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1 : 出  : IDC Quarterly Server Tracker, 2021Q1 Share by 
Company, Product Category: x86

※IDCでは世 のサーバーにおけるベン ー出. シェアの が1%未満の
場合、ベン ーランキングではタイ（同位）として扱います。

サステナビリテ の 進を した製品 くり
SDGs : Sustainable Development Goals（持続可能な 発 標）

世 シェアNo.1 x86サーバー*1、PowerEdge
日本でもユーザー が 中

国内x86サーバー
デル・テクノロジーズのシ 5 2 に*1

5G の 本の社 インフラを支える、
PowerEdgeサーバー PowerEdgeベースのHCI

国内x86サーバー年 シェア 2015年-2020年*1

（$M USD）

PowerEdgeサーバー、ならびにPowerEdgeサーバーをハードウェアエンジンとするハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）は、国内の社
インフラを支える くのお客様のシステムに 用されています。2020年に された 2つの キャリア様のシステムはい れも、日本の5G時代を
う 要な 世代システムでのご 用 と言えます。

デル・テクノロジーズは、社 的 に関する様々な での2030年に けた 標を、2030 Moonshot Goal として し、 標の
進行状況を して共有しています。サステナビリテ を 進するた の 標には、 を みます。

本の を支える スー ーコン ューター ても
PowerEdgeサーバーは日本のスーパーコン ューターも支えています。2020年には、 大 様、 して 大 理 様
のスーパーコン ューターに いでご 用いただきました。 れ れ、国内 の および理 理 の高度な大 を
支えています。

PowerEdgeサーバーご 用 PowerEdgeベースのHCI VxRail ご 用

AMD EPYC™ プロセッサー搭載モデルご 用 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載モデルご 用

ソフトバンク 社 様 社NTTドコモ 様

 様 理  様

報リリース ソフトバンク デル・テクノロジーズ
イ ム のソリューションを 5Gの

を

報リリース のスー ーコン ュータ
システム「Ohtaka」を
理 能 6.9 タフロップス、

お客様 5G を え クラ ド を 
VMware Cloud Foundation on VxRail

オ ーションの「 ロタッ 」 を

• PowerEdge C6525 ×1,680 （AMD EPYC 7702 ×2 搭載）
• In�niBand HDR100

報リリース 理 理 電 システムをリプ ース  
スー ーコン ューター システム「Yukawa-21」に、デル・テクノ

ロジーズのサーバー システム を 、 3.8
の 能 を
• PowerEdge R840 ×135  （インテル Xeon Platinum 8280×4 搭載）
• 400Gb Ethernet

2030 に 標  2030 Moonshot Goal 可能 の

の 可能 を る めの

製品およ の

 2030年までに、お客様が するすべての製品について、 の製品を 利用またはリサイクルします。

 2030年までに、 100%をリサイクル または 生可能な から するようにします。

 2030年までに、製品内 の がリサイクルまたは 利用可能な から られるようにします。

サプライ ー め 、 60%の ス

 資 サプライ ーと し、2030年までに、 に いた ス 出 の 標である、 あたり60%の
    を します。

 2020年時点で、サプライチェーンの ス（GHG） 出 の 標をサプライ ーと 定 みです。

コンポーネントの標準 ・ リサイクルプラス ック の

 シャーシ、ラックレール、ベ ル を標準化・共有してプロトタイプの
    度やツール の を しています。

 の共 化、リサイクル可能 、最 の 使用により、
    発生する やプラステ ック有害 を大 に しています。

 サーバー製品では、 プラチック部 の30%はすでにリサイクル
    製 を使用しています。

冷却 に れ 製品設

 「マル ベクタークーリング  2 .0」によるサーバー内発 の と
    の により、システムを するた の電 の を
    、 出CO2の に

ス の

 2030年までに、スコープ1とスコープ2の ス
     出 を50% します。

 2020年度時点で、スコープ1と2のGHG 出 を29万
    8,500トン しました。

製品の ネル ー の

 製品ポートフ リオ全 のエネル ー 度*1 を8 0%

    します。（2012年度 2020年度）

50%

80%

60%

30%

2.0

※ 1. GDPあたりのエネル ー 。
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最新テクノロジーと なセキュリテ 、
して運用の自 化でDXをご支援

最新世代 PowerEdge サーバー
17機 が

コン ュートインフラ

プロ クテ  ジリ ンス

3 AMD EPYC™ プロセッサー | 3 インテル® Xeon® スケーラ ル・プロセッサー搭載

プテ  コン ュート

プテ
コン ュート

コン ュートインフラ

プロ クテ
ジリ ンス

クラ ドの ITを   ら る のいかなるワークロードにも な ジネス を

AI/ ワークロードに

テクノロジーのタイムリーな によ 、 可能 高い をも ら ジネス を

・ の高いテクノロジー を 、ワークロード の モデルを

 3 AMD EPYC™ プロセッサー搭載の1ソケットサーバー「PowerEdge R6515」がHadoopビッグデータの 理能 を
    最大60% *1

 3 インテル® Xeon® スケーラ ル・プロセッサー搭載の2ソケットサーバー「PowerEdge R750」が線型 程 の大
    パフ ーマンスを最大43% *2

 PCIe Gen4 NVMe ード RAID対応の「PERC H755N」を搭載した「PowerEdge R650」のRAIDパフ ーマンスは、
IOPSと 域 が前世代システムの最大15 *3

60%

43%

15

※1. TPCx-HSでの最 の （TPCx-HS ージ、17ノード3TB で21.52HSph）（2021年3 ）および当社がTPCに提出し同 に認 されたスコア（34.52HSph）に く。

※2. デル・テクノロジーズ社内 （2021年3 ）に く。 R750 の最高パフ ーマンスを、前世代 R740 の最高パフ ーマンスを最大 で

※3. Principled Technologies, Inc.による データ（2021年3 ）に く。（フルデータと は http://facts.pt/jkgws2s）

