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自社で責任を持ってASIC設計、ファームウェア開発、製品設計・製造を一貫して管理し、
安定した高品質・高信頼の製品をご提供しております。

15年にわたり産業界で認められた実績と信頼、
技術開発力を元に、「高品質」・「安定供給」を維持し、
ストレージ・ビジョン製品は進化し続けます。

開発・設計

産業用機器への組込み部品はライフサイクルが大きな課題です。
ストレージ・ビジョンのOEM製品は、民生用のPC部品では実現できない長期間の供給と
生産終了後の保守部品の確保を行っております。

長期安定供給

産業用コンピュータ、各種製造装置・制御装置、金融端末、複合機、POS端末、通信機器など、
長期安定供給と長期保守が要求される用途に多数採用されています。

豊富な納入実績

他社のミラーカード

HDD Read/Write

Mirroring Driver Software

起動用BIOS

PCI

HDD Read/Write → ATA

ホストからは従来の１台のハードディスクとのアクセスと同じ処理。すべ
てのミラーリング処理はミラーカードが担当するので、ホストに特別な負
荷は与えません。最適化されたファームウエアと専用ASICの高速処理は
高い信頼性を生みます。

点線部分をすべてホストCPUが担当するので負荷がかかり、信頼性はOSに
依存します。OSのバージョンアップや変更の際には、新たに動作評価・検証
が必要になります。

通常モード

データ

バックグランド・リトライとバックグランド・データ再構築
■HDD障害時でもデータ保持
■障害HDDを交換するだけで、データを再構築
■コントローラによるバックグランドでの実行により、再構築中もホストへの負担無し
■ホットスワップ対応モデルでは、HDD交換中でも運転継続（ホットスワップ非対応モデルでも、システム停止はHDD交換作業中のみ）

通
常
モ
ー
ド
に
復
帰

データ

HDDに障害発生
の疑い

データ

障害の疑いのあるHDDへの
アクセスを停止。データはもう
一方のHDDに読み書き。シス
テムの維持稼動を優先します。

データ

HDDに障害確定

HDD障害確定の際は、
HDDを交換

データ

バックグランド・リトライにより、
障害の疑いのあるHDDの復旧
を試みます。

バックグランドデータ再構築

データ
HDDが交換されると、自動的
にホストからのコマンドを優先
しながら、交換されたHDDへバ
ックグランドでデータ再構築

STR-Vのミラーカード



SVRC-U Series

Serial-ATA HDDを2台接続することによりミラードライブを構成
お客様が調達した HDD をハードウェアレベルでミラーリング
ホスト・インターフェースはSATAおよびPATAに対応

SVRC-U300PS
SVRC-U150SA
• 完全なハードウェアミラーリング
• 中継基板*2を使用することにより、ホットスワップを実現
• ステータス通知機能
• ソフトウェアによる監視機能
• 5V電源動作
• RoHS指令に対応

■ATAインターフェース採用による完全なハードウェアミラーリング
　• OSに依存せずデバイスドライバーが不要 • インストール作業はHDDと全く同じ（ホスト・コンピュータからは1台のディスクとして認識）
    • 障害の切り分けが簡単
■専用ミラーリング・コントローラ搭載によりシステム側のオーバーヘッド無し
■メンテナンス性を高める各種機能（バックグラウンド自動再構築機能、ミラードライブ・ステータス・インジケータ、パワー・オン時の自己診断機能）を搭載
■抜群の保守性
　• 万一の障害でも、障害を起こしたドライブを交換するだけ　• データ再構築も自動　• 再構築中でもホストからのアクセスを最優先
■ミラードライブは長時間稼働保証2.5型HDDを搭載
■製品・保守部品の長期供給が可能
■自社開発によるサポート体制
　• ASIC、ファームウェア、カード、メカ 全て自社開発　• 開発エンジニアによるカスタマイズを含めたOEMサポート体制
■品質の厳しい国内産業界での実績

【ミラー製品の特長】

SVHP-SA*2（中継基板）

*1 ： Ultra DMA 100, 66 動作時は 80 芯ケーブルの使用は必須。またそれ以外のモードでの動作時も80 芯ケーブルを推奨。
*2 ： オプション　

SVRC-U150SA

SVRC-U300PS

新開発したコントローラにより大幅なパフォーマンスアップを実現
新たにPCI Express/PCIタイプを開発（ロープロファイルにも対応）
セキュリティモードをはじめとする機能拡張

