
データ シート

主な利点
█ エンタープライズ クラスの優れた性能を提供
█ 既存の SAN とシームレスに統合
█ IT サーバの統合とエネルギー節減の計画を支援
█ 仮想サーバ環境の導入に、SAN のベスト プラクティ
ス、 ツール、プロセスの応用を実現

█ 機密データを不正アクセスから保護
█ データの可用性と整合性を確保
█ 導入と管理の簡素化により、IT スタッフの生産性を向上

主な特長
█ 拡張メッセージ シグナル割り込み（MSI-X）をサポートし、
ホスト利用率とアプリケーション パフォーマンスを向上

█ 8GFC、4GFC、2GFC デバイスをサポート
█ N ポート ID 仮想化（NPIV）と仮想ファブリックのサポー
トによる、包括的な仮想化機能

█ ホスト /ファブリック間の FC-SP 認証
█ Long Wave オプティカル トランシーバ モデルを提供
し、ボードでの長 距離の信号伝送を実現

█ ロールベースの管理を LDAP（Light Directory 
Access Protocol）と Active Directory (AD) サー
ビスに統合し、セキュアな管理を実現

█ T10 PI のデータ整合性をエンドツーエンドで検証する 
BlockGuard® に対応し、気が付かないうちにデータ
が破損することのないようシステムを保護

█ 共通のドライバ モデルにより、特定の OS 上のすべて
の Emulex HBA を 1 つのドライバでサポート

█ 最小限のサーバ リブート回数で、新しいファームウェア
を容易に実装可能

█ 高機能な管理ツールにより、Emulex HBA を効率的に
一元管理

█ PCIe 2.0 バスに準拠し、PCIe 1.0 との下位互換性も
サポート

容易な導入と管理、優れた拡張性、業界トップクラスの仮想化サポートを特長とし
た Emulex LightPulse LPe12000（シングルポート）および LPe12002（デュアルポート）
8Gb ファイバ チャネル（8GFC）ホスト バス アダプタ（HBA）は、大企業の OS が混在す
る仮想サーバ環境に最適なソリューションです。

高い実績を誇る設計、アーキテクチャ、インターフェイス 
Emulex LightPulse HBA の高度に統合されたプロセッサ設計により、オンボード コンポー
ネントを最小限に抑えながら、ホストのパフォーマンスと効率を高めることができます。高
度なエラー チェック機能が、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）内を伝送されるブロッ
ク データの整合性を確保します。Emulex のファームウェアベースのアーキテクチャにより、
コストをかけてハードウェアを交換することなく、機能やパフォーマンスをアップグレード
できます。独自の Service Level Interface（SLI ™）によって、特定の OS 上の Emulex 
HBA の全モデルで共通のドライバの使用が可能になります。導入および管理の設備は、サー
バのリブート回数を最小限にし、導入作業を簡素化するように設計されています。Emulex 
は世界中のデータセンターから厚い信頼を寄せられており、これまでに出荷・導入された 
HBA ポート数は 1200 億以上に及びます。

データセンターの効率を最大化する高機能な管理ソフトウェア 
エンタープライズクラスの管理アプリケーション Emulex OneCommand® Manager が、
マルチプロトコル対応のクロスプラットフォーム アーキテクチャを特長とし、Emulex が提供
するすべてのアダプタの管理を一元化します。これにより IT 管理者は 1 つのツールでネット
ワーク接続を管理でき、最大限の効率化を図れます。OneCommand Manager には次の
特長もあります。

█ VMware vCenter Server 向けの OneCommand® Manager プラグイン：Emulex が
提供するファイバ チャネル HBA とネットワーク（FCoE、iSCSI、TCP/IP NIC）接続ソリュー
ション全体の管理を VMware の vCenter Server 管理コンソールで実行できるようにし
ます。VMware vCenter Server 向けの Emulex OneCommand Manager プラグイ
ンは、クライアントの種類を問わず、同じフィーチャ セットを使用して新しい VMware 
vSphere 5.1 Web Client と VMware vCenter Server デスクトップ クライアントの両
方をサポートします。

優れた管理性、信頼性、パフォーマンスと、簡単な導入
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規格

· ANSI ファイバ チャネル：FC-PI-4、FC-FS-2、
FC-FS-2/AM1、FC-LS、FC-AL-2、FC-GS-6、
FC-FLA、FC-PLDA、FC-TAPE、FC-DA、FCP ～ 
FCP-4、SBC-3、FC-SP、FC-HBA、SMI-S v1.1

· PCI Express Base Spec 2.0 
· PCI Express Card Electromechanical Spec 2.0
· ファイバ チャネル クラス 2 および 3
· PHP ホット プラグ /ホットスワップ

アーキテクチャ

· シングルポート（LPe12000）またはデュアルポート
（LPe12002）
· 8GFC、4GFC、2GFC のリンク速度を自動検出
· 統合データ バッファとコード スペース メモリ

包括的な OS やハイパーバイザのサポート

· Windows Server
· Linux
· Solaris
· VMware vSphere
· Windows Hyper-V
· OEM およびパートナーによる 
追加サポート