※4. 2021年7 出 予定

PowerEdge XE8545（NVLlink専用4Uサーバー）
 奥行寸法 810mm
 NVIDIA A100の500W を 自にサポート

PowerEdge R750xa（PCIe GPUサポート）
4 の ブルワイドGPUを標準 2Uサーバーで

ッジ に
PowerEdge XR11（1U）/ XR12（2U）*4

 奥行寸法400mmレベルのショート・デプスサーバー
 高 ・ や な な に最適な高 サーバー
 リバースラッ ング、リバース フローに対応
 GPUもサポート

GPU 冷 い 気 冷却

iDRAC

PowerEdgeサーバー

Dell Technologies Secured Component Veri�cation

OpenManage Enterprise

NIST 準に 準拠 「サイバー ジリ ント ー テク 」

さらに・・・ の製品 ない を され デジタル る 能も

な
能

iDRAC / OpenManage Enterprise（OME）

 OSにも対応、iDRAC ロタッチプロビジョニング
 スクリプトによるポリシーベースの自 化を可能にする、

   なAPIサポート
 AIOpsの に最適なiDRACテレメトリー配
 Ansibleユーザーにはモジュールを 提供
 自 報アプリ、アップデート・レポジトリ管理ツール、

   電 管理ソフトをOMEにプラグイン み
 PowerManagerでは 度をトリ ーとする電 や

   エアフローの自 調 が可能

 UEFIセキュア ブート
 りの 新用ファームウェア
 システム ロック ウン
 サプライチェーン保

デル・テクノロジーズは、システムロック ウン機能を 的適用・解 できる 一のベン ーです*1。

 BIOSライブスキャン
 I ログとセキュアアラート
 ファームウェア
 
 ドリフトと の

 BIOSリカバリー、OSリカバリー
 Easy Restore
 への 速な対応
 システム

※1. 当社調べ。2020年10 時点の情報です。

テクニカルホワイトペーパー
PowerEdgeサーバーの
サイバージリ ント 
セ ュリテ

ホワイトペーパー
iDRAC9 システム
ロック ン

ホワイトペーパー
Dellサプライ ーン

ホワイトペーパー
サプライ ーンセ ュリテ
Secured
Component
Veri�cation
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PowerEdge サーバー 製品ラインナップ 

2ソケット

4ソケット

シャーシ

1ソケット

タワー モジュラーラック

PowerEdge

R240
PowerEdge

R6515

PowerEdge

R250

PowerEdge

R340

PowerEdge

R350

PowerEdge

R840
PowerEdge

R940
PowerEdge

R940xa

PowerEdge

T40
PowerEdge

T140

PowerEdge

T150
PowerEdge

T350

PowerEdge

T340

PowerEdge

T440
PowerEdge

T640

PowerEdge

T550

PowerEdge

MX740c

PowerEdge

MX750c

PowerEdge

FX2 シャーシ

PowerEdge

MX7000 シャーシ

PowerEdge

FC640

PowerEdge

MX840c

PowerEdge

R440

PowerEdge

R450

PowerEdge

R540

PowerEdge

R6525

PowerEdge

R740
PowerEdge

R640

PowerEdge

R650
PowerEdge

R740xd

PowerEdge

R750

PowerEdge

R750xa

PowerEdge

R7525

PowerEdge

R740xd2

PowerEdge

C6420

PowerEdge

C6520

PowerEdge

C6525

PowerEdge

XE2420

PowerEdge

XE8545

PowerEdge

XE7100

PowerEdge

XR2

PowerEdge

R7515

PowerEdge

R550

PowerEdge

R750xs

PowerEdge

R650xs

PowerEdge

XR11

PowerEdge

XR12



PowerEdge ラックサーバー
ラックマウント型サーバー

スモールオフ スから ッションクリテ ルな システム 、
な ンジをサポート るライン ップ ーズに応え

R940xa/R940/R840/R7525/R750xs/R750/R740xd2/R740xd/R6525/
R650xs/R650/R550/R540/R450/R440/R7515/R6515/C6525/C6520/
R340/R240/XE8545/ XE7100/ R750xa/C4140/XR12/XR11/XR2/XE2420

PowerEdge ラックサーバー製品 要

PowerEdge R940xa
プリケーションの フォーマンス を

GPUによりデータベースが高速化され、Real-timeアプリケーションによる 決定を

します。4つのCPUと4つのGPUを み合 ることにより、要 の しいアプリケーションにも

一貫したハイ パフ ーマンスを提供します。

4CPU
ソケット

モリ 15.36TB4Uフォーム
ファクター

PowerEdge R740xd
スト ージの フォーマンス 拡張 を

ストレージの拡張 とパフ ーマンスの最適なバランスを 。2ソケットの2Uプラットフ ームは

ソフトウェア デファインド ストレージやサービス プロバイ ーにとって理 的なプラットフ ームで

あり、 デスクトップ インフラストラクチャとしても最適。

2CPU
ソケット

モリ 3TB※2Uフォーム
ファクター

PowerEdge R7525
か てない の フォーマンス

なパフ ーマンスと な を する、適応 に れたラック サーバーです。

2CPU
ソケット

モリ 4TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge R6525
イ フォーマンスの高 コン ューテ ング に

高度な が可能なデュアルソケット 1U ラックサーバーであり、 高 度のコン ューテ ング

に適したバランスのとれたパフ ーマンスとイノベーションを し、 のワークロードや

アプリケーションに対応します。

2CPU
ソケット

モリ 4TB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R750
も 準 高いワークロードに対応 る めに され サーバー

最も要 準が高いワークロードに対して したパフ ーマンスを発 する、フル装 の

エンタープライズ サーバーです。

2CPU
ソケット

モリ 8TB2Uフォーム
ファクター

2CPU
ソケット

モリ 1TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge R940
ッション クリテ ルなワークロード にスケール ップ 力モデル

ミッション クリテ カルなアプリケーションを 行したり、リアルタイムの 決定を行えるように

。4つのソケットを搭載し、最大12台のNMVeドライブを搭載可能なR940は、 か

3Uで拡張 に れたパフ ーマンスを 。

4CPU
ソケット

モリ 15.36TB3Uフォーム
ファクター

PowerEdge R840
データ を 幅に

高 度な2Uの で4ソケットのパフ ーマンスを提供します。最大24台の イレクト 続

によるNVMeドライブを使用し、ビジネス クリテ カルなワークロードを高速に 理します。

4CPU
ソケット

モリ 15.36TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge R740xd2
ンタープライズクラスのコンテン サーバー

コン ュートとストレージを けレスポンス タイムを します。大 内蔵ストレージで

オンプレミスのデータを 全に保 可能です。

2CPU
ソケット

モリ 1TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge R750xs
スケール ト に され 2Uサイズの高 能サーバー

