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ミッション クリティカルなワークロードに最適な
最新のソフトウェア デファインド プラットフォーム
Dell PowerFlex SDI（ソフトウェア デファインド インフラストラクチャ）プラットフォームは、ソフトウェアのパワーを活用して変化に適応できると同時に、
ミッション クリティカルなワークロードに対して一貫して予測可能な結果を達成できます。PowerFlexは、インフラストラクチャーの総合管理をシンプルに
しながら、極めて自由度の高い拡張性と直線的に向上する卓越したパフォーマンスを提供します。ミッション クリティカルなアプリケーションをモダナイズし、
異種のワークロードを統合、機敏なプライベート クラウドおよびハイブリッド クラウドを構築する上で理想的な基盤となります。

管理コストの削減96%

展開にかかる時間の短縮82%

初期購入コストの削減50%

同じシステム内での仮想ノードおよびベアメタル
（物理ノード）混在に対応し、Oracle OLTP
サーバなどをベアメタルで実行することで、物理的
に仮想環境と分離する事が可能

さまざまなハイパーバイザーと
オペレーティング システムをサポート

VMware vSphere およびRed Hat
Virtualizationを完全にサポート

●

●

●

大規模なI/O並列処理により、
パフォーマンスボトルネックを排除

ノード数に比例してIOPSがリニアに
向上（4 ～最大1,024ノード）

自動的なパフォーマンスの最適化

99.9999%のミッション クリティカルな可用性

アプリケーションやユーザーへの影響を最小限
に抑えながら、リビルドとリバランスをバック
グラウンドで実行

●
 

●
 

●

●

●

従来のSANの課題である運用コスト、
スケーリングの難しさを排除

アプリケーション、運用要件、ビジネス要件に
応じてシステムをフレキシブルに拡張

既存の外部コンピューティングに対しても
ボリュームを提供

iSCSI ボトルネックはなし

異なる構成のノード混在が可能

●

●

●

●

●

ノード/VMクラスター間のリソースの自動バランス
動的に自動リバランス->ノードまたはディスクの追加/削除を行うと、
システムが自動的にデータを移行および再配置
リソースに障害が発生した場合の自動再構築
追加と削除を同時に処理

●
●

●
●

ノードの追加によるスケールアウト
スケーリングによって容量とパフォーマンスの両方が向上
スケーリングによるほぼ直線的な予測可能な性能向上

●
●
●

 マルチハイパーバイザー /
ベアメタル対応

高性能データベース
高負荷アプリケーション

サーバSAN
2階層アーキテクチャ

PowerFlex スケールアウト アーキテクチャ

バランスバランス バランス

PowerFlexソフトウェア デファインド インフラストラクチャーは、さまざまな
ノード セット間でリソースを統合することにより、高いI/Oと高速なスルー
プットの両方を必要とするワークロードに優れたパフォーマンスを実現します。
わずか数台のPowerFlexノードで、実際のワークロードにおいてサブミリ
秒のレイテンシーで数百万のIOPSを可能にします。さらに、パフォーマンス 

プロファイルの異なるストレージ メディアを柔軟に組み合わせ、シンプルかつ
優れたワークロード分離機能を併用することで、あらゆる負荷条件でも
複雑さを増すことなく確実にSLAを満たすパフォーマンスを実現します。

PowerFlexのスケールアウト アーキテクチャーにより、比類ないスケールと
パフォーマンスが実現します。システムが成長するにつれ、集約された
リソースは、すべてのスケールでほぼ直線的にパフォーマンスを向上させて
いることがわかります。 
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（2021年3月15日-16日にPowerFlexパフォーマンス エンジニアリング グループにより実施されたテスト結果に基づく）



データセンターにSDIのパワーをもたらすPowerFlex

統合されたデータ保護とビジネス継続性 

PowerFlex Manager - 統合管理および自動化ソリューション

保証

洞察

簡素化

HDD、SDD、オールフラッシュを含む
各サーバか らローカルストレージを
抽象化

すべてのストレージ  リ ソースを
プール化し、リソースを取り残さ
ない

各アプリケーションのニーズに基づいて
リソースを自動的に割り当て、バランス
を取る

抽象化 プール化 自動化

予めテスト検証したファームウェア、ドライバ、BIOSのモニタ
リングとアップデートの実行

インフラストラクチャとワークロードのテンプレート ベースでの
プロビジョニング

多様で異機種混在の ITリソースのライフサイクル管理を
合理化および自動化

ハードウェアとサービスの監視、アラート、および正常性状態
を確認

変化するビジネス・ニーズに迅速に対応

レプリケーションによる、よりシンプルな統合保護
（AppSync）と事業継続（SRA for VMware SRM）

拡張可能なレプリケーションとVMware SIte Recovey 

Manager（SRM）のサポート、AppSyncによる統合
コピーデータ管理、FIPS-140-2準拠により、セキュリティ、
コンプライアンス、データ保護を強力にサポートします。
PowerFlexネイティブ非同期レプリケーションを使用して、
PowerFlex SRAでのVMware SRMをサポートする
ことにより、お客様はシンプルに災害プランを作成、テスト、
実行できます。
PowerFlexレプリケーションを使用すると、現在、わずか
15秒のRPOが可能です。

●

●

●

●

●

アレイベースの 
レプリケーション

PowerFlex 
非同期レプリケーション

VMware vSphere

SRM VM 
リカバリー計画
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ソフトウェア
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お問い合わせ窓口

0120-413-021　営業時間︓平日9:00～17:00（土日・祝・年末年始休み）
0120-912-610　営業時間︓平日9:00～17:00（土日・祝休み）

〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2 番1号 
Otemachi One タワー（受付17階）　Dell.co.jp

デル・テクノロジーズ株式会社

● 製品の購入には弊社の販売条件が適用されます。  ● 製品写真の大きさは同比率ではありません。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。  ● 機成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
● システム構成により、提供に制限がある場合もございます。  ● デル・テクノロジーズが提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国Dell Technologies Inc.又はその関連会社の商標又は登録商標です。  ● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。● 製品の実際の色は、
印刷の関係で異なる場合があります。  ● 仕様は2022年9月現在のものであり、記載されている内容、外観（モニタ含む）及び仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。
Copyright©2022 デル・テクノロジーズ株式会社、その関連会社。All Rights Reserved.

PowerFlex ファミリー
PowerFlexソフトウェア
x86ノードとTCP/IPネットワークを用いてスケールアウト型のストレージ インフラを実現する
ソフトウェア デファインド ストレージ サービス

PowerFlex ラック 
ネットワークが統合された
フルエンジニアリングシステム
タイムトゥバリューの向上

PowerFlex Manager 
PowerFlex のインフラ全体に対する包括的な LCM および IT 運用管理

PowerFlexアプライアンス 
高性能なインフラと柔軟なネットワーク接続性
小さくスタートし、 将来的に大きくスケール

PowerFlex Custom Node
DIY のネットワーキングと管理
性能と規模はそのままに、 柔軟性を実現


