としてスナップショットのクローンを作成し、
長い復元時間を排除し、バックアップ保管用の大き
な容量を確保します。

Windows 前バージョン機能は最大 256 バージョンを保持することができる
Snapshot を用いることで、Windows ユーザーは、Windows エクスプローラで Windows 前バージョン機能を使って直接
ファイルを復元して、IT 管理者のサポートを要求することなく、時間と労力を節約することができます。

直観的かつユーザーフレンドリーなインターフェイス
QNAP Snapshot は、ストレージマネージャーに復元する特定のファイルを見つけるた
めのツールを提供します。 スナップショット内のファイルやフォルダを簡単に表示し
たり、異なるスナップショットを時系列で参照することができます。 更に、ファイル
復元を数クリックで行い、操作効率性を改善します。

最大 256 バージョン

Snapshot Replica
Remote Snapshot Replica とは、スナップショット技術を使って、異な
るリモートサーバー間のボリューム /LUN の複製を可能にする機能で
す。これにより、ストレージの消費と帯域幅を低減することができます。 
即時にスナップショットを取得する、または、スナップショットスケジ
ュールを設定することができます。 これは、データバックアップ用の最
も包括的な戦略の一つであると考えられます。

Remote Snapshot Replica はデータ喪失を防ぐ

高い順応性
スナップショットを iSCSI LUN および QNAP NAS や
拡張ユニットのボリュームと共に使用し、完全な
保護を実現することができます。 一方、Snapshot 
Replica を用いて、バックアップのため、スナップ
ショットをリモート QNAP NAS に送信することが
できます。

iSCSI LUN

スナップショット

ボリューム

スナップショットをリ
モートに保存します

スナップショット / スナッ
プショットクローン

Turbo NAS および JBOD ボリューム

Rsync/RTRR 統合 
Backup Station の Rsync/RTRR 機能は、システムが Snapshot をサポートするかどうかを自動
的に検出します。 RTRR/Rsync 機能は、レプリケーションを開始する前に、ボリュームのス
ナップショットを取り、その後、リモートサーバーにスナップショットをバックアップし
ます。 これは、大幅にデータの整合性を高めます。
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Snapshot Vault
Snapshot Vault とは、境界のないデータセンターの実現を目指す世界各地に拠点を置く組織のための包括的なデータバックアップ戦略の不可欠なコンポ
ーネントです。 Snapshot Vault は、別な QNAP NAS からリモートで作成されるすべてのスナップショットを保存・管理するためのバックアップセンター
です。 Snapshot Vault は、完全にスナップショットのクローン作成をサポートします。

クローン機能を使って、QNAP NAS 上のボリュームまたは iSCSI LUN として、Snapshot Vault からスナップショットのクローンを作成 ( またはマウント ) 
します。 File Station または Backup Station を介して、これらのファイルに直接アクセスします。 iSCSI イニシエーターを使って、別なコンピュータから
クローン作成した iSCSI LUN に接続します。

別な NAS からスナップショットをリモート管理する

データ侵害のリスクを最小化するために、Snapshot Replica は、ファイル暗号化のオプションを提供します。 また、帯域幅消費を低減するためにファイ
ル圧縮および転送率調整を提供します。

レプリケーション設定

iSCSI LUN 用に使用される Snapshot Agent により、Turbo NAS をリモートサーバー (VMware vCenter または Windows Server) に接続し、一貫性のあるス
ナップショットを保証します。 これらのリモートサーバー上で、アプリケーション (VMware 仮想マシン、Hyper-V 仮想マシン、SQL Server、Windows 
ファイルサーバーなど ) を実行することで、スナップショットをキャプチャする前にメモリから iSCSI LUN にデータを書き込み / フラッシュします。 ア
プリケーションに一貫性が与えられ、必要なすべてのデータが含まれます。 スナップショット復旧を行う場合、失われるデータはありません。

Snapshot Agent によるアプリケーションコンシステントなスナップショット

VSS Hardware Provider の 
ワークフロー

1

2

4

3

TM

iSCSI LUN

バックアップソフトウェアは、スナップ
ショット要求を Windows に送信します

Turbo NAS は、その要求を受信し、
iSCSI LUN のスナップショットを取得します

Turbo NAS は、バックアップソフトウェアにスナップショットを
返送し、バックアップジョブを実行します

Windows VSS は、データを iSCSI LUN 
にフラッシュし、要求を VSS ハードウェ
アプロバイダに送信します

Snapshot Agent VSS 
ハードウェアプロバイダ

スナップ
ショット

ローカルスナッ
プショット

拡張ユニット上のスナップショットレプリ
ケーション (独立ストレージプール)