のインフラと同様の 置面 で最新のパフ ーマンスを提供するた に された、機能を

最適化したデュアルソケット、2Uのフルパフ ーマンス・エンタープライズ・サーバー。
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PowerEdge R650
クラス 高の フォーマンス、拡張 、

ワークロードのパフ ーマンスとデータ センターの 度を最適化するように されたフル機能の

エンタープライズサーバーです。

2CPU
ソケット

モリ 4TB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R6515
1U、シングルソケットサーバー デュ ルソケットサーバーの フォーマンスを

高 度のシングルソケットサーバーで、 ークパフ ーマンスと れたTCOを提供する1Uラック

サーバーです。

1CPU
ソケット

モリ 2TB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R350
ジネスの を

リモートオフ スやブランチオフ スでの生 やデータ集約型アプリケーション けに

された1U/1ソケットサーバーです。

1CPU
ソケット

モリ 128GB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R250
コン ュートをシンプルに

スモールビジネスやサービスプロバイ ー けにデザインされた1U/1ソケットサーバーです。

1CPU
ソケット

モリ 128GB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R7515
力な フォーマンス 拡張

拡張 があり、 したパフ ーマンスとTCOを提供するシングルソケットの2Uラック

サーバーです。

1CPU
ソケット

モリ 2TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge C6520
イ フォーマンス 2ソケットサーバーを4

ハイパフ ーマンス、ハイパースケールワークロードに最適なサーバー。2Uのフ ームファクターに

4つのノードを搭載することで、ユニットあたりの 度、拡張 、エネル ー の最大化が

可能。

CPU
ソケット

モリ 2TB2Uフォーム
ファクター

4 の
2ソケットサーバー

PowerEdge C6525
64コ 、PCIe Gen4対応の2ソケットサーバーを4

高 用 でも の 能と I/O 域 を1Uサーバーの4 のラック搭載 度で

ご提供。 モデルは コストも 。

CPU
ソケット

モリ 2TB2Uフォーム
ファクター

4 の
2ソケットサーバー

2CPU
ソケット

モリ 1TB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R650xs
スケール ト に され 1Uサイズの高 能サーバー

理 的な1U、2ソケットサーバーで、高 度なスケールアウトシステムにおいて、アプリケーションの

パフ ーマンスを さ るた の適切なサイズのパフ ーマンス、エンタープライズ機能および

スケーラビリテ を えています。

2CPU
ソケット

モリ 1TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge R550
バランスの れ の るサーバー

化用 でのデータセンター けに された、 用 の高い2U、2ソケットのプラット

フ ームです。

2CPU
ソケット

モリ 1TB1Uフォーム
ファクター

PowerEdge R450
え る の ーズに応える めの な拡張

度を最適化した1Uサイズの手 な2ソケットラックサーバーで最高のパフ ーマンスを 。
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PowerEdge XE8545
のないAIインフラストラク

最新の テクノロジーを最適化するよう された、2ソケット、4Uのシステムでコン ューター 

パフ ーマンスを 的に さ ます。最 の機 モデルの 発、トレーニング、 、

複 でハイパフ ーマンスなコン ューテ ング ワークロードの高速 理、 速な 化サービス

のホステ ングが可能です。

2CPU
ソケット

モリ 2TB4Uフォーム
ファクター

PowerEdge XE7100
データ インサイトを る めの の高 スト ージサーバー

標準ラックの 行きの5Uサーバーで最高のストレージ 度です。最大2つのデュアルソケット

ノードで、 した拡張 と 度を持ちます。

ノード
2

CPU
ソケット

モリ 2TB5Uフォーム
ファクター

PowerEdge R750xa
い高 GPUワークロードに対応 るよ 設 され 専 サーバー

いお客様のニーズに たってアクセラレーションパフ ーマンスを さ るた に

された専用サーバーです。

2CPU
ソケット

モリ 4TB2Uフォーム
ファクター

PowerEdge XR2
高の フォーマンスを る、 の高いラックサーバー

データセンターの でも するように されており、GPUの を えたスケーラブルな

システムアーキテクチャを 用しています。

2CPU
ソケット1Uフォーム

ファクター

PowerEdge XE2420
なコン ューテ ング に な ッジ サーバー

な でも なパフ ーマンスを発 するよう、特 に された、特 なエッジ

サーバーです。

2CPU
ソケット

モリ 1.5TB2Uフォーム
ファクター

2CPU
ソケット

モリ 1TB1Uフォーム
ファクター

1CPU
ソケット

モリ 1TB2Uフォーム
ファクター

ッジからマル クラ ド の も の いワークロード に のデータ センター の 、 の い プリケーションに 力な フォーマンス な を

エッジコン ューテ ング用 に最適なモデル複 な とストレージの が高いワークロードに最適

データセンターのような 調 が ない でも する高い と、 行き

400mmの でエッジ に最適化した2Uラックサーバーです。リバース・ラッキングと

リバース・エアフローにも対応しており、高い で 様なエッジ でのサーバー を

可能にします。

PowerEdge XR12
データセンターの も の フォーマンスを きるよ に設 され
専 サーバー

PowerEdge XR11
データセンターの も の フォーマンスを きるよ に設 され
専 サーバー

データセンターのような 調 が ない でも する高い と、 行き

400mmの でエッジ に最適化した1Uラックサーバーです。リバース・ラッキングと

リバース・エアフローにも対応しており、高い で 様なエッジ でのサーバー を

可能にします。

11 12
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MX7000

2ソケット及び4ソケットサーバースレッド

MX750c, MX840c
ストレージをデバイス で配

MX5016s

イーサネット & FC スイッチ

MX9116n Fabric Switching Engine
MX7116n Fabric Expander Module
MX5108n Ethernet Switch
MXG610s Fibre Channel Switch

コン ュート ストレージ

ネットワーキング

PowerEdge MX モジュラー型コンポーネント製品 要

シャーシ

7Uのモジュラー型エンクロージャー

スケーラブル
ネットワーキング

電源と

ストレージ
ネットワーキング

コン ュートスレッド

ストレージ
スレッド

電源と

シングルワイド  2ソケットサーバーのMX750cおよび ブルワイド  4ソケット
サーバーのMX840cが、インテル® Xeonスケーラブル プロセッサー ファミリー
をフルサポートして のないコン ュート を提供します。
MX750c は で 一、シングルワイド、2ソケットのモジュラー型サーバー
で、2.5インチNVMe、SAS、SATA ドライブを最大  6本までハウジング
テ アリングできます。 MX840c は、最大 8ドライブまでハウジング テ アリング
できます。

