
データ シート 接続

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 
LPe11000（シングルチャネル）および LPe11002（デュ
アルチャネル）は、大企業の OS が混在する SAN 環境に
最適なソリューションです。強力な管理ツールを備え、広
範なプラットフォームをサポートすることにより、多様な用
途や環境で最大限のパフォーマンスを発揮します。

実績のある設計、アーキテクチャ、インターフェイス
LightPulse HBA の高集積なシングルチップ設計は、オン
ボード コンポーネントを最小限に抑えながらも、高度なエ
ラー チェックと修正手法によって堅牢なデータ整合性を確
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、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。導入と管理のアプリケーションは、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。

データセンターを最大限に効率化する 
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 
HBAnyware は広く市場に普及し、600 万以上のファイ
バ チャネルおよび FCoE ポートの管理に使用されていま
す。この定評ある HBAnyware アプリケーションをベー
スとしてリリースされたのが、OneCommand Manager 
です。OneCommand Manager はマルチプロトコルの
クロス プラットフォーム アーキテクチャで、企業のデータ
センター内の Emulex アダプタの集中管理を可能にしま
す。OneCommand Manager によって異種混在のデー
タセンター環境全体の管理を統一できるため、IT 管理者
の作業が簡素化されます。IT 管理者は OneCommand 
Manager を使用して、動的に変化するビジネス環境への
即応性を高め、管理の効率と柔軟性のさらなる向上を図る
ことができます。従来の Emulex HBAnyware 管理ソリュー
ションを使用しているユーザが透過的に移行できるように、
OneCommand Manager は HBAnyware 4.1 との下位
互換性を備えています。

主な利点
· 優れた品質と信頼性により、データの可用性を確保
· インストールの効率化により、迅速な導入と管理コス
トの削減を実現

· SAN パフォーマンスの最大化により、大規模なエン
タープライズ環境での拡張性とユーザ満足度を向上

· 強固な相互運用性により、導入作業や、SAN ハー
ドウェアおよびソフトウェアのアップグレード作業を簡
素化

· LightPulse Virtual HBA テクノロジーが、ホストの
効率的な使用と、SAN 管理のベスト プラクティスへ
の準拠を実現 

· 高度なセキュリティが、WWN スプーフィング、ホス
ト マスカレード、不正なサーバおよび管理者エラー
などの潜在的な脅威から SAN を保護

主な特長
· 優れたパフォーマンスと全二重方式のデータ スルー
プット 

· N ポート ID バーチャライゼーション（NPIV）のサポー
トによる、包括的な仮想化機能 

· 共通の HBA ドライバと AutoPilot Installer® を使用
した簡単なインストールと設定 

· SAN 内のすべての HBA に Emulex 
OneCommand ™ Manager を使用して効率的に 
管理

· 共通のドライバ モデルによる管理の簡素化と、HBA 
ファームウェアに依存しないアップグレード

優れた管理性、 
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簡単な導入
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データ シート EMULEX

LightPulse® LPe11000/LPe11002  
4 Gbps ファイバ チャネル PCI Express ホスト バス アダプタ

規格

· ANSI ファイバ チャネル：FC-PH-3、FC-PI-2、FC-FS、
FC-AL-2、FC-GS-4、FC-FLA、FC-SP、FC-PLDA、
FC-TAPE、FCP-2、RFC 2625（IP over FC）

· PCI Express Base Spec 1.0a
· PCI Express Card Electromechanical Spec 1.0a
· 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

· シングルチャネル（LPe11000）または 
デュアルチャネル（LPe11002）

· 4 Gbps、2 Gbps、1 Gbps の FC 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 サポート

· Windows、Linux、NetWare、Solaris、 
VMware、HP-UX 

· 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、 
Intel® Itanium® 64 ビット プロセッサ ファミリ

光

· データ レート：1.0625、2.125、4.25 Gbps 
（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）
· ケーブル：50/125 µm、最大 150 m（4 Gbps、
62.5/125 µm）、最大 70 m（4 Gbps）

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 64.42 mm（6.60 インチ X 2.54 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
· 動作温度：0 ～ 55 ° C（32 ～ 131 ° F）
· エアーフロー：100 lf/m
· 保管温度：-40 ～ 70 ° C（-40 ～ 158 ° F）
· 相対湿度：5 ～ 95 %（結露しないこと）

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
· TUV 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、クラス A
 - EN55024
· 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、クラス A
· MIC（韓国）、クラス A
· BSMI（台湾）、クラス A
· RoHS の環境対策要件に準拠（指令 2002/95/EC）

発注情報

· LPe11000-M4
 - シングルチャネル、組み込みマルチモード光インターフェイス
· LPe11002-M4
 - デュアルチャネル、組み込みマルチモード光インターフェイス

その他の機能

· 性能の特長

 - Emulex LightPulse テクノロジーは、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
ブリを可能にして、リンク使用率を最大化します。

· 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 
チェックと修正機能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します。

· 導入と管理の機能

 - リアルタイムの詳細なイベント ログと追跡機能が、SAN の
問題の速やかな診断を可能にします。

 - ユニバーサル ブート機能により、特定の OS に適したブー
ト環境が自動的に選択されます。

 - ホストとファブリック間で、Fibre Channel Security 
Protocol（FC-SP）Di�e-Helmann Challenge 
Handshake Authentication Protocol（DH-CHAP）
に準拠した強力な認証が実施されます。

仕様
管理機能

· Emulex AutoPilot Installer によって HBA のインストール 
プロセスを自動化することで、導入と管理のコストが大幅に
削減されます。ドライバと管理ツールのインストールと設定の
自動化によって、Windows 環境に複数のアダプタを簡単に
導入できるようになります。ドライバと管理アプリケーション
のインストールが 1 回になることで、何度もリブートする必要
がなくなるだけでなく、各コンポーネントが正しくインストー
ルされ、HBA をすぐに利用できる状況が保証されます。

· 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 HBA 
と UCNA の検出、モニタ、レポート、管理を一元化できま
す。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
適な接続を維持します。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
能を実行できます。インバンドおよびアウトオブバンド管理機
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
軟性が提供されます。

· 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可能に
します。

http://www.emulex.com



