Tandberg Data

News Letter
LTO-8メディア販売再開！
1年間ほど生産が停止していたLTO-8のメディアがついに販売再開いたしました。
12TB（圧縮時:30TB）もの容量を誇るLTO-8のメディアは、手に入れたくても入らないとい
う状況が続いておりましたが、この10月ついに生産、販売が再開され、流通量も徐々に増加
してまいりました。今回はそんなLTO-8メディアの最大の特徴であるその容量について改め
てご紹介していきます。
世代を追うごとに容量が増えていくLTOメディアですが、日頃IT業界にお勤めの皆様は、
ある意味でデータ量に対する感覚が麻痺してはいませんか？そこで、ここではLTO-8のその
容量について様々なものと比較してみます。
冒頭でお伝えしました通り、LTOメディアとして8世代目となり、容量は12TB（圧縮
時:30TB）となりました。12TBといいますとHDCAM(124分)換算で94本分、50GBのBlurayディスクで240枚分*となります。
また、160分間の4K映像データ、67分間の8K映像データを保存できる事となります* 。一説
によりますと人間の瞳が感知できる色彩の情報量は8Kが限界だそうですから、あなたが目に
する約1時間分の光景をそのまま1本のLTO-8メディアに保存できる事になります。
音楽で例えますと約20万曲でようやく1TBですので、12TBで約240万曲、全ての曲を聴き終
えるのになんと18年以上を要する計算となります。
文庫本ですと12TBで12万冊ほど。生まれた日から100歳まで毎日1冊読んだとしてもその3分
の1程度ですから驚きです。しかしながらビジネス環境では、大容量のメディアが次々に消費
されていきますから、さらに驚愕ですね。いかがでしょうか。LTO-8メディアの容量を少し
でも身近に感じていただけましたら幸いです。
* 参考：JEITAテープストレージ専門委員会「InterBEE2018展示パネル」

*1: 8K Dual Greenビットレート24Gbpsとして換算
*2: 4K 60p 10bit ビットレート10Gbpsとして換算

*3: 8K H.265/HEVC ビットレート140Mbpsとして換算
*4: 4K H.265/HEVC ビットレート35Mbpsとして換算

SEH社≪myUTN-2500≫との動作検証を完了しました！

SEH Technology社の高性能USBデバイスサーバ「myUTN-2500」にTandberg DataのリムーバブルディスクカートリッジシステムRDX
QuikStorを接続し、PC・サーバからネットワーク経由でRDXドライブの接続・認識およびデータの書き込み・読み込みが正常に可能なこ
とを確認しました。
USBデバイスをネットワーク上のどのクライアントからも接続して利用することを可能にするmy-UTN2500は、例えば海外拠点との間で
データをやり取りする際にも、一度クラウドにアップロードする必要なども無く、P2P（ピアツーピア）ライクにボリュームごとアクセス
させることが可能です。遠隔拠点からは、ローカルのデバイスと同じようにフォルダを探り、必要なファイルだけ取得することが可能です。
検証レポートは以下のリンクから入手可能です。
https://www.tandbergdata.com/jp/assets/File/JP/SEH-USB_RDX%20QuikStor_evaluation.pdf
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SEH Technology社「myUTN-2500」について
SEH Technology社の「myUTN-2500」は、ネットワーク非対応の USB デバイス( ハードディスク、プリンター、USBメモリなど) が
ネットワーク上で利用できるようになる高性能USBデバイスサーバです。USB3.0（SuperSpeed）のUSBポートを３つ備え、高度なセ
キュリティ機能も有しており、各USBポートをセキュリティキー（パスワード）でアクセス制限することや、ネットワークのセキュリ
ティプロトコルを使用してmyUTN-2500自体へのアクセスを制御することができるビジネスレベルの機能を数多く備えています。
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イベント報告 –
■Inter BEE 2019■

この場をお借りしてご協力いただいたパートナー各社様、
ご来場いただいたお客様に深く感謝申し上げます。

来場者数：40,375名（3日間）

会期：2019年11月13日（水）～11月15日（金）

会場：幕張メッセ

今年も11月中旬に3日間に渡って開催されたInter BEE 2019は、昨年に引き続き3日間トータルで
40,000名を超える来場者を集め、幕張メッセの1ホール～8ホールをすべて使って盛大に開催されました。
4K/8K放送開始から1年近くが経過した中で、放送/映像に関する様々な展示が行われましたが、タンベル
グデータはパートナー様にご協力いただき、以下のブースでLTO/RDXの製品展示を行いました。

・シナジー社・・・RDX内蔵QNAP NAS+LTO外付けドライブによるRDX/LTOへのNASデータバックアップ
・SEH社・・・USBデバイスサーバーによるRDX外付けドライブのネットワーク接続
放送/映像業界関連の方々をはじめとするご来場者へ、RDX/LTOの新たな可能性を示していただきました。