マルチシャーシ けの レイテンシ、高
域 のスイッチング モジュールです。
トポロジーのコンプライアンス適合自 確認、
QoS自 化、自 などの機能を提供
します。エンドツーエンドの 25GbpsEthernet
（GbE）と 32Gbpsファイバーチャネル ホスト
続を、 100GbEおよび32Gファイバーチャネル 

アップリンクとともに 装することで、スイッチング
レイテンシを最大 55% らすことができます。

複数のサーバー プロセッサー世代のサポート、
エンドツーエンドのライフサイクル管理を し、
全コンポーネントの統一インターフェイスで 的な
ハードウェア を提供することで、ビジネスの

に集中できます。
7Uシャーシにコン ュートとストレージの み
合 をサポートするベイのオプションが8つ
用 されています。

最大  16 本のホットプラグSAS HDDを搭載可能な イレクト 続  SAS 
ストレージスレッド。最大 7台の MX5016s スレッドがMX7000シャーシで
サポートされます（シャーシあたり最大でDAS（ 続ストレージ）を 112本）。
ドライブはデバイス でサーバーへ個 にマッ ングできるので、ユースケース
ごとに、 られる最適なストレージ を できます。

背面前面

Point

1

テクノロジーは製品 に り み み

Point

2

Point

3

ファブリックスイッチ背面 サーバーの背面
シャーシ内部で 続

Software-De�ned
Storage

Dense
Virtualization

Big Data
Data Analytics

Converged
Infrastructure

HCI

Microsoft SQL
ERP

Business
Applications

Database

Microsoft Exchange

1サーバー 1ワークロード
サーバー利用 <20%

サーバーで複数ワークロード
サーバー利用 <50%

リソース 配の最適化

Scalable Fabric

Fabric
Switching Engine

Fabric
Expander Module Fabric Expander Module

シャーシ2

シャーシ1

シャーシ10

い の10 の に 応 るモジュラー インフラストラク

スケーラ ル ファ リック ー テク  トポロジ

フレキシブルなアーキテクチャ

す やく手 なシステム管理

スイッ ング の 行 スイッ ング な
OS な

イテンシ

PowerEdge MX
PowerEdge MX 、ソフト  デファンド データセンター に設 され 全 いコン ュート・スト ージ・ネットワー ング
高 な やソフト デファインド スト ージ、ソフト  デファインド ネットワーク、AI、 ッグデータな の いワークロード 、

の ンタープライズ プリケーション い 、インフラ の なる の に対応
プール IT リソースのワークロードに応 か な や、 ーズの に コン ュート・スト ージ の な ス

タマイズな 、 のオーバープロ ジョ ングからの 却 ITトランスフォー ーションに められるリソース の を
ネイテ 25GbE コネクテ テ やNVMeドライ のサポートな の テクノロジー フォーマンス コスト を るの も 、
ンクロージ から ッドプ ーンを る 、ファ リック 様 る の 10 のテクノロジー に ンクロージ の設 な
応

化に対応する ：ミッドプレーンを し 様化する 世代ネットワーク 格にも対応、3 チップセット世代の製品ライフをコミットします。

キネテ ック インフラストラクチャ
PowerEdge MX

化時代の前 化時代 デ スアグリゲーション時代

LAN SAN
・ プール化したリソースをワークロードの要 に応 て
かつ 的に提供し、オーバープロビジョニングの
・ コン ュート、ストレージ、ネットワークファブリックの自 な

み合
・ スケーラブル ファブリック アーキテクチャ による

レイテンシーのシャーシ と、ビジネスの 長に
あ よく行えるシャーシ の拡張

・ OpenManage Enterpriseによりシャーシ、コン ュート、ストレージ、ファブリックの
すべてを一 管理
・ 個 定のプロファイル化で サーバーを 高速デプロイメント（プロファイルは
サーバーへもサーバーベイへも り当て可）・ラック型サーバー・タワー型サーバーも
あ 同一コンソールで一 管理が可能

※ Fabric Switching Engine とFabric Expander Module
の関係を した です。
スイッチの2 化 などでトポロジーは ります。
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2 512GB

T550  T440  T350  T150  T40

PowerEdge タワーサーバー製品 要

PowerEdge T550
2 のNVIDIA A40/A30 GPUを搭載可

PowerEdge T350
電源サポートの1ソケットタワー

PowerEdge T40
スモール ジネスの めの

きる な

PowerEdge T150
お客様 ジネスに専 、
IT 社にお任 さい

2CPU
ソケット

モリ 2TB

1 128GB

1 64GB

1 128GB

PowerEdge T440
フォーマンス スト ージ のバランスを

タワーサーバー

PowerEdge タワーサーバー

ファイルサーバーや、DBサーバー、テスト・ のサーバー て、
オフ スに設置可能 、幅 い に き

、 のPOSコントローラー、 の 管理
サーバー、 の ライン管理サーバーな サーバー

にも てい

2ソケットのパフ ーマンスと大 の内部ストレージ
を提供。NVIDIA GPUを搭載可能でAI用
て、高い拡張 を え、オフ ス、リモートサイト

における いワークロードを 行可能。

な2ソケット パフ ーマンスを提供し、拡張 に
れ かな を 。SMB（中 ）

やROBO（リモート オフ ス/ブランチ オフ ス）に
最適。 に れた で、要 の進化に う運用
コストの を 。

高さ360mm・ 175mm・ 行454mmで、
コンパクトでかつ、 に れたエントリーレベルの
1ソケットサーバーです。

高さ383mm・ 175mm・ 行581mmで、
コンパクトでかつ、冗長電源もサポートし、 頼 の
高い1ソケットサーバーです。

長を続けるビジネスをサポートする、 頼 と
に れた、エントリーレベルのタワーサーバーです。

CPU
ソケット

モリ

CPU
ソケット

モリ

CPU
ソケット

モリ

CPU
ソケット

モリ

PowerEdge 自のイノベーション
パフ ーマンスとシステム運用 を最大化するた の

マル ベクタークーリング 2.0 のPowerEdgeを支える冷却 のイノベーション

PERCによるNVMe SSDの ード RAID ート専 デバイス さらに 、「BOSS-S2」

内 フローを え い ード 設
標準ファンに え、高 能な「Gold」および「Silver」のファンを し、ファンごとの

フロー の いも みです。

高 能な T 型 の ートシンクを 用し、 回270Wに した最 プロセッサー
の最大TDPにもしっかり対応します。T 型 ートシンクのアーム部は中に高 能 ート
イプを持ちます。