SVRC-A300SA
SVRC-A300EX/SVRC-A300PCI
• 完全なハードウェアミラーリング
• HDDチェック機能の強化
• 接続のみでシングルドライブのミラー化が可能
• 再構築処理の効率化
• ホットスワップ対応
• HDDのSMART情報取得可能
• ソフトウェアによる監視機能
• ステータス通知機能
• RoHS指令に対応

動作環境

SVRC-A300SA

SVRC-A300EX
SVRC-A300PCI

SVRC-A Series

ハードウェアミラーカード

SVRC-A300SA
SVRC-A300EX（PCI Express）
SVRC-A300PCI（PCI）

動作時

非動作時

動作時

非動作時

温 度

湿 度

 

1（ミラーリング）

接続するドライブの容量による

1MB

 

＋5VDC（＋4.75V～＋5.25V）

型番

RAIDレベル

記憶容量（ミラーリング時）

キャッシュ容量

ホスト・インターフェース

ドライブ・インターフェース

最大データ転送速度（理論値）

接続ドライブ数

電圧

電流

 

   Serial-ATA*1 

   Serial-ATA*1 

3.0Gbps 

2 

0.8A（typ.）

W98.2 × D96.0 × H14.2（mm）
W121.1 × D178.4 × H21.6（mm）
 W79.2 × D178.8× H23.1（mm）*2

*1：3.0Gbpsと1.5Gbpsを選択可能　
*2：ロープロファイルにも対応可能

ロープロファイル型番：SVRC-A300EXL （PCI Express）
　　　　　　　　　      SVRC-A300PCIL（PCI）

＋5～＋55℃

－40～＋65℃  

8～90％RH（結露なきこと）

5～95％RH（結露なきこと）

寸法

質量 約40g
  約52g *2
約60g

型番 
RAIDレベル

記憶容量（ミラーリング時）

キャッシュ容量

ホスト・インターフェース

ドライブ・インターフェース

最大データ転送速度（理論値）

接続ドライブ数 

電圧

電流

寸法

質量

  

 

 

 

 

1（ミラーリング）

接続するドライブの容量による（最大2TB）

1MB

 

2 

＋5VDC（＋4.75V～＋5.25V）

＋5～＋55℃

－40～＋65℃  

8～90％RH（結露なきこと）

5～95％RH（結露なきこと）

SVRC-U150SA SVRC-U300PS

動作時

非動作時

動作時

非動作時

温 度

湿 度

動作環境

Serial-ATA IDE Ultra DMA*1

100MB/sec

Serial-ATA

1.5Gbps

0.8A（typ.）
W98.2 × D96.0×H14.2（mm）

約50g



• ホットスワップ対応 ⇒長時間での連続運転可能
• 容量：160GB
• ホスト・インターフェース：Serial-ATA（3.0Gbps）
• RoHS指令に対応

3.5型／5.25型オープン・ドライブ・ベイ（ハーフハイト）に搭載可能
Serial-ATA (3.0Gbps) 2.5型HDD2台でミラーリング
ホスト・インターフェースはSATA（3.0Gbps）に対応

SVRB-U Series

ミラードライブ

*1 ： ハードディスク上面中央部において、60 ℃以下の表面温度に維持できるよう、ホストシステムとして充分な換気がされていることを条件とします。
*2 ： エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。）で定める
       測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

SVRB-U160SA2-B

SVRB-U160SA2

温 度

湿 度

動作時

非動作時
動作時

非動作時
質量 3.5型オープンドライブベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ

3.5型オープンドライブベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ

寸法

3.5型オープンドライブベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ
型番

エネルギー消費効率*2

SVRB-U160SA2

SVRB-U160SA2-B

160GB

0.04W/GB

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

 　　　　　　　　　　　　　　　　