ボリューム

複製元 複製先

NAS 対 NAS スナップショットレプリカ

QNAP NAS および
拡張ユニットのボリューム

リモート NAS 装置上のスナップショ
ットレプリケーション 各 NAS 上のローカ

ルスナップショット

複製元 複製先

一対多および多対一のスナップショットレプリケーション

スナップショットボールトを用いるリモート
スナップショットレプリカは、他の NAS 装置

からスナップショットを管理します

NAS 1 のボリューム

NAS 2 のボリューム

NAS 3 のボリューム

リモート NAS

Snapshot Vault

データを LUN にフラッシュしている間、
システムは一時的に動作を停止する場合
があります。

データを LUN にフラッシュしている間、
システムは一時的に動作を停止する場合
があります。

Snapshot Agent のワー
クフロー

3

1

4

2

TM

Snapshot Agent

iSCSI LUN

Snapshot Agent は、スナップショットを
行うことができる旨を応答します

Turbo NAS は、スナップショッ
トジョブの開始を必要とし
ます

Snapshot Agent は、Windows で VSS を
有効化し、データを iSCSI LUN にフラ
ッシュします

あるいは、iSCSI LUN のすべての 
VM の VMware スナップショットを行います

Turbo NAS は、スナップショットジョブの開始を必要とします
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複数の QNAP NAS ユニットで最良の容量活用率を達成する
複数の QNAP NAS ユニットを所有しているとき、あるいは容量をオンデマンドで拡張する必要があるとき、どのような方法で NAS ス
トレージを最大限に活用できるでしょうか？ QNAP VJBOD ( 仮想 JBOD) を使って、他の QNAP NAS のストレージリソースを活用しま
す。 VJBOD により、ローカル NAS 上に仮想ストレージプールやボリュームを作成することができます。 これにより、ご利用の環境に
おいて、複数 QNAP NAS の最高のストレージ利用率を達成することができます。

仮想 JBOD

ストレージ容量を必要なときに瞬時に割当てる

リモートでストレージ容量を拡張する

VJBOD は、ソフトウェア定義されたストレージの QNAP 実装であり、中小企業のストレージアーキテクチャにいくつかのメリットと実用性をもたらしま
す。 ソフトウェア定義されたストレージにより、高レベルの柔軟性と需要に応じた容量拡張を可能にします。 QNAP 仮想 JBOD (VJBOD) を利用すれば、
別の QNAP NAS から iSCSI LUN としてストレージ空間を瞬時に割り当てることができます。 iSCSI LUN を利用し、ストレージプールを作成したり、スナ
ップショットを取得したり、スナップショットからクローンを作成したり、マルチメディアファイルにインデックスを作成し、ローカル NAS のメディア
ライブラリに利用したりできます。 

ネイティブ iSCSI サービスとストレージプール作成を可能にして、その上に容量を仮想 JBOD として割り当てます。 例えば、6 台の TX-800P 拡張ユニ
ットを用いてデイジーチェーン化された TVS-882 は、合計約 432TB の物理ストレージ容量 (8TB HDD を使って計算 ) を有することができます。 更に、
QNAP VJBOD を使って、容量を 1PB まで簡単に拡張することができます。

*  リモート QNAP NAS では、iSCSI サービスやストレージプールに対するサポートが必要とされます。 VJBOD 構成に対する NAS の最大数は 8 です。
**   QNAP VJBOD は、次のモデル上でのみサポートされます : X89、X82、X80、X79、X71、X70、X63、X53、IS-400。 QTS ファームウェア 422 またはそれ以

降が必要です。

 物理拡張ユニットを接続する代わりに、ネットワーク接続された仮想拡張ユニットと、複数 QNAP NAS の間のすべての利用可能なスペースを
使って、オンライン容量拡張を行うことができます。 これにより、ストレージリソースの利用率を最大化することができます。

仮想プール 1

仮想プール 2

ダイレクトアタッチ

ネットワークスイッチ

iSCSI

iSCSI

iSCSI

(eSATA、SAS、USB または Thunderbolt ケーブル付き)

ネットワーク接続

QNAP VJBOD

従来の JBOD
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直観的で使いやすいインターフェイス
Virtual JBOD を設定するために複雑なコマンドまたは手順を行う必要はありません。 まず、2 台の接続された QNAP NAS が必要です。 次に、QTS の 
Storage Manager で、「Virtual JBOD」をクリックします。 次に「仮想ディスクの作成」ウィザードに従い、リモート NAS を検索し、利用可能な容量を
確認し、ローカルドライブに仮想ディスクとして領域を追加します。 そして、Storage Manager で、この仮想ディスクのステータスとネットワーク位置
の確認を含めて、自由に利用・管理することができます。 これにより、リモート NAS に対するログインにかかる時間を節約することができます。

* Q'center アプリは、リモート NAS のステータスを監視するための便利なツールを提供します。

手順 1: Storage Manger で「仮想 JBOD」をクリックします。

手順 3: 利用可能な領域を確認し，仮想ディスクを作成します。

手順 2: リモート NAS を検索します。

手順 4: ストレージ領域をローカルドライブ上の仮想ディスクとして追加します。

超高速の 40GbE ネットワーキングで高性能 VJBOD ストレージを構築
VJBOD は、従来の JBOD 拡張上にオンライン容量拡張という優れた柔軟性を提供します。 QNAP のハードウェアおよびソフトウェアの高コンバージド統
合技術に基づき、高速 40GbE ネットワークを用いて、高性能 VJBOD SAN を構築します。 高転送率を必要とするデータセンターのために、10GbE または 
40GbE ネットワークアダプタとスイッチを完全にサポートすることで、データ転送性能をローカルディスクの転送性能に近づけます。 更に、Windows 
Server 2012 ( または Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8.1、Windows 8) の Windows Offloaded Data Transfer (ODX) を展開する
ことにより、性能上のメリットを享受し、互換性のある JBOD 拡張ユニット内の仮想ディスク間、または、互換性のある JBOD 拡張ユニット間で直接デ
ータを転送することができます。

