
 MX7000 スペック シート

変化するニーズに動的に対応し、 拡張する

PowerEdge MX7000 は、 スマート I/O ファブリックによって接続される柔軟なコンピューティングおよびストレージ リソースをホストします。 この
シャーシは、新しいテクノロジーに効率的に移行できる革新的な設計を備えており、アプリケーション要件の進化に対応できる拡張性を提供します。

•  前面からアクセス可能な 8 つのスロットを装備し、 2 ソケットのシングル幅コンピューティング スレッドまたは 4 ソケットのダブル幅コンピュー
ティング スレッドと 12Gbs のシングル幅ストレージ スレッドの組み合わせを収容した、 柔軟な 7U モジュラー エンクロージャ

•  低レイテンシで、 コスト効率の高い 25Gb Ethernet、 12Gb SAS、 32Gb Fibre Channel の I/O オプション

• 3 つの I/O ネットワーキング ファブリック。 2 つは汎用、 1 つはストレージ専用で、 それぞれ冗長モジュールを装備

•  マルチ シャーシ ネットワーキング向けのスケーラブルなファブリック アーキテクチャ。 最大で 10 台のシャーシをサポート

•  今後数世代のサーバー プロセッサー マイクロアーキテクチャを確実にサポート

チームの効率性を高め、 運用を高速化

PowerEdge MX7000 は、 包括的な組み込み型システム管理機能である Dell EMC OpenManage Enterprise – Modular Edition を搭載して
います。 これにより、 OpenManage Enterprise 管理の主要機能をシャーシ内の環境全体で利用できます （コンピューティング、 ストレージ、 ネッ
トワーキングの単一の管理ポイント）。 複数のシャーシを一度に導入して監視し、 変更とテンプレートを迅速にロール アウトして、 サード パーティ
製ツールを統合 

•  運用テンプレート手法と Redfish に基づく包括的な OpenManage RESTful API

•  柔軟ですぐに使用できるタッチスクリーン LCD、 ワイヤレスおよび従来のクラッシュ カート管理オプション

• OpenManage Mobile アプリケーションと新しい Quick Sync 2 機能によるリモート サーバー アクセス

•  他のすべての PowerEdge サーバーと同様に、 組み込み型のエージェント不要の iDRAC （Integrated Dell Remote Access Controller） 
with LC （Lifecycle Controller） を搭載

インフラストラクチャを保護し、 投資保護を実現

PowerEdge MX インフラストラクチャには、 深層防御で保護するハードウェアおよびシステムレベ
ルのセキュリティ機能と、 侵害を迅速に検出し迅速にリカバリする機能が組み込まれています。 サ
イバー レジリエント アーキテクチャは、 組み込みのファームウェア、 システムに保管されるデータ、
オペレーティング システム、 周辺機器、 内部での管理操作など、 あらゆる側面に及びます。

•  セキュリティがインフラストラクチャ設計プロセス全体の必須な要素になっていて、 ライフサイ
クル全体を通してあらゆるニーズに対応している SDL （セキュリティ開発ライフサイクル） モ
デル

• WS-Man や RESTful API（Redfish 標準に準拠）など、ハードウェア セキュリティ機能の導入を
自動化するための堅牢な iDRAC API

• NIST SP800-147B や UEFI セキュア ブートなど、 暗号化およびセキュリティに関する主要な

業界標準に準拠
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PowerEdge MX キネティック インフラストラ
クチャ向けモジュラー型シャーシ

PowerEdge MX7000は、新しいプロセッサー テクノロジー、新しい
ストレージ タイプ、およびファブリックの進歩を将来にわたってサポ
ートするように独自に設計されており、ソフトウェア デファインド環境
の基盤を提供します。



PowerEdge MX7000

特長 技術仕様

電源 3000W x 6 （最大）、 PSU およびグリッドの冗長性をサポート

ファン 背面アクセス可能なホットスワップ対応ファン x 5、 前面アクセス可能なホットスワップ対応ファン x 4

寸法 （高さ x 幅 x 奥行） 816.8mm （32.16 インチ） x 482mm （18.98 インチ） x 307.4mm （12.10 インチ）

ラック ユニット 7U

組み込み型管理機能 MX7000 シャーシ ： OME-Modular （OpenManage Enterprise Modular） Edition、 最大 2 つの冗長 MX9002m
管理モジュールで動作
統合制御 ： サーバー、 ストレージ、 ネットワーキングの単一の管理ポイント
インテリジェントな自動化 ： 運用テンプレート手法と包括的な RESTful API
Quick Sync 2 BLE （Bluetooth Low Energy） / ワイヤレス モジュール オプション

コンピューティング スレッド上 ：
他のすべての PowerEdge サーバーと同様に、 iDRAC （Integrated Dell Remote Access Controller） 9 with LC
（Lifecycle Controller） を搭載

ベゼル

OpenManage™ SW OpenManage Enterprise
OpenManage Essentials
OMM （OpenManage Mobile）
OMPC （OpenManage Power Center）

統合と接続 統合 ：
Microsoft® System Center
VMware® vCenter™
BMC Software （BMC から入手可能）
Red Hat の Ansible

接続 ：
Nagios Core および Nagios XI
Oracle Enterprise Manager
Microfocus OM （Operations Manager） および OMi （Operations 
Manager i） 
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus

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
シリコン 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
システム消去

内蔵 NIC

NDC （ネットワーキング オプ
ション）

ファブリック オプション ： 2 つの冗長汎用スイッチまたはパススルー ベイ （ファブリック A および B）、 ストレージ専用ス
イッチ ベイの冗長ペア （ファブリック C）
最大 25GbE、 32Gbps Fibre Channel、 12Gbps SAS

GPU オプション

前面ポート USB 2.0 Type A x 2 ま た は KVM コ ン ト
ロール （キーボードとマウスのみ） USB 2.0 
Type Micro-AB x 1 直接管理ポート Mini 
Display Port ビデオ用コネクタ x 1

フロント ボタン / インジケータ ：
電源ボタン
システム ステータス LED
正常性アイコン
周囲温度アイコン
IOM アイコン

ファン アイコン
スタック / グループ アイコン
ID ボタン

推奨サポート 重要なシステム向けの Dell ProSupport Plus、 または PowerEdge ソリューション向けに優れたハードウェアおよび
ソフトウェア サポートを提供する Dell ProSupport。 コンサルティングおよび導入のサポートも用意されています。 詳
細については、 Dell の担当者までお問い合わせください。 Dell サービスの提供内容および条件は、 地域によって
異なります。 詳細については、 Dell.com/itlifecycleservices を参照してください。

デル ファイナンシャル サービス 容易な資金調達で結果を出します。 ビジネス スピードで動く、 ファイナンス オプションをご確認ください。 詳細につい
ては、 Dellemc.com/global-financial-services をご覧ください。

エンド ツー エンドのテクノロジー ソリューション
IT とビジネスのソリューションの有効活用は、 IT をシンプルにし、 コスト削減、 さらに効率化につながります。 パフォーマンスを最大限に引き出し、 連続稼働時間を
延長するエンド ツー エンドのソリューションなら、 Dell EMC にお任せください。 サーバー、 ストレージ、 ネットワーキングのリーダーとして実績を持つ Dell Enterprise 
Solutions and Services が、あらゆるレベルのイノベーションを実現します。 Dell Financial Services™ では、コスト節約や運用効率の向上をご検討のお客様向けに、
テクノロジーを簡単かつ低価格でご利用いただけるプランを各種ご用意しています。 詳細については、 Dell の営業担当までお問い合わせください。 **

詳細についてはDellEMC.com/PowerEdgeをご覧ください。
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