
製品仕様

R940 R830 R740xd

わずか3Uで拡張性の高いパフォーマンスを
実現

拡張性の高いデータベース アプリケーション

および高密度の仮想化に適した設計

SDS、サービス プロバイダー、データセッ
トの処理に最適

プロセッサー インテル® Xeon®スケーラブル プロセッサー

x 最大4
インテルXeon E5 4600 v4プロセッサー x 最
大4

インテルXeonスケーラブル プロセッサー

x 最大2
メモリ DDR4 DIMMスロット x 48、最大6 TB、最高

速度2,666 MT/秒

DDR4 DIMMスロット x 48、最大3 TB、最高

速度2,400 MT/秒

DDR4 DIMMスロット x 24、最大3 TB、最

高速度2,666 MT/秒

ディスク 2.5インチ ドライブ x 最大24 2.5インチ ドライブ x 最大16 2.5インチ ドライブ x 最大32または3.5イン

チ ドライブ x 最大18（総数）

NVMe NVMeドライブ x 最大12 X NVMeドライブ x 最大24

PCIeスロット Gen3スロット x 最大13（x8 x 3 + x16 x 10） Gen3スロット x 最大7（x16 x 2 + x8 x 1 + x8 
x 3）

Gen3スロット x 最大8（x16 x 4）

GPUサポート X X 300W x 最大3または150W x 最大6

ラックの高さ 3U 2U 2U

セキュリティ TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式を用

いて署名されたファームウェア シャーシ侵入

アラート ハードウェア ルート オブ トラスト セ
キュア ブート システム ロックダウン セキュア

な消去

TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式で署名

されたファームウェア シャーシ侵入アラート

セキュア ブート

TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式を

用いて署名されたファームウェア シャーシ

侵入アラート ハードウェア ルート オブ トラ

スト セキュア ブート システム ロックダウン

セキュアな消去

PowerEdgeラック サーバ
Dell EMC PowerEdgeラック サーバは、モダン インフラストラクチャの構築に役立ち、ITの課題を最小限にし、ビジネスの成功を促進します。 1/2/4ソケットのラック サーバで

構成された包括的なポートフォリオからお選びください。 従来のアプリケーション、仮想化、クラウド ネイティブ ワークロードに対応する高いコア密度を提供します。 メモリ速度

の向上、高速なNVMeストレージ オプション*、BIOSチューニングにより、ワークロードに合わせてパフォーマンスを向上させ、究極の効率性を実現することができます。 インテ

リジェントな自動化により、ITライフサイクル全体をコントロールできるため、お客様はビジネスを前進させることに集中できます。 統合型のセキュリティは、不正な変更やサイバ 

ー攻撃からデータセンターを保護するのに役立ちます。安心して使用できるPowerEdgeラック ポートフォリオで、データセンターを将来にわたって保護します。

クイック リファレンス ガイド

製品仕様

R740 R640 R540

リソース バランスの最適化により、最も要求

の厳しい環境でも使用可能

スケールアウト データセンター向けの高密度

コンピューティング
リソースと手頃な価格の理想的なバランス。

プロセッサー インテルXeonスケーラブル プロセッサー x
最大2

インテルXeonスケーラブル プロセッサー x
最大2

インテルXeonスケーラブル プロセッサー
x 最大2

メモリ DDR4 DIMMスロット x 24、最大1.5 TB、最
高速度2,666 MT/秒

DDR4 DIMMスロット x 24、最大1.5 TB、最
高速度2,666 MT/秒

DDR4 DIMMスロット x 16、最大512 GB、
最高速度2,666 MT/秒

ディスク 2.5インチ ドライブ x 最大16または3.5インチ 
ドライブ x 最大8 

2.5インチ ドライブ x 最大12または3.5インチ 
ドライブ x 最大4

3.5インチ ドライブ x 最大14

NVMe X 2.5インチNVMeドライブ x 最大8 X

PCIeスロット Gen3スロット x 最大8（x16 x 4） Gen3スロット x 最大3（すべてx16） Gen3スロット x 最大5（2 x 16）

GPUサポート 300W x 最大3または150W x 最大6 X X

ラックの高さ 2U 1U 2U

セキュリティ TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式を用
いて署名されたファームウェア シャーシ侵入
アラート ハードウェア ルート オブ トラスト セ
キュア ブート システム ロックダウン セキュ
アな消去

TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式を用
いて署名されたファームウェア シャーシ侵入
アラート ハードウェア ルート オブ トラスト セ
キュア ブート システム ロックダウン セキュ
アな消去

TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式を
用いて署名されたファームウェア シャーシ
侵入アラート ハードウェア ルート オブ トラ
スト セキュア ブート システム ロックダウン
セキュアな消去

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r940
http://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetails/poweredge-r830
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740xd
http://www.dell.com/en-us/work/shop/franchise/poweredge-rack-servers
http://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetails/poweredge-r530
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-rack-servers?~ck=anav
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r940/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r830/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r740xd/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r740/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r640/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r540/pd


製品仕様

R440 R330 R230

高密度かつスケールアウトのコンピューティン
グに最適化。

SMBおよびROBO向けの
1ソケット ラック サーバ。

SMBおよびROBO向けの 
1ソケット ラック サーバ。

プロセッサー インテル® Xeon®スケーラブル プロセッサー
x 最大2

インテルXeon E3-1200 v6、インテル
Pentium®、インテルCore i3®、またはインテル
Celeron®プロセッサー x 最大1

インテルXeon E3-1200 v6、インテル
Pentium、インテルCore i3、またはインテ
ルCeleronプロセッサー x 最大1

メモリ DDR4 DIMMスロット x 16、最大512 GB、最
高速度2,666 MT/秒

DDR4 DIMMスロット x 4、最大64 GB、最高
速度2,400 MT/秒 

DDR4 DIMMスロット x 4、最大64 GB、最
高速度2,400 MT/秒

ディスク 2.5インチ ドライブ x 最大10または3.5インチ 
ドライブ x 最大4

2.5インチ ドライブ x 最大8または3.5インチ ド
ライブ x 最大4

2.5インチ ドライブ x 最大4または3.5インチ 
ドライブ x 最大2

NVMe NVMeドライブ x 最大4 X X

PCIeスロット Gen3スロット x 最大2（x16） Gen3スロット x 最大2（x16） Gen3スロット x 最大2（x16）

GPUサポート X X X

ラックの高さ 1U 1U 1U 

セキュリティ TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式を用
いて署名されたファームウェア シャーシ侵入
アラート ハードウェア ルート オブ トラスト セ
キュア ブート システム ロックダウン セキュア
な消去

TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式で署名
されたファームウェア シャーシ侵入アラート
セキュア ブート

TPM 1.2/2.0（オプション）暗号化形式で署
名されたファームウェア シャーシ侵入アラ
ート セキュア ブート

「当社のアプリケーション プロビジョニングは、高機能のDell EMC PowerEdgeラック サーバが提
供する強力な仮想化機能により、大幅に高速化されました。また、特に履修登録や成績評価など
のピーク時のユーザー エクスペリエンスが向上し、ITスタッフはDell EMCのソリューションがもた
らす効率性と柔軟性の恩恵を受けています。」

- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra、プロジェクト コーディネーター、Alejandro Liz氏

「OpenManage Essentialsを導入したことで、以前の約20%の時間でITニーズに対処できます。
そのため、すべてのサーバを管理するのに多くとられていた時間を減らし、ITとは直接関係のな
い戦略的なタスクにかける時間を増やすことができます。」

- Shelby American、ITディレクター、Richard Sparkman氏

「Dell EMCサーバによってワークロードが最大1,000%高速化されたことで、研究者たちは、これ
まで不可能だった、データに関する問いかけを行えるようになりました。」