VJBOD JBOD

接続インターフェイス イーサネット (1GbE、10GbE、または 40GbE) USB 3.0、SAS 6G/12G

接続デバイスの最大数 8 x 仮想ディスク ( 同じリモート NAS から複数のディスク
を追加できます ) NAS モデルに依存 (1 ～ 8 拡張ユニット )

接続方法 ネットワーク 単一接続またはデイジーチェーン

接続冗長性 ポートトランキング対応 非対応

用途シナリオ 複数の QNAP NAS ユニットを利用し、高い可用性を維持
しながら、自由度の高いストレージ利用を可能にします

これを単一 QNAP NAS ユニット上でローカルストレージ
プールを拡張するために使用することができます。

* NAS アプリは、Offloaded Data Transfer (ODX) をサポートしません。
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自動再接続後の 
自動 VJBOD ストレージ復旧

物理的な抜き差しを必要としない VJBOD の即時移行

ローカル接続された JBOD 拡張の紛失モード保護機能に加えて、VJBOD では、切断を防止するための
高度なメカニズムが採用されています。 リモート NAS に停電、切断、IP アドレスの変更が発生した
場合、QTS のイベント通知から警告を受け取ります。 更に、NAS は、ユーザーの介入なく、自動的
に VJBOD ストレージの再接続・復元を試行します。

通常、拡張ユニットを移行するには、手動でデバイスを抜き差して、移行先に転送する必要があります。 しかしながら、iSCSI を使って接続し、Storage 
Manager 内でストレージプールとして安全に取り外すことができる VJBOD により、NAS から取り外した仮想ディスクを再度別な NAS 上で使用すること
ができます。 このように、仮想ディスク上のデータおよびアプリケーションを他の NAS 上でアクセスしたり、異なる QNAP NAS デバイス間で共有した
りすることができます。 

* Virtual JBOD で使用するために iSCSI ターゲットを介して接続された仮想ディスクの場合、他の iSCSI イニシエーター接続から除外する必要があ
ります。

VJBOD の信頼性を向上させるための冗長ネットワークアーキテクチャ
ネットワーク上でのオンライン容量拡張は、関連するストレージ領域利用の不安定性を引き起こすことはありません。 2 つ以上のイーサネットポートを
装備する QNAP NAS は、ポートトランキング ( 複数 LAN ポートを用いるリンクアグリケーション ) をサポートします。 単一 LAN 転送に比較して、ポー
トトランキングは、ご利用の NAS の帯域幅を拡大し、フェールセーフなトラフィックを提供し、接続障害発生時にネットワーク接続を維持します。 更に、
ポートトランキングにより、ネットワークトラフィックは接続されている各デバイスに対して負荷を自動的に分散します。

VJBOD VJBOD

Switch

Network cable

VJBOD + Port Trunking
(o�ers connection fault tolerance)

JBOD + SAS (or USB)
without fault tolerance

SAS or USB cable

JBOD
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QNAP NAS 仮想化

Virtualization StationNAS アプリ

その他..

オフィス

VM1 VM2 VM3 VM4

ストレージ管理

セキュリティ管理

Linux

  

  

Linux®

QNAP は、VM ネットワーク
構造、つまり、ソフトウェア
定義ネットワークにおいて進
化している
VM イーサネット用の専用 10 GbE LAN ポートはもやは必
要ではありません。 ソフトウェア定義ネットワーク手法
を採用し、VM は QNAP NAS とネットワークインターフ
ェイスを共有し、ハードウェアリソースによる制限なく、
最高のデータ送信速度を維持します。

Virtualization Station
     劇的に効率性を改善するための強化されたソフトウェア定義 
ネットワークアーキテクチャ

仮想マシンは、
専用ネットワーク
ポートを必要と
していました。

以前、

現在、
仮想マシンは、
NAS とネットワー
クポートを共有す
ることができます。

スイッチ

VMVM
NAS

○

データ伝送

データ伝送

VM仮想マシン
NAS

○

Virtualization Station は、従来の VM 上に存在する制約 ( 例えば、ネットワーク速度や VM バックアップの困難さなど ) を排除して、
最高のユーザー体験を実現します。 QNAP NAS 上に複数の VM を作成し、Windows®、Linux®、Android™、および UNIX® ベースの VM 
をインストールして、すべての VM が、異なる役割でサービスを提供できるようにします。 1 台の QNAP NAS が、文字通り、必要とさ
れるすべての種類のコンピュータになることができます。
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VM Orchestrator は、アプリケーショ
ン層におけるハイパーバイザとの通信
を通して、作業負荷スケジュールを管
理します。