記憶容量（ミラーリング時）  

RAIDレベル   1（ミラーリング） 

ホスト・インターフェース  Serial-ATA

最大データ転送速度（理論値）  3.0Gbps

キャッシュ容量    1MB

電圧 　　　　　　　　　　　　　　　　＋5VDC（＋4.85V～＋5.25V ）

電流                      アイドル時約1.5A（起動時最大2.3Ａ）  

動作環境

       ＋5～＋45℃*1

    －40～＋65℃

   8～90％RH（結露なきこと） 

  5～95％RH（結露なきこと）

 　　　　　　　　　　　　　　　　 約700g

    約900g 

 　　　　　　　　　　　　　　　　W101.6 × D146.8 × H40.0 （mm）

 　　　　　　　　　　　　　　　　W146.0 × D147.8 × H43.0 （mm）  
    

160GB

SVRE-U Series 

3.5型HDDドライブとの比較
（3.5型HDDベイタイプ）

SVRE-U320SA1

SVRE-U320SA1-B

• ホットスワップ対応 ⇒長時間での連続運転可能
• 3.5型 HDDフォームファクター（1インチハイト）
 ⇒簡単に置き換え可能。省スペース型PCでも搭載可

• 容量：320GB・80GB
• ホスト・インターフェース： Serial-ATAおよびUDMA100
• RoHS指令に対応

3.5型HDDフォームファクターでホットスワップを実現
320GBの大容量モデルを開発
SATAインターフェースは全て3.0Gbpsに対応
Serial-ATA2.5型HDD搭載
ホスト・インターフェースはSATAおよびPATAに対応

 　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　

記憶容量（ミラーリング時）

RAIDレベル

ホスト・インターフェース

最大データ転送速度（理論値） 

キャッシュ容量

電圧 　　　　　　　　　　　　　　　

電流                     

動作環境

 

  

  

 

 　　　　　　　　　　　　

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　 

320GB

1（ミラーリング）

1MB

＋5VDC（＋4.85 V～＋5.25V）

アイドル時約1.3A（起動時最大2.3Ａ）  

＋5～＋45℃*2

 －40～＋65℃     

8～90％RH（結露なきこと）

5～95％RH（結露なきこと）

約540g

約740g

0.02W/GB 

SVRE-U320SA1

SVRE-U320SA1-B

Serial-ATA

3.0Gbps

W101.6 × D144.5 × H25.4 （mm）

W146.0 × D144.5 × H43.0 （mm）

温 度
動作時

非動作時

湿度
動作時

非動作時

質量
3.5型HDDベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ

3.5型HDDベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ
寸法

エネルギー消費効率*3

3.5型HDDベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ
型番

*1 ： Ultra DMA 100, 66 動作時は 80 芯ケーブルの使用は必須。またそれ以外のモードでの動作時も80 芯ケーブルを推奨。
*2 ： ハードディスク上面中央部において、60 ℃以下の表面温度に維持できるよう、ホストシステムとして充分な換気がされていることを条件とします。
*3 ： エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。）で定める
       測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

SVRE-U320A1

SVRE-U320A1-B

IDE Ultra DMA*1

100MB/sec

W101.6 × D146.8 × H25.4 （mm）

W146.0 × D146.8 × H43.0 （mm）

 　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　

記憶容量（ミラーリング時）

RAIDレベル

ホスト・インターフェース

最大データ転送速度（理論値） 

キャッシュ容量

電圧 　　　　　　　　　　　　　　　

電流                     

動作環境

 

  

  

 

 　　　　　　　　　　　　

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　 

80GB

1（ミラーリング）

1MB

＋5VDC（＋4.85 V～＋5.25V）

アイドル時約1.1A（起動時最大2.2Ａ）  

＋5～＋45℃*2

 －40～＋65℃     

8～90％RH（結露なきこと）

5～95％RH（結露なきこと）

約540g

約740g

0.07W/GB 

SVRE-U080SA

SVRE-U080SA-B

Serial-ATA

3.0Gbps

W101.6 × D144.5 × H25.4 （mm）

W146.0 × D144.5 × H43.0 （mm）

温 度
動作時

非動作時

湿度
動作時

非動作時

質量
3.5型HDDベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ

3.5型HDDベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ
寸法

エネルギー消費効率*3

3.5型HDDベイタイプ

5.25型オープンドライブベイタイプ
型番

*1 ： Ultra DMA 100, 66 動作時は 80 芯ケーブルの使用は必須。またそれ以外のモードでの動作時も80 芯ケーブルを推奨。
*2 ： ハードディスク上面中央部において、60 ℃以下の表面温度に維持できるよう、ホストシステムとして充分な換気がされていることを条件とします。
*3 ： エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。）で定める
       測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

SVRE-U080A

SVRE-U080A-B

IDE Ultra DMA*1

100MB/sec

W101.6 × D146.8 × H25.4 （mm）

W146.0 × D146.8 × H43.0 （mm）

80GB

新製品

320GB
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