エアフローをさらに する 的で内部レイアウトを 、2台の電源ユニットを に
して配置し、CPU冷却 の い 気 に な

1Uサーバーでは、さらなる の確保のた の60mm電源も 用しました。

冷却
ファン

ート
シンク

内
イ ト*1

iDRAC による冷却インテリジ ンスの拡
度センサー情報に く ファンの自 と、高度な ーン （ やし け）を

行います。また、iDRACとOME Power Managerの連 で、高度なシステム電
の まで対応しました。

ユーザー 定のしきい に き、CPUやメモリ の 度の かい 電
キャッ ングを自 行でき、BCP/ 害対 にも適用できます。

内部 度だけでなくエアフローの も ・ できる 、可 化はシステム
だけでなくラックやフロア でも 可能です。

のカスタマイズ により、お客様 有の 要 にもア プテ ブに対応
します。 え の をシステムやラック で 定できます。

の
スマート冷却

の
電力管理

リ ルタイム
可 能

な
スタマイズ

 ・ 気 （ T）の
 システムの 気 の

 PCIe 気 を スタマイズ
 PCIe の フロー を設

テクニカルホワイトペーパー
マル ベクター 
クーリング2.0

ホワイトペーパー
PowerEdgeサーバー
え かれ
設

ホワイトペーパー
PERC H755Nの
NVMe RAID
能

（ 語）

ホワイトペーパー
BOSS-S2

NVMeの ースケース に サーバーの を に ンテ ンス 可能
NVMe対応の
PERC H755N
スロットを しない
ドライブバックプレーン
装 カード。

ハードウェアRAID出 る
ブートデバイスが、さらに
ットプラグ対応 して

クセス へ。
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PowerEdge ラックサーバー
ラックマウント型サーバー

HDDベイ

電源

プロセッサー

製品名 R940xa

フォームファクター

DIMMスロット

CPUソケット

R940

3U

R840 R7525 R750xs

Dell EMC PowerEdge サーバー シリーズ

IOスロット 

内蔵ネットワークコントローラー 

最大24台の 2.5インチ 
SAS/SATA（HDD/SSD）
（12 x NVMe SSD内蔵
可能）

プラチナ認定取得の1,100W、
1,600W、2,000W、
2,400W AC

- 48VDC 1,100W 
380V DC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

48

4

最大13個の
PCIe 3.0スロット

1GbE x4 、10GbE x4、
10GbE x2 + 1GbE x2、
25GbE x2

4U

最大32台の2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
（4xNVMe内蔵可能）

プラチナ認定取得の1,100W、
1,600W、2,000W、
2,400W AC

- 48VDC 1,100W 
380V DC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

48

4

最大12個の
PCIe 3.0スロット

1GbE x 4、10GbE x 4、
10GbE x 2 + 1GbE x 2、
25GbE x 2

2U

前面：最大24 x 2.5インチ、
24NVMe, SAS/SATA（SSD/HDD）
最大12 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD）
最大24 x 2.5インチ
SAS/SATA（SSD/HDD）

背面：最大2 x 2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）

800W プラチナ
-48VDC 1,100W
1,400W プラチナ
2,400W プラチナ

600W プラチナ
800W プラチナ
1,100W チタニウム
1,400W プラチナ

第3世代 AMD EPYC™

プロセッサー

32

2

最大8個の
PCIe 4.0スロット

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

2U

前面：最大24台の2.5インチ
SAS/SATA（HDDとSSD）
+ NVMe PCIe SSD x12
または24台の
NVMe PCIe SSD x 24

背面：最大2台の2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）

プラチナ認定取得の750W、
1,100W、1,600W、
2,000W, 2,400W AC

- 48VDC 1,100W、
380HVDC 750W、
1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

48

4

最大6個の
PCIe 3.0スロット

1GbE x 4、10GbE x 4、
10GbE x 2 + 1GbE x 2、
25GbE x 2

2U

前面：最大8 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大12 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大8 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）
最大16 x 2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大16 x 2.5インチSAS/SATA + 
8x 2.5インチNVMe (HDD/SSD）

背面：最大2 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

第3世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

16

2

最大5個のPCIe 4.0スロット 
+ 1個のPCIe 3.0スロット

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

HDDベイ

前面: 最大 4 x3.5 インチ
SAS/SATA（HDD）
最大 8 x2.5 
SAS/SATA（HDD）
最大10 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe

背面: 最大 2x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe

電源

800W プラチナ
-48VDC 1,100W
1,400W プラチナ
1,100W チタニウム

プロセッサー 第3世代 AMD EPYC™

プロセッサー

製品名 R750

フォームファクター 1U

DIMMスロット 32

CPUソケット 2

R740

2U

R740xd2 R740xd R6525

IOスロット 

内蔵ネットワークコントローラー 1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

最大16台の2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
または 最大8台の 3.5インチ 
SAS/SATA HDD

チタニウム認定取得の750W
プラチナ認定取得の495W、
750W、1,100W、1,600W、
2,000W AC

- 48VDC 1,100W、
380HVDC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

第3世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

24

2

最大8個の
PCIe 3.0スロット

最大8個の
PCIe 4.0スロット

1GbE x4、10GbE x4、
10GbE x2 + 1GbE x2、
25GbE x2

2U

前面：最大12 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大8 x 2.5インチ
NVMe（SSD）
最大16 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）
最大24 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

背面：最大2 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）
最大4 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

800W プラチナ
1,100W チタニウム
-48VDC 1,100W
1,400W プラチナ
2,400W プラチナ

32

2

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

2U

前面: 最大24台の2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）、
最大24台の2.5インチ 
NVMe SSDまたは12台の
3.5インチSAS/SATA HDD