Virtulaization Station の Orchestrator 
がハイパーバイザからの転送要求を
受け取ると、Orchestrator は vSwitch 
Controller (QNAP NAS の ネ ッ ト ワ
ーク制御 ) に信号を送り、制御層の 
vSwitch Controller が、高速仮想スイ
ッチを動的に調整し、VM は 物理ネッ
トワークまたは NAS ストレージにデ
ータ通信を行うために接続することが
できます。

高性能仮想スイッチを採用することに
より、VM は、データを VM 間または 
VM と NAS の間で転送する際、物理 
NIC の転送速度の制限を受けることが
なくなりました。 これにより、他の
サービスに対して、10GbE ネットワ
ークポートを開けることができます。

QTS NAS OS

Orchestrator

仮想スイッチ
(コントローラ)

制御信号

トリガー

NAS
(ボリューム)

アプリケー
ション

VM

仮想 NIC 仮想 NIC 仮想 NIC

VM

ハイパーバイザ

高速仮想スイッチ

NAS ネットワーク管理 

1GbE 
NIC

1GbE 
NIC

10GbE 
NIC

10GbE 
NIC

VM
アプリケー

ション層

制御層

インフラス
トラクチャ層

アプリケー
ション

アプリケー
ション

仮想スイッチ
仮想スイッチは、Virtual Station により採用された新しいネットワークアーキテクチャです。 仮想スイッチは、専用ネットワークポートと比較して効率的か
つ効果的なネットワーク設計です。 仮想スイッチにより、VM は、イーサネットインターフェイスを共有して、専用 VM ネットワークの必要性を排除するこ
とができます。 物理ネットワーク機器を通してデータ転送を行う必要性を回避することにより、VM と NAS の間の転送速度を向上させます。 仮想スイッチ
は 10 GbE とポートトランキングに対応しており、高速かつ安全なネットワーク環境を構築できます。

イーサネットインターフェイス ( ポートトランキン
グ利用可能 ) を仮想スイッチに接続すると、ブリッ
ジネットワークが構築されます。 NAS と仮想スイ
ッチは占有することなく同じイーサネットインタ
ーフェイスを共有できます。また、内部ルーティン
グ経由の高速データ転送に対応しています。

仮想スイッチのイーサネットインターフェイスを
指定し、仮想スイッチと外部ネットワークの間の専
用ルーティングを可能にします。 DHCP を有効に
して IP アドレスを仮想スイッチに自動割り当てす
るか、手動で IP アドレスを選択します。

仮想スイッチの異なるネットワーク構築モード

• 外部専用ネットワーク構築 • 分離ネットワークの構築

イーサネットインターフェイスを仮
想スイッチに接続せず、ネットワー
クを分離します。 VM の IP アドレス
を手動設定し、同じ仮想スイッチに
接続されている VM 間で通信できま
す。

• ブリッジネットワーク構築

*  ポートトランキングモード : ( アクティブバックアッ
プ、IEEE 802.3ad、Balance-tlb ( 適応型負荷分散 ) が利
用可能です。

VM

VM

インター
ネット仮想スイッチ

NAS
イーサ
ネット

NAS 
ボリューム

VM

VM

インター
ネット

仮想スイッチ

NAS
イーサ
ネット

VM

VM

仮想スイッチ
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USB デバイス (USB パススルー ) 

(USB パススルー )
Virtualization Station では、USB デバイスを仮想マシンに接続できます。 ストレージデバイスやカードリーダーなどの一般的な USB デバイスを仮想マシ
ンに接続し、Virtualization Station で使用するデバイスを選択できます。 これは、QVM Desk と共に PC のように使用することができます。 Virtualization 
Station 経由で USB カードリーダー / スキャナーを QNAP NAS に接続し、スキャンしたデータを NAS に直接保存できるため、インターネットの帯域幅を
占めることがありません。 更に、USB 3.0 の出現により、より高速なデータ転送を簡単に実現することができます。

* この機能は、Windows® 8、Windows® 8.1 およびそれ以降のバージョンでのみ利用可能であることに注意してください。

QVM は、4K ディスプレイ、オーディオ出力をサポート
HybridDesk Station の QVM におり、HDMI® モニター、キーボードおよ
びマウスを接続するだけで、VM を PC として利用することができます。 
QVM は、4K 解像度および仮想化オーディオ出力を提供し、幅広いアプ
リケーションをサポートします。 HTML5 対応のブラウザを用いること
が、オーディオ無し 1080P に対する制限です。 これにより、QVM は、
ビデオアプリケーションに対して最適になります。

noVNC は、VM と通信することができる HTML5 ベースのリモート
デスクトップウェブクライアントです。 noVNC が、オーディオ転送をサポー
トしません。 オーディオ出力については、Windows® Remote Desktop また
は SPICE® Client を使って、VM に接続してください。 SPICE® Client の詳細に
ついては、QNAP ウェブサイトの「チュートリアルおよび FAQ」にアクセス
してください。