- Texas Advanced Computing Center、データ集約型コンピューティング担当ディレクタ
ー、Niall Gaffney氏

http://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetails/poweredge-r430
http://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetails/poweredge-r330
http://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetails/poweredge-r230
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r440/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r330/pd
http://www.dell.com/jp/business/p/poweredge-r230/pd
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2017-pucmm-10022962-data-center.pdf
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corporate~case-studies~en/documents~2016-shelby-10023060-networking-silver-peak.pdf
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corporate~case-studies~en/documents~2017-tacc-10023036-wrangler-hpc-data-analytics.pdf


*すべての機能をすべてのプラットフォームで利用できるわけではありません。総合リストについては、
dell.com/serversにアクセスしてください。
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Dell EMCエキスパートに
問い合わせる

他のリソースを表示Dell EMCサーバ ソリューションの詳細
情報

Dell EMC PowerEdgeサーバのインテリジェントな自動化機能を使用することで、定期的なメンテナンスに費や

す時間を減らし、ビジネス上重要な優先事項に集中して取り組むことができます。Dell EMC OpenManage™に

よるシステム管理では、サーバが自分自身を管理できます。また、ゼロ タッチ構成やプロアクティブなサポート

通知を利用できるほか、システムを廃棄または再配置するときには簡単にシステム消去を実行できます。エー

ジェント不要の包括的なサーバ管理により、インストールされているOSやワークロードに関係なく、一貫した方

法でサーバを管理できます。

モダン インフラストラクチャを完全に実装するには、信頼性に優れた包括的なITサービスを利用して、ITトランスフォーメーションを推進し、新しいテクノロ

ジーの導入を加速させ、生産性を最大限に高める必要があります。

設計：ITトランスフォーメーション ワークショップを受講することにより、自身のトランスフォー

メーションを加速させ、俊敏性に優れたビジネス パートナー兼ビジネス サービスの仲介業

者となることができます。

導入：ProDeploy Enterprise Suiteを利用することで、新しいテクノロジーを1日目から

有効に活用することができます。基本的なハードウェアの設置から、プランニング、構

成、複雑な統合に至るまで、導入の指揮はDell EMCのエキスパートにお任せください。

管理：ProSupport Enterprise Suiteを利用すると、24時間365日、優秀なProSupportエン

ジニアによるサポートを受けることができ、また、SupportAssistが提供する、予測に基づく

事前対応型の自動ツールも使用できます。さらに、当社のパーソナライズされたサービスと

予防措置により、問題が発生する前に対策を講じることができます。

OpenManageによるシステム管理

Dell EMCサーバを購入することによって得られるものはハードウェアだけではありません。ITソリューション

へのエンド ツー エンドのアクセスも可能になります。DellとEMCは業界をリードする専門技術を共通のプラッ

トフォームに統合し、お客様のデータセンターの変革を促進しています。Dell EMCは、1つの優れたプラットフ

ォームから、事前統合された完全なターンキー式のハイブリッド クラウド インプリメンテーションまでの（また

はその中間の任意の段階の）あらゆる統合レベルにおいて、PowerEdgeテクノロジーを提供することができ

ます。PowerEdgeサーバ インフラストラクチャをDellのサービスおよびファイナンス ソリューションと組み合わ

せることで、データセンターのモダナイズを加速させつつ、それに伴うコストとリスクを抑えることができます。

Dell EMCソリューション

Dell EMC Services

Dell EMCのDCI（データセンター インフラストラクチャ）は、データセンター内外の重要なインフラ

ストラクチャをシンプルにして管理し、ビジネス ニーズに対処します。ラック、電源、冷却の各ソリ

ューションから成る包括的なポートフォリオにより、データセンター ニーズの増大に合わせて拡

張することができます。

Dell EMCのデータセンター インフラストラクチャ

http://www.dell.com/jp/business/p/servers
https://marketing.dell.com/jp/ja/contact?cmpid=701A0000000yhc9IAA&cmpname=FY14Q1W02-MPLE-APJ-JP-OI-talk2dell
http://www.dell.com/en-us/work/shop/servers-storage-and-networking/sf/poweredge-tower-servers
http://www.dell.com/en-us/work/shop/category/servers
http://www.dell.com/jp/business/p/servers