■日経xTECH EXPO 2019（エンタープライズICT2019）■
会期： 2019年10月9日（水）～2019年10月11日（金）
会場： 東京ビッグサイト

様々な観点からIT製品/サービスの技術/製品展示が行われた日経xTECH EXPO 2019。その中で弊社パー
トナーであるエスエーティ社はエンタープライズICT2019に出展され、得意とされる製品延命保守サービ
スとともに、データバックアップ/アーカイブ製品としてRDX QuikStation8ならびにNEOs T24 LTOラ
イブラリーを展示/案内していただきました。

■台東区産業フェア2019■
会期： 2019年10月31日（木）～2019年11月1日（金）
会場： 東京都立産業貿易センター台東館

台東区産業フェアは、地元企業による地域ユーザーのための様々な分野に渡る製品/サービス紹介の場です。
今回、弊社パートナーであるアーク・システムマネジメント社が新規にリリースを行った監視カメラシステ
ムの映像データをLTFSフォーマットでLTOへ長期保存するソリューション展示において、弊社LTO-8ドライ
ブを展示いただきました。

Message From CEO

NEOxl40

– バックアップ・アーカイブを簡単に！

NEOxl40は拡張可能なデザインの3U 32スロットのテープライブラリー製
品で、容量や性能の要求事項に合わせてスロットやドライブを拡張可能で
We have had the privilege of being a trusted
partner to you and our customers in over 90 す。NEOxl40はタッチスクリーンやWEBマネジメントを通して便利で簡単
countries with over 5 million systems shipped. な設置・設定及び運用が可能で、データをより早く簡単に保護することが
Serving companies from global enterprises to できます。NEOxl40は急増している容量に対応可能な装置が必要なお客様、
small and medium business, we are excited to
embark on our 40th year in operations with you. 容量がより大きいコンパクトなライブラリが必要なお客様、経済的な大容
量ストレージが必要なお客様など、SMEの顧客環境で理想的かつ費用効率
I am very proud of our heritage and enthusiastic about the future ahead. Our success could not have been 的なソリューションです。
Eric E. Kelly
Chairman & CEO of Overland-Tandberg Group

accomplished without our loyal partners…thank you!
We have established a clear vision going forward of “Setting a
new standard of customer centric excellence through Global
Intellect and Inclusiveness”. Global Intellect-means everything
we do considers the unique elements of business practices,
cultural and regional expectations around the globe and is
inextricably linked to our corporate ethos. Inclusivenessmeans we broaden our lens and collaborative framework to
include customers, technology and business partners around
the world to ensure we continue to provide innovative
solutions that address current requirements and anticipate
future challenges. Together,we will continue to provide unique
value propositions and innovative results to our customers!

Ebisu Lunch Spot
オセアニア料理「South」
ランチ ¥2,800～
恵比寿ガーデンプレイスタワー39階からの眺めととも
に贅沢なランチをたまには楽しんでみたい、という方
にご案内するのは、カンガルーのお肉を食べられる
Southです。メインは魚介とお肉を1種ずつ選ぶスタイ
ルで、カンガルーのお肉は、鹿肉のように柔らかくて
臭みの無いお肉でした。なかなかのお値段ですが、
サービス・味ともにご満足いただけ
るかと思います。前菜も美味しかっ
たのでお写真を2枚。
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スペック
スロット数 (1モジュール)
スロット数 (最大)
ドライブ数 (1モジュール)
ドライブ数 (最大)
メールスロット (1モジュール)
MSBF

32
272
3
21
5
2,000,000

リモート管理
拡張電源（オプション）
スタンダードラック対応

〇
〇
〇

Monthly Column
季節を感じるのはなんとも贅沢なことです。週末は実家のある山形県庄内地方
におりました。飛来した白鳥が美しいＶ字隊列を組んで飛ぶ姿や、田んぼで食
事しているのをみて、冬の到来に気付かされました。白鳥はよく見ると目つき
が鋭くてあまりかわいくないのですが、遠目で眺める姿はとても優雅。シベリ
アでこの春に生まれた灰色がかった毛色の若手も見かけました。
そして季節を楽しむ旬の食材。京野菜や加賀野菜のように有名な伝統野菜では
ないですが、地元の冬の郷土野菜を紹介します。まずは「平田赤ネギ」。赤紫
色の長ネギで、火を通すと驚く甘さです。生は辛い！生の赤ネギで作るネギ味
噌は抜群のパンチでふろふき大根にぴったり。また、「ずいき芋」は芋煮汁や
おでんに欠かせない食材です。里芋が大きくなったような体裁で、なめらか・
ねっとり食感。茎の部分は干すと保
存食「からとり」になり、戻して煮
物やすりつぶした納豆と味噌を合わ
せた納豆汁に入れます。小さい頃は
しょっちゅう祖母に納豆をつぶす
ミッションを与えられ、祖母の隣で
相撲を見ながらすりこぎ棒で腕力を
鍛えたものでした。（結城）
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