VM のバックアップおよび復元
Virtualization Station により、QNAP NAS 上での複数仮想マシンの管理が容易になり
ます。 仮想マシンは、使い易いインターフェイスを用いて、一元的にバックアップ
・復元することができます。 ユーザーは、スケジュールされたタスク / ステータス
を取得し、手動でバックアップタスクを開始または終了することができます。 オン
ラインバックアップタスクは、VM 操作の中断および / またはシステムの電源オフを
行うことなく、バックグランドで実行されます。 更に、バックアップタスクのスケ
ジュールやバックアップコピーの最大数を設定することができます。 復元する際、
システムは、自動的に復元された VM を起動し、プロセス全体を簡略化し、システ
ムダウンタイムを低減します。

デバイス管理
デバイス管理画面では、全 VM の概要を提供し、NAS のストレージ容量、ネットワ
ークインターフェイス、USB デバイスについて通知し、また、VM をシャットダウン
することなく、新しいデバイスを接続または取り外しすることができます。

仮想デスクトップとの接続を除去する
Google® Chrome、Firefox® などの一般的なブラウザを使って、Windows®、Linux®、
UNIX®、および Android™ ベース VM の操作をリモートデスクトップとして、行う
ことができます。 各 VM ディスプレイ上にボタンの一覧が提供され、ユーザーは、
一時停止、シャットダウン、強制シャットダウン、リセット、キーの組み合わせ 
(Ctrl+AIt+ Del) やファンクションキーの呼び出し、VM のスナップショットの取得を
行うことができます。

Virtualization Station は、SPICE および VNC 接続をサポートします。 SPICE (virt-
viewer) または VNC クライアントソフトウェアを使って、VM を NAS に接続します。 
また、Windows Remote Desktop がサポートされます。
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QNAP 独自の仮想化技術の 7 つの利点

可視性およびファイルへの直接アクセス 
ファイル形式には QNAP NAS では直接開くことができないものがありますが、
Virtualization Station を利用すればそれが可能になります。 これにより、帯域幅とア
クセス時間を節約します。 管理者は Windows®、Linux®、UNIX®、および Android™ 
ベースの VM を QNAP NAS 上にインストールし、サポートされるあらゆるアプリケ
ーションまたはファイルを実行できます。

帯域幅と時間の節約
大量のデータをローカル PC にダウンロードすると時間がかかり、ネットワーク帯
域幅を独占する可能性があります。 Virtualization Station の仮想マシンを介して 
QNAP NAS のデータにアクセスする場合、データが物理的なネットワークケーブ
ルを介して転送されることはないため、データ転送が安全になり、帯域幅が節約さ
れ、時間が短縮されます。

強化されたセキュリティ
仮想マシンのファイルとデータにアクセスするとき、ファイルとデータ
は QNAP NAS の外に転送されません。 このため、機密データの傍受を阻
止する安全な環境となり、また、大きなファイルにアクセスするとき、
帯域幅とネットワークリソースも節約されます。

ユーザーベースの権限設定
Virtualization Station の管理者は仮想マシン (VM) ごとにユーザーを作成し、適切なアクセス
権を設定できるため、ニーズの異なるユーザーに合わせて VM リソースを割り当て、効率的
に管理できます。 これらのアクセス権により、ユーザーは別のユーザーが間違って VM の電
源をオフにしたことで、作業が中断したり、データを失ったりすることを心配することなく
自分の VM で作業できます。

ユーザーベースの権限には次のようなものがあります。 
 コンソールのアクセス権 : コントロールと表示専用
 VM コントロール : スナップショットおよびアドバンスト

リモートデスクトップとして VM を操作する
リモートデスクトップとして Windows®、Linux®、UNIX®、および Android™ ベースの 
VM を操作できるので非常に便利です。 個々の VM ディスプレイの左側にボタンの一
覧があります。一時停止、シャットダウン、強制シャットダウン、リセット、キーの
組み合わせ (Ctrl+AIt+ Del) やファンクションキーの呼び出し、VM のスナップショッ
トの取得を行うことができます。
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グラフィックスプロセッシングユニット (GPU) は、より小さな数千のコアの大規模並列アーキテクチャを持つ単一のプロセッサであり、同時に複数タス
クを処理するために最適です。 GPU は高度に洗練されたエンジニアリングされたアプリケーションで使用されます。  そして、OpenCL ( オープンコンピ
ューティング言語 ) と Microsoft® DirectX 11 Compute Shader と一緒にトランスコーディングおよび 3D アニメーション・ビデオレンダリングのような一
般的なタスクのためのたアプリケーションを加速するために使用することができます。 

多種類アプリケーション用の GPU パススルー

 TVS-x82、TVS-ECx80U-SAS、および TS-ECx80U モデルは、AMD Radeon™ R7 および RX480 シリーズの GPU と共に GPU パススルーをサポートします。 (NAS 
に取り付けるグラフィックカードを選択する際は、外部電源要件と物理寸法を確認してください。)

仮想化における GPU の使用は、多くの課題があります。 GPU 間の仮想化プラットフォームにおける動作の標準化モードはありません。 GPU のアプリケ
ーション加速機能を完全に活用するために TVS-x82 は、パススルーモードを使用して、1 つの GPU を単一仮想マシンの専用にし、別の GPU を他の仮想
マシン専用にします。 1 台の仮想マシンを排他的に GPU 演算を実行するために専用にして、大幅にシステム全体の性能を向上させながら他のジョブに
対する負荷を CPU から取り去ることができます。