内部: 4台の2.5インチ
または3.5インチの
SAS/SATA（HDD/SSD）

背面: 4台の2.5インチ 
SAS/SATA（HDD/SSD）
または2台の3.5インチ
SAS/SATA HDD

チタニウム認定取得の750W
プラチナ認定取得の495W、
750W、1,100W、1,600W、
2,000W AC
 
- 48VDC 1,100W、
380HVDC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

24

2

最大8個の
PCIe 3.0スロット

最大3個の
PCIe 4.0スロット

1GbE x4、10GbE x4、
10GbE x2 + 1GbE x2、
25GbE x2

2U

前面: 最大24台の3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
または,最大16台の3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
と最大8台の2.5 インチ
SATA（HDD/SSD）

背面: 2台の2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
または2 台の3.5インチ
SAS/SATA HDD

プラチナ認定取得の750W、
1,100W
380HVDC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

16

2

最大5個の
PCIe 3.0スロット

2 x1GbE BaseT LOM +
（optional LOM riser）2 

x 1GbE BaseT or 
2 x10GbE SFP+ or 
2x 10GbE BaseT or 
2x 25GbE SPF+

カスタマーサポートは
全コール国内コールセンターで社員が対応

「万全のサポート」を支える
デル・テクノロジーズの本気

*1 : 自社調べ。

デル・テクノロジーズは、サポートについては、川崎のグローバルコマンドセンターと宮崎のカスタマー
センターを中心に、専門のサポートスタッフが受付からトラブル解決まで一貫して行います。サポート
も専門のサポートスタッフが受付からトラブル解決まで一貫して行います。また、他社にない長期の
保守サポート延長サービスをご提供しております。これらのサポートを提供することにより、お客様
のサーバーに問題が発生してもより速やかに、スムーズに対応することができます。

デル・テクノロジーズのサポートは、地域や言語に関係なく、グローバルで
一貫したサポートを提供できるインフラやスケールを確立しています。日本
においてもエンタープライズ製品については、国内拠点から日本語による
万全なサポートを受けることができます。一人のエンジニアが複数の認定
資格を取得し、責任を持って対応し、お客様の抱える問題や課題の
早期解決を支援しています。

すべてのサポートコールは、モチベーションの高い社員エンジニアがお受け
しています。約80%が初回コールで解決できているほか、サポートコールの
お客様満足度は91.1%を誇っています*1。また、みやざきコールセンター
コンテストでは、ベストカンパニーアワードを2年連続で受賞しています。

国内拠点からの安心のお客様対応

川崎グローバルコマンドセンターでは、サポート依頼の状況をリアルタイムで
モニタリングして、人員や部品の手配を集中的に行っています。
部品在庫の確認や発注、サービス対応要員の確保、顧客のもとへの派遣と
いった一連の行程が、適切に進行するよう集中的に管理しています。

100%社員対応、高い問題解決力

障害が発生した際の対応窓口だけではなく、定期的な運用状況の
レポートも行い、また、さらに同様の機器を利用している他の顧客で発生
した課題などの情報を共有したり、新しいファームウェアが出た際にどの
タイミングでどのように適用したらよいかのアドバイスを行います。

川崎本社に設置されているグローバルコマンドセンター

専任サポートによるさらにきめ細やかな対応も可能
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2Uシャーシに
サーバー4台搭載可能

PowerEdge ラックサーバー
ラックマウント型サーバー

Dell EMC PowerEdge サーバー シリーズ

HDDベイ

電源

プロセッサー

製品名

フォームファクター

DIMMスロット

CPUソケット

C6520

IOスロット 

内蔵ネットワークコントローラー 

前面:
最大12 x 3.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）
最大24 x 2.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）

/NVMe drives 

2,600W プラチナ
2,400W プラチナ
2,000W プラチナ
1,600W プラチナ

16

2

1GbE x1 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

C6420

2Uシャーシにサーバー
4台搭載可能

2Uシャーシに
サーバー4台搭載可能

シャーシ前面:ノードあたり
最大3台の3.5インチ or 
6台の2.5インチ
SAS/SATA
（2台のNVMe SSDを
内蔵可能）
（シャーシ4ノード搭載時）
またはノードあたり最大
6台の3.5インチ or 
12台のx2.5インチ 
SAS/SATA
（シャーシ2ノード搭載時）

プラチナ認定取得の
ホットプラグ対応
1,600W、2,000W、
2,400W AC 
デュアル電源

第3世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

第3世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

16

2

PCIe 3.0スロット x 1
OCPメザニン x 1

最大2個の
2x PCIe 4.0 スロット

最大3個の
PCIe 4.0 スロット

最大2個の
PCIe 4.0 スロット

1GbE x1

R340

1U

最大8台の2.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）
最大4台の3.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）

インテル® Xeon® 
プロセッサー
E-2200ファミリー 
インテル® Pentium® 
インテル® Core™ i3
インテル® Celeron® 

インテル® Xeon® 
プロセッサー
E-2200ファミリー 
インテル® Pentium® 
インテル® Core™ i3
インテル® Celeron® 

4

1

PCI 3.0スロット x2 PCI 3.0スロット x2

1GbE x2

R240

1U

ブロンズ認定取得の
250W

450W ブロンズ
450W プラチナ

プラチナ認定取得の
350W、550W

R350

1U

最大4台の3.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）
最大8台の2.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）

最大4台の2.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）
最大4台の3.5インチ
SAS/SATA
（HDD/SSD）

最大4台の3.5インチ
ホットプラグ SAS/SATA
（HDD/SSD）
最大2台の3.5インチ
cable SAS/SATA
（HDD/SSD）
最大4台の3.5インチ
cable SAS/SATA
（HDD/SSD）

インテル® Xeon® 
プロセッサー
E-2300ファミリー 
インテル® Pentium®

プロセッサー

インテル® Xeon® 
プロセッサー
E-2300ファミリー 
インテル® Pentium®

プロセッサー

4

1

1GbE x2

600W プラチナ

R250

1U

4

1

1GbE x2

4

1

1GbE x2

HDDベイ

電源

プロセッサー

製品名

フォームファクター

DIMMスロット

CPUソケット

R750xa

IOスロット 

内蔵ネットワークコントローラー 

2U 2U 2U1U

最大8台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe
（HDD/SSD）
最大6台の2.5インチ
NVMe（SSD）