ハードウェア環境

· PowerPC®、SPARC®、x86、x64、および  
Intel® Itanium® 64 ビット プロセッサ ファミリ

光

· データ レート：2.125、4.25、8.5 GFC（自動検出）
· 光ファイバ：Short Wave レーザー（LC タイプ コネクタを
使用）

 - 50/125 µm（500 MHz*km BW）最長 50 m
 - 50/125 µm（2000 MHz*km BW）最長 150m

寸法

· ショート、ロープロファイルの MD2 フォーム ファクタ カード
· 167.64 mm X 68.91 mm（6.60 インチ X 2.71 インチ）
· 標準ブラケット（ロープロファイル対応）

電力および環境要件

· 電圧：+3.3、+12
· 動作温度：0 ～ 55 °C（32 ～ 131 ° F）
· 保管温度：-40 ～ 70 °C（-40 ～ 158 ° F）
· 相対湿度：5 ～ 95 %（結露しないこと）
· 23 °C（湿球温度）

適合規格

· クラス 1 レーザー製品（DHHS 21CFR (J)  
および EN60825-1）

· UL の UL 60950-1 認証取得
· CUR の CSA22.2、No. 60950-1-03 認証取得
· Baurt の EN60950-1 認証取得
· FCC 規則、パート 15、クラス A
· ICES-003、クラス A
· EMC 指令 2004/108/EEC（CE マーク）
   - EN55022：2010、クラス A
   - EN55024：2010
· オーストラリア EMC フレームワーク（C-Tick マーク）
   - AS/NZS CISPR22、クラス A
· VCCI（日本）、クラス A
· MIC（韓国）、クラス A
· BSMI（台湾）、クラス A
· EU RoHS 準拠（指令 2002/95/EC）
· 中国 RoHS 準拠

発注情報

LPe12000-M8
· シングルポート、マルチ モード光インターフェイス

LPe12002-M8
· デュアルポート、マルチ モード光インターフェイス ·

LPe12002-X8
· デュアルポート、シングル モード光インターフェイス
· Long Wave オプティカル トランシーバ： 

800-SM-LC-I 使用時は最長 1.4 km、 
800-SM-LC-L 使用時は最長 10 km のボードでの信号
伝送が可能

LPe12100-OPT
· LightPulse 8GFC HBA 用の 

 Emulex 認定のスペア光モジュール キット
· 数量 1、8GFC Short Wave レーザー、LC タイプ コネク
タ付き SFP+ 光モジュール 

· Emulex LightPulse 8GFC ホスト バス アダプタの 
全モデルと互換 

· オンサイトのスペア光モジュールとして使用

その他の機能

性能の特長
· ファイバ チャネル リンク レートを 4GFC から 8GFC に倍
増し、仮想化機能を強化して、IT 部門の環境に対する取り
組みを支援

· フレーム レベルのマルチプレクシングと、アウトオブオーダ 
フレームのリアセンブリにより、リンク効率を高め、最大限
の HBA パフォーマンスを実現

データ保護機能
· ハードウェア パリティ、CRC、ECC などの高度なエラー 
チェックと修正アルゴリズムによるエンドツーエンドのデータ
保護が、データの破損を防止

導入と管理の機能
· ユニバーサル ブート機能により、特定のハードウェアに適し
たブート環境が自動的に選択

· SAN 機能からのブートによって、システム管理コストを削減
し、ダウンタイムを最小限に抑制

· リアルタイムの詳細なイベント ログの作成とイベントの追跡
により、SAN の問題を迅速に診断

· ビーコン機能によって HBA の LED が点滅するため、サー
バ ラック内での識別が容易

· 環境モニタリング機能が SAN の可用性を最適化

管理機能

· Emulex OneCommand Manager アプリケーションによっ
て、ローカル ホストとリモート ホストの Emulex アダプタの
検出、モニタ、レポート、管理を一元化。強力な自動化機能が、
ドライバ パラメータ、ファームウェア、ブート コードをリモー
トでアップグレード。アダプタ ポートのビーコンやアダプタの
統計情報などの高度な診断機能によって、管理とネットワー
ク パフォーマンスが最適化されると同時に、環境モニタリン
グ機能がホストとファブリックの最適な接続を維持。グラフィ
カル ユーザ インターフェイス（GUI）に加えて、スクリプト
を使用可能な CLI（コマンド ライン インターフェイス）と 
Web ブラウザを使って管理機能を実行可能。インバンドと
アウトオブバンドの管理機能により、データセンター管理者
に最大レベルの管理の柔軟性を提供。

· OneCommand Manager でのロールベースの管理のサ
ポートによって、セキュリティを低下させることなく、データ
センター全体のアダプタの管理を簡素化。管理者特権は、
LDAP および AD のグループ メンバーシップに基づいて割り
当て可能。

· Emulex の管理装置は、SMI-S や共通の HBA API サポー
トなどのオープンな管理標準に準拠しており、企業のストレー
ジとサーバ管理ソリューションとのシームレスな統合を実現。

 仕様

13-1200 · 13.11
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