デコーダ

データ転送

転送されたデータ

1 2
4

3

5

実行信号

元のデータをデコード・処理する

CPU トランスコーディング

統合されたエン
トリーレベルのグラ

フィックスコア
統合メモリ

アーキテクチャ

一次 CPU

GPU メモリ

CPU コア

GPU

グラフィックスカード

デコーダ

データ転送

1 2 4

3

5

元のデータをデコード・処理する

命令プールMIMD

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

デ
ー

タ
プ

ー
ル

GPU によるトラン
スコーディング

一次 CPU

GPU メモリ

CPU コア

実行信号

ビデオトランスコーディングを使用する一例とし
て、GPU は、データ転送数が減少させるだけではな
く、CPU よりも効率的に並列ワークロードを処理す
ることができます。

高性能グラフィックスカードは、より高い電力要
件のコストで、優れたグラフィックス描画と、浮
動小数点演算を提供します。 これらのグラフィッ
クスカードを収容するため、TVS-882 および TVS-
1282 は、450W 電源装置を装備し、十分な電源を
提供します。

TVS-1282-i5-16G-450W
TVS-1282-i7-32G-450W

TVS-882-i5-16G-450W

TVS-x82 シリーズの 450W モデル
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仮想化は、ビッグデータと IoT ( モノのインターネット ) の時代において、IT リソースの利用を最大化するためのキーです。 Container 
Station は、最小最低限度の OS (JeOS) 哲学に従って開発されました。 この軽量仮想化技術により、RD 開発および IT 管理者のために、
PC，QNAP NAS およびクラウド上に利用する準備ができている環境を即時かつ本当に作成することができます。

Container Station 
コンテナベースアプリケーションの迅速な展開 

例えば、ホームコンピュータ上の Container Station にプロジェクトを構築し、開発の各段階を完了した後、コンテナを Docker Hub™ にアップロード
し、それを NAS 上にエクスポート・保存します。 次に、あなたの同僚がコンテナをダウンロードし、次の開発段階を継続することができます。 QNAP 
NAS、仮想化サーバー、OpenStack、またはクラウド上でコンテナベースのアプリケーションを用いることで、開発者は、これらのプラットフォーム上
でアプリを迅速かつ信頼性高く展開・共有することができます。

人気のあるアプリの数は増え続けている
Container Station は、最新かつ最高技術を用いたアプリケーションを 1 回クリックするだけで迅速に展開できるよう提供します。 現在、以下のアプリ
が 利 用 可 能 で す： LibreOffice、MongoDB、Nginx、Node.js、Redis、MySQL、WordPress、Deluge、Minecraft、Wine、Jenkins、GitLab、Redmine、
Joomla! および OpenERP。

 Container Station は、App Center で入手可能です。 

Docker および Docker のロゴは、米国およびその他の国における Docker, Inc. の商標または登録商標です。 Docker, Inc. とその他の団体は、本書で使用され
ている他の用語についても商標権を所有している場合があります。 Linux® は、米国およびその他の国における Linus Torvalds の登録商標です。
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1 クリックインストール
複雑な構成を行うことなく、ソフトウェアコンテナのメリットをお楽しみください。 「作成」をクリックするだけで、システムは、自動的にアプリケー
ションをダウンロード・インストールします。

ARM ベース NAS 上のコンテナ
エントリレベルの NAS モデル ( 例えば、TS-231+、TS-431+) は、QTS 4.2.1 上で Linux® 仮想化を行うことができます   Container Station からデフォルト
の Linux® バージョンをダウンロードするだけで、ARM® ベースの NAS 上で、仮想化対応の LXC および Docker® を入手することができます。

共有フォルダへのアクセス
コンテナ内にマウントされた共有フォルダ ( または、他のコンテナから ) は、ベアメタル環境と匹敵するアクセス速度で NAS にデータを保存します。

ソフトウェアコンテナのエクスポート / インポート
ソフトウェアコンテナをデータをその中に含めた状態で、与えられた共有フォルダにエクスポートすることができます。 また、PC または共有フォルダ
からソフトウェアコンテナをインポートすることができます。 また、コンテナは、簡単にバックアップし、他の QNAP NAS ユニットに転送することが
できます。

LXC および Docker® を統合し、NAS に新しい価
値をもたらす
LXC： 軽量 Linux Container により、
NAS 上 で 高 性 能 か つ 軽 量 な 仮 想 化 
Linux® 環境を有効にすることができま
す。 軽量バージョンの Linux® ( 例え
ば、Ubuntu、Debian、Fedora) を LXC 
と共にコンテナ化されたアプリケーシ
ョンのベースとしてインストールしま
す。

オンデマンドインストールアプリケーション
Docker Hub™ を使って、公
に共有されたアプリケーシ
ョンをそれらがデータベー
ス、ウェブサーバー、プロ
グラミング言語または開発
ツールであるかどうかにか
かわらず検索します。 そし
て、希望するアプリをスマ
ートフォンにインストール
します。