最大 100 x 3.5インチ
SATA/SAS（HDD）
100台のうち
最大20台は、2.5インチ 
SSD搭載可能

前面: 
最大10台の2.5インチ
SAS/SATA SSD
最大 8 x 2.5インチ
NVMe SSD

最大6 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe
（SSD）

最大4 x 2.5インチ
SAS/SATA/NVMe
（SSD）

1,400W プラチナ
2.400W プラチナ

3232 16
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1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

1GbE x1 + OCP
（10GbE/25GbE）

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

XR12 XR11 XE2420

2 x 1GbE + OCP
（10GbE/25GbE）

第3世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

第2世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・ 
スケーラブル・ファミリー

第3世代 
AMD EPYC™

プロセッサー

第3世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

第3世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

第2世代 インテル® 
Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

最大5個の
PCIe 4.0 スロット

最大3個の
PCIe 4.0 スロット

最大8個の
PCIe 3.0 スロット

最大4個の
PCIe 3.0 スロット

最大4個の
PCIe 4.0 スロット

800W プラチナ
-48VDC 1,100W
1,400W プラチナ

800W プラチナ
-48VDC 1,100W
1,400W プラチナ

8

1

25GbE x4 25GbE x4

8

1

最大2台の2.5インチ
SATA/NVMe
最大4台の2.5インチ
ユニバーサル
SAS/SATA/NVMe
最大6台の x EDSFF 
E1.L SSD

2,000W AC
1,100W DC

16

2

最大5個のPCIe
1x LP PCIe x8
2x PCIe x16 FHFL 
または
4xPCIe x8 FHFL

HDDベイ

電源

プロセッサー

製品名

フォームファクター

DIMMスロット

CPUソケット

R650xs

1U

R650 R640

1U

R550

IOスロット 

内蔵ネットワークコントローラー 

前面：最大4台の3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大8台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）
最大10台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

背面：最大2台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

16

2

1U

前面：最大10台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）
最大4台の3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大8台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

背面：最大2台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）

800W プラチナ
1,100W チタニウム
-48VDC 1,100W
1,400W プラチナ

600W プラチナ
800W プラチナ
1,100W チタニウム
1,400W プラチナ

32

2

2U

16

2

R540

2U

前面：最大12台の3.5インチ
SAS/SATA HDD

背面：最大2台の3.5インチ
SAS/SATA HDD

最大8 x 2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大8 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD）
最大16 x 2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）

プラチナ認定取得の495W、
750W、1,100W

600W プラチナ
800W プラチナ
-48VDC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

16

2

最大5個の
PCIe 3.0スロット

最大3個のPCIe 4.0スロット 
+ 1個のPCIe 3.0スロット

1GbE x2 + Option
（1GbE x2あるいは10GbE x2）

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

前面: 最大10台の2.5インチ 
SAS/SATA（HDD/SSD） 
（8台のNVMe SSDを内蔵
可能）または 4台の3.5インチ 
SAS/SATA HDD
 
背面: 2台の 2.5インチ 
SAS/SATA（HDD/SSD）

チタニウム認定取得の750W
プラチナ認定取得の495W、
750W、1,100W、1,600W 
AC

- 48VDC 1,100W、
380HVDC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

第3世代 インテル® Xeon®

プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

第3世代 インテル® Xeon®

プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

第3世代 インテル® Xeon®

プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

24

2

最大3個の
PCIe 3.0スロット

最大3個の
PCIe 4.0スロット

最大3個の
PCIe 4.0スロット

1GbE x4、10GbE x4、
10GbE x2 + 1GbE x2、
25GbE x2

HDDベイ

電源

プロセッサー

製品名

フォームファクター

DIMMスロット

CPUソケット

R450

1U

R440 R7515 R6515

IOスロット 

内蔵ネットワークコントローラー 

最大4 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大8 x 2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）

16

2

1GbE x2 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

1U

前面：最大10台の2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
（4台のNVMe SSDを搭載
可能）
または最大4台の3.5インチ
SAS/SATA HDD

プラチナ認定取得の550W
ゴールド認定取得の450W
（ノンホットプラグ）

600W プラチナ
800W プラチナ
-48VDC 1,100W

第2世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

第3世代 インテル® Xeon® 
プロセッサー・スケーラブル・
ファミリー

16

2

最大2個の
PCIe 3.0スロット

最大3個のPCIe 4.0スロット
+ 1個のPCIe 3.0スロット

1GbE x2 + Option
（1GbE x2あるいは10GbE x2）

2U

前面: 最大8台のx3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大12台の3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大24台の2.5インチ
SATA/SAS/NVMe

背面: 最大2x3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）

チタニウム認定取得の750W
プラチナ認定取得の495W、
750W、1,100W、1,600W 
AC

- 48VDC 1,100W、
380HVDC 1,100W

第3世代 AMD EPYC™ 
プロセッサー

第3世代 AMD EPYC™ 
プロセッサー

第3世代 AMD EPYC™ 
プロセッサー

16

1

最大4個のPCIe
2x PCIe Gen3、
2x PCIe Gen4

2 x 1GbE、2 x 10GbE、
2 x 25GbE

1GbE x1 + OCP
（1GbE/10GbE/25GbE）

2U

前面: 最大4台の3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大10台の2.5インチ
SAS/SATA/NVMe
最大8台の2.5インチ 
SAS/SATA（HDD/SSD）

プラチナ認定取得の550W

16

1

最大2個の
1 x PCIe Gen3
1 x PCIe Gen4

最大2個の
2x PCIe 4.0 スロット

2 x 1GbE、2 x 10GbE、
2 x 25GbE

C6525

前面: 最大12 x 3.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
最大24 x 2.5インチ
SAS/SATA（HDD/SSD）
/NVMe drives 

プラチナ認定取得のホット
プラグ対応1,600W、
2,000W、2,400W AC 
デュアル電源

16

2

XE7100

2,400W プラチナ

5Uシャーシに
1台または2台搭載可能

XE8545

4U

2,400W プラチナ
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HDDベイ 最大8台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）
最大8台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）、
または最大16台の2.5インチSAS/SATA
（HDD/SSD）

PowerEdge MX

コンバージドインフラ PowerEdge FX2

一部コンポ―ネントは後日リリース予定です。

電源装置 最大2台の1,600W/2,000W電源装置（FC430/FC630/FC830用）
100V/200Vをサポート 1+1のAC冗長化、または2+0をサポート