Docker®

LXC
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Container Station の Online Document 機能を使って、NAS 上のファイル (Office 文書、写真およびテキストファイル ) をどこからでも、直接プレビュー、編集
および保存することができます。

PCリモート NAS

閲覧/ダウンロード

編集/アップロード

Online Document - オンラインでの文書のプレビューおよび編集
企業データおよび個人データ両方の侵害および漏えいの増大するリスクは、許可されないアクセスに対するより強力な保護の必要性を意味します。

従来の NAS を用いる場合、ファイルを NAS からコンピュータにダウンロードし、それらを開いて編集し、再度、NAS にアップロードする必要がありました。

リソース管理
ソフトウェアコンテナに割り当てるホスト CPU/ メモリリソースを指定し、単一画面から、各コンテナの性能に加えて、ホストを監視します。 グラフィ
ックスを用いて可視化されたプレゼンテーションが、リソース消費の概要とリソース管理の目標を表示します。
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DevOps (「開発運用」) の出現 – 継続的に統合開発環境を確立するために Container Station を利用する
複雑なソフトウェア構成を覚える必要はありません。 1 クリックで必要なアプリケーションをインストールしてください。 システムが移動的に設定プロ
セスを完了し、共同作業に相応しい開発環境が素早く利用可能になります。

ポーリング

Gitlab
VCS

Jenkins
CI サーバー

アーカイブ

イメージハブ

テストベッド

KVM

LibreOffice®、Pinta、Emacs などで使用される幅広いファイルタイプをサポート

LibreOffice®- 強力なオフィススイート

このスイートには、多くのアプリケーションが含まれます。 Writer ( ワープロ )、Calc ( 表計算アプリ )、Impress ( プレゼンテーションエンジン )、Draw ( 描
画とフローチャートのためのアプリ )、Base ( データベースとデータベースフロントエンド )、Math ( 数学編集 ) です。

Pinta - 描画および画像編集用のプログラム

これは、JPEG/JPG、Tiff、TGA、PNG、ICO、BMP および OpenRaster などのファイル形式で画像を描画するシンプルですが、強力な方法です。 確実に 
Windows ペイントよりも強力です。

Emacs – カスタマイズ可能なテキストエディタ

Emacs は、拡張性とカスタマイズ性を有する強力なテキストエディタです。 プログラマーやコンピュータ技術者の間でよく利用されています。

Container Station 1.4 またはそれ以降 (2016 年第 1 四半期に利用可能 ) がサポートされます。

継続的な統合開発環境

Private Registry、GitLab、Jenkins を素早くインストールするための推奨アプリ。
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TVS-x82 シリーズ

* すべての仕様は事前の通知なしに変更することがあります。
詳細については、www.qnap.com にアクセスしてください

NAS モデル TVS-682 TVS-882 TVS-1282

SKU の注文 TVS-682-PT-8G TVS-682-i3-8G TVS-882-i3-8G TVS-882-i5-16G
TVS-882-i5-16G-450W TVS-1282-i3-8G TVS-1282-i5-16G

TVS-1282-i5-16G-450W

TVS-1282-i7-32G
TVS-1282-i7-32G-
450W

CPU
Intel® Pentium® 
G4400 3.3 GHz デュ
アルコアプロセッ
サー

Intel® Core™ i3-
6100 3.7 GHz デュ
アルコアプロセッ
サー

Intel® Core™ i3-
6100 3.7 GHz デュ
アルコアプロセッ
サー

Intel® Core™ i5-6500 3.6 
GHz クアッドコアプロ
セッサー

Intel® Core™ i3-
6100 3.7 GHz デュ
アルコアプロセッ
サー

Intel® Core™ i5-6500 3.6 
GHz クアッドコアプロ
セッサー

Intel® Core™ i7-6700 
3.4 GHz クアッドコア
プロセッサー

メモリ

合計 DIMM スロット : 4
最大メモリ : 64GB (16 GB x4)

注記 : メモリを 24 GB を超えて拡張する場合は、事前に取り付けられたメモリモジュールを交換する必要があります。

内蔵メモリモジュール : 8 GB 
DDR4 RAM (4 GB x 2)

内蔵メモリモジュ
ール : 8 GB DDR4 
RAM (4 GB x 2)

内蔵メモリモジュール : 
16 GB DDR4 RAM ( 8 GB 
x 2)

内蔵メモリモジュ
ール : 8 GB DDR4 
RAM (4 GB x 2)

内蔵メモリモジュール : 
16 GB DDR4 RAM (8 GB x 
2)

内蔵メモリモジュー
ル : 32 GB DDR4 RAM ( 
8 GB x 4)

フラッシュメモリ 512MB DOM

M.2 スロット 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA  6Gb/s SSD
注記 : M.2 SSD は、製品パッケージに含まれません。

ドライブトレイ
2 x 2.5 インチ SSD 
4 x 2.5 インチ /3.5 インチハードドライブ
または SSD

2 x 2.5 インチ SSD 
6 x 2.5 インチ /3.5 インチハードドライブまた
は SSD

4 x 2.5 インチ SSD 
8 x 2.5 インチ /3.5 インチハードドライブまたは SSD

ドライブインター
フェイス SATA 6Gbps/3Gbps

USB 前面 : 1 x USB 3.0 ポート  /  背面 : 4 x USB 3.0 ポート

イーサネット 4 x GbE ポート

ビデオ出力 3 

オーディオ入力 2 x 6.3mm マイクロホンジャック

オーディオ出力 2 x 内蔵スピーカー、1 x 3.5mm ライン出力ジャック
注記 : 上述のオーディオ出力ポートの内 1 つのみを一度に動作させることができます。 スピーカーが接続された場合、サウンドはスピーカーを介して出力されます。

LED インジケータ
ー システムステータス、2.5 インチ SSD、M.2 SSD、3.5 インチ HDD/SSD

ボタン 電源、USB ワンタッチコピーバックアップ、リセット

システム警告 ブザー

フォームファクタ
ー タワー

寸法 231.9 x 224.9 x 319.8 mm 231.9 x 292.8 x 319.8 mm 234.6 x 369.9 x 319.8 mm

重量
正味重量 (NAS のみ ):  7.7 kg/16.96 ポンド
総重量 ( 梱包およびアクセサリを含む ): 
9.5 kg/ 20.94 ポンド

正味重量 (NAS のみ ):  9.05 kg/19.95 ポンド
総重量 ( 梱包およびアクセサリを含む ): 10.85 
kg/23.92 ポンド

正味重量 (NAS のみ ):  11.55kg/25.46 ポンド
総重量 ( 梱包およびアクセサリを含む ): 13.65 kg/30.09 ポンド

サウンドレベル 
(dB)

音圧 (LpAm) ( 立っている人の位置で ): 
20.5 dB
(4 x Seagate ST2000VN000-1HJ164 HDD を取り
付け済 )

音圧 (LpAm) ( 立っている人の位置で ): 21.8 dB
(6 x Seagate ST2000VN000-1HJ164 HDD を取り付け済)

音圧 (LpAm) ( 立っている人の位置で ): 21.6 dB
(8 x Seagate ST2000VN000-1HJ164 HDD を取り付け済 )

温度 0 ～ 40 ˚C

相対湿度 5 ～ 95% 相対湿度、湿球温度 : 27˚C

電源装置 入力 : 100-240V ～、3-1.5A、60-50Hz、
出力 : 250W

TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: 入力 : 100-240V 
～、3-1.5A、60-50Hz、出力 : 250W
TVS-882-i5-16G-450W: 入力 : 100-240V ～、
8-4A、60-50Hz、出力 : 450W

TVS-1282-i3-8G / TVS-1282-i5-16G/TVS-1282-i7-32G: 入力 : 100-240V ～、
3-1.5A、60-50Hz、出力 250W
TVS-1282-i5-16G-450W / TVS-1282-i7-32G-450W: 入力 : 100-240V ～、
8-4A、60-50Hz、出力 : 450W

PCIe 拡張スロット 2 (1* PCIe Gen3 x16、1* PCIe Gen3 x4) 3 (1* PCIe Gen3 x8、2* PCIe Gen3 x4)

ファン システム : 1 x 8 cm 静音冷却ファン
CPU: 1 x 9 cm ファン

システム : 2 x 8 cm 静音冷却ファン
CPU: 1 x 9 cm ファン

システム : 3 x 8 cm 静音冷却ファン
CPU: 1 x 9 cm ファン

ハードウェア仕様
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QNAP Qtier™ および SSD キャッシュ技術を
用いて常時加速可能

第 6 世代 Intel® Pentium® または Core™ i3/i5/i7 マルチコアプロセッ
サは、20% の性能改善を実現します。   *弊社前世代製品に比べ
8GB (最大 64GB) DDR4 2133MHz RAM

USB 3.1(10Gbps)タイプC拡張カード対応
高速40GbE及び10GbEネットワーク拡張カード対応
PCIe NVMe およびM.2 SATA 6Gbps対応SSDスロット

TVS-1282-i3-8G
TVS-1282-i5-16G
TVS-1282-i7-32G
TVS-1282-i5-16G-450W
TVS-1282-i7-32G-450W

TVS-682-PT-8G
TVS-682-i3-8G

TVS-882-i3-8G
TVS-882-i5-16G
TVS-882-i5-16G-450W
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階層型
ストレージ

SATA SSD SATA HDD

PCIe NVMe SSD 
M.2 SATA SSD

ホットデータス
トレージ

Qtier 技術を用いるスケジュール
データ分析で良くアクセスするデ
ータを SSD に移動して、高いシス
テム性能を長期間維持します

コールドデー
タストレージ

Qtier 技術を用いるスケジュール
データ分析で、あまりアクセスし
ないデータを大容量ストレージ
に移動します

超高速読み取り・
書き込みキャッシュ

SSD キャッシュ技術を用いて、オン
ラインかつリアルタイムデータア
クセスリスエストに高速に応答し
ます