I/Oモジュール PCIe Gen3スロットx8
最大2つのパススルー I/O モジュール（標準）、シンプルな配線のFN IOアグリゲーター（オプション）

ネットワークオプション 2つの冗長ネットワークモジュールまたはパススルーベイ（ファブリックAとB）ストレージに特化したスイッチベイ（ファブリックC）
最大25GbE、32Gbpsファイバチャネル、12Gbps SAS

管理モジュール シャーシ管理コントローラ（CMC）を使用すると、すべてのリソース（サーバーノード、ストレージ、ネットワーキング、及び電源）を当管理ツールで管理でき、
1つのコンソールで表示可能。最大20台のFX2シャーシを1つの統合されたCMCから管理可能。また、iDRACでの個々のサーバーノードの管理も可能

製品名 FC640

フォームファクター 2U

プロセッサー インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー

DIMMスロット 16

HDDベイ 最大2台の2.5インチSAS/SATA HDD/NVMe

CPUソケット 2

冷却ファン 8台のホットプラグ対応の冗長ファンモジュールを標準搭載

拡張PCIeスロット 2

内蔵ネットワークコントローラー ネットワークドーターカード（NDC）オプション:デュアルポートおよびクアッドポート10GbE、クアッドポート1GbE

内蔵リモート管理（標準搭載） IPMI / iDRAC9

製品名 MX7000

フォームファクター 7Uのシャーシ（最大8台のサーバースレッドを搭載可能）

電源装置 最大6台の3,000W 電源装置

管理モジュール OpenManage Enterpriseモジュラーを使用することで、最大10シャーシ（80サーバーを）管理可能

DIMMスロット 24

冷却ファン 背面に5個、前面に4個の冗長ファンモジュール搭載

HDDベイ

最大18台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）、
最大32台の2.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）、
または最大16台の2.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）+ 
最大8台の NVMe SSD

電源 チタニウム認定取得の750W、プラチナ認定取得の495W、750W、
1,100W、1,600W、2,000W、2,400W、48VDC 1,100W

製品名 T640

寸法（高さ x 横幅 x 奥行） 444mm x 218mm x 709mm、または5U

プロセッサー 第2世代 インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー

IOスロット 最大8個のPCIe 3.0 スロット

DIMMスロット 24

CPUソケット 2

内蔵ネットワークコントローラー 10GbE x2

最大8台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）、
最大8台の3.5インチ/2.5インチSAS/SATA（HDD）+ 8x NVMe（SSD）、
最大8台の2.5インチSAS/SATA（HDD）、
最大16台の2.5インチSAS/SATA（HDD）、
最大24台の2.5インチSAS/SATA（HDD）

600W プラチナ、600W DC/240V、800W プラチナ、800W DC/240V、
1,100W チタニウム、1,100W DC/240V、1,100W DC/-48V、1,400W プラチナ、
1,400W DC/240V、2,400W プラチナ、2,400W DC/240V

T550

459mm x 200mm x 680.5mm

第3世代 インテル® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー

最大5個のPCIe 4.0スロット + 1個のPCIe 3.0スロット

16

2

1GbE x2 + OCP（1GbE/10GbE/25GbE）

製品名 T440

寸法（高さ x 横幅 x 奥行） 464mm x 308mm x 611mm、または5U

I/Oスロット 最大5個のPCIe 3.0 スロット

内蔵ネットワークコントローラー 1GbE x2

プロセッサー 第2世代 インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

インテル® Xeon® プロセッサー E-2200ファミリー 
インテル® Pentium® 
インテル® Core™ i3 インテル® Celeron®

T340

443mm x 218mm x 603mm

最大4個のPCIe 3.0スロット

DIMMスロット 16 4

電源 プラチナ認定取得の495W、750W、1,100W 495W、350W

CPUソケット 2 1

1GbE x2

最大4台の3.5インチ SAS/SATA（HDD/SSD）、
最大8台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）、
※3.5インチ ハイブリッド ドライブキャリアで2.5インチ
ドライブ搭載可

インテル® Xeon® プロセッサー E-2300ファミリー

T350

382.5mm x 175mm x 581mm

最大2個のPCIe 4.0スロット + 2個のPCIe 3.0スロット

4

450W ブロンズ、600W プラチナ、600W DC/240V

1

1GbE x2

製品名 T150

寸法（高さ x 横幅 x 奥行） 360mm x 175mm x 453.75mm

I/Oスロット 最大2個のPCIe 4.0スロット + 2個のPCIe 3.0スロット

内蔵ネットワークコントローラー 1GbE x2

プロセッサー 第2世代 インテル® Xeon® プロセッサー Eファミリーインテル® Xeon® プロセッサー E-2300ファミリー

T40

335mm x 177mm x 360mm

PCI 3.0スロット x3, PCI x1

DIMMスロット 4 4

HDDベイ 最大4台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD） 最大3台の3.5インチSATA（HDD）

電源 300W ブロンズ、400W プラチナ 300W

CPUソケット 1

T140

363mm x 175mm x 454mm

最大4個のPCIe 3.0スロット

1GbE x2

インテル® Xeon® プロセッサー E-2100ファミリー
インテル® Pentium® 
インテル® Core™ i3 インテル® Celeron® 

4

最大4台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）

365W

1 1

1GbE x1

製品名 FX2s

フォームファクター 2Uのエンクロージャ

プロセッサー 第2世代 インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

第3世代 インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

HDDベイ

CPUソケット 2

32

2

48

4

製品名 MX740c

フォームファクター MX7000cに最大8台搭載

最大4 x 2.5インチSAS/SATA/NVMe
（HDD/SSD）
最大6 x 2.5インチSAS/SATA/NVMe
（HDD/SSD）

最大6台の2.5インチSAS/SATA（HDD/SDD）
またはNVMe PCIe SSD

MX7000cに最大8台搭載

第2世代 インテル® Xeon® プロセッサー・
スケーラブル・ファミリー

最大8台の2.5インチSAS/SATA（HDD/SDD）
またはNVMe SSD 拡張PCIeスロット（メザニン） 
4個のPCIe 3.0 （ファブリックAとB）
2個のミニメザニンスロット（ファブリックC）

MX7000cに最大4台搭載

MX750c MX840c

PowerEdge タワーサーバー 
タワーサーバー

Dell EMC PowerEdge サーバー シリーズ




