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POWEREDGE MX840C 

最大 28 コアのインテル ® Xeon® スケーラブル プロセッサーを搭載した、 強力かつ柔軟な 4 ソケット ダブル幅コンピューティング ス
レッド PowerEdge MX840c は、 最大 48 個の DDR4 DIMM スロットにより、 大容量メモリーの搭載が可能です。 最大 8 台の 2.5
インチ SAS/SATA（HDD/SSD）または Express Flash NVMe PCIe SSD ドライブをサポートします。 PowerEdge MX7000 シャー
シは、 最大 4 台の MX840c サーバーをサポートします。

•  最大 1.5TB （RDIMM） または 6.1TB （LRDIMM） の柔軟で広範なメモリー構成容量。 大規模なイン メモリー アプリケーション
向けに最大 192GB の NVDIMM をサポート

•  オペレーティング システムとデータ ストレージを合理化するオプションの M.2 BOSS （Boot Optimized Storage Solution） 
または IDSDM （内蔵デュアル microSD モジュール） の選択

•  ハイ パフォーマンスの Direct Attached Storage 要件を満たす Express Flash NVMe PCIe SSD のオプション

管理をシンプルにし、 インテリジェントに自動化

すべての PowerEdge サーバーは、 組み込み型のエージェント不要の iDRAC （Integrated Dell Remote Access Controller） 
9 with LC （Lifecycle Controller） を備えており、 サーバーのシステム管理をシンプルにします。 Dell EMC OME-Modular
（OpenManage Enterprise – Modular Edition） は、 PowerEdge MX7000 サーバー シャーシ内で包括的なシステム内管理を提
供します。 OpenManage Enterprise システム管理の主要な機能を提供する OME-Modular 統合 Web/RESTful API インターフェ
イスは、 コンピューター、 ストレージ、 ネットワーキングを含む PowerEdge MX 環境全体を管理します。

•  オペレーティング システムまたは Hypervisor の存在または状態に関係なく、 任意の場所から Dell EMC サーバーを導入、 
監視、 管理、 構成、 更新、 トラブルシューティング、 および修復できます。

•  強化された iDRAC9 プロセッサーによってシステム管理のパフォーマンスを高速化し、 前世代の最大 4 倍のパフォーマンスを
実現します。

IT 運用とワークロードを安全に実行

PowerEdge サーバーには、 セキュリティが後から追加されるのではなく、 組み込まれて
います。 MX840c は、不変のシリコン ベースの信頼チェーンを提供し、包括的な管理ツー
ルと組み合わせて、 ハードウェアとファームウェアに堅牢なセキュリティ レイヤーを提供し
ます。 その結果として実現できたサイバー レジリエント アーキテクチャにより、 サイバー
攻撃を検出し、 そこから保護、 復旧を行う強固なサーバー設計がもたらされました。

•  すべての主要サーバー コンポーネントの署名に使用される 2048 ビット RSA 暗号
化と SHA-256 ハッシュ生成を組み合わせた署名済みファームウェアの更新 

• Dell EMC のツールを使用する際に、 サーバーの許可されない構成やファームウェ
アの変更を防止するシステム ロックダウン

•  適切な認証により、 ローカル ストレージ （ハード ディスク ドライブ /SSD/NVM） お
よび組み込みのフラッシュ デバイスからデータを安全かつ迅速に消去するシステム
消去

PowerEdge MX840c
•  要求の厳しいデータベース駆動

型 の ワ ー ク ロ ー ド に 最 適 な、
PowerEdge MX 用の 4 ソケッ
ト コンピューティング スレッド

•  非常に大容量のメモリーと拡張
性の高いストレージによるハイ 
パフォーマンスとスケーラビリ
ティ

•  ライフサイクル管理を簡単にす
る組み込み型 iDRAC9

要求の厳しいデータ集約型ワークロードに対応
できるスケーラブルでハイパフォーマンスのモ
ジュラー型サーバー

PowerEdge MX のキネティック インフラストラクチャ エコシステム向け
に設計されたPowerEdge MX840cは、高密度の 4ソケット コンピュー
ティング、 メモリー、 およびストレージをモダン データセンターに提供
します。
 



PowerEdge MX840c 

機能 技術仕様

プロセッサー
2 基または 4 基のインテル ™ Xeon™ スケーラブル プロセッサー （プロセッサーあたり最大 28 コア）
インテル ® C628 チップセットとオプションのインテル ® QuickAssist テクノロジー

メモリー
合計で 48 個の DIMM スロット。 DDR4 RDIMM、 LRDIMM をサポート。 最大 2667MT/s の速度、 
最大 1.5TB （RDIMM）、 最大 6TB （LRDIMM）

永続メモリー NVDIMM-N をサポートする 12 個の DIMM スロット、 最大 2667MT/s、 最大 192GB

可用性 ECC

コントローラー 内蔵コントローラー ： S140 ソフトウェア RAID、 HBA330 内蔵 SAS HBA、 PERC H730P アダプター、 PERC 
H745P アダプター、 HBA330 ミニ メザニン SAS HBA
内部ブート オプション ： BOSS （Boot Optimized Storage Solution） （M.2 SSD x 2） または IDSDM （内蔵デュア
ル SD モジュール） の選択

ドライブ ベイ 前面 ： 2.5 インチ SAS/SATA （HDD/SSD） または NVMe SSD x 8 （最大）

電源 MX7000 シャーシ ： 3000W x 6 （最大）、 PSU およびグリッド冗長サポート

ファン MX7000 シャーシ ： 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） 610.39mm （24.03 インチ） x 250.2mm （9.8 インチ） x 85.5mm （3.37 インチ）

組み込み型管理機能 MX7000 シャーシ ： OME-Modular （OpenManage Enterprise Modular） Edition、 冗長 MX9002m 管理モジュー
ル x 2 （最大）
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

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
iDRAC Direct
Redfish を伴う iDRAC RESTful API

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）

MX7000 シャーシのファブリック オプション ： 最大 2 組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）、 ストレージ専用のスイッチ 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 3.0 外部ポート × 1

内部ポート USB 3.0 内部ポート x 1

ビデオ iDRAC の内蔵 VGA コントローラー、 VGA over LAN

PCIe PCIe 3.0 x16 メザニン スロット x 4 （ファブリック A および B）
PCIe 3.0 x16 ミニ メザニン スロット x 2 （ファブリック C）



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 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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PowerEdge MX840c 

機能 技術仕様

OS Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® XenServer®

Microsoft Windows Server® with Hyper-V
Red Hat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi®

仕様と相互運用性の詳細については、 Dell.com/OSsupport を参照してください。

OEM 対応 ベゼルから BIOS、 パッケージングにいたるまで、 お客様自身で設計、 構築したかのような外観と使い勝手を備え
たサーバーをご利用いただけます。 詳細については、 Dell.com/OEM を参照してください。

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。

http://dellemc.com/PowerEdge
http://Dell.com/OSsupport
https://www.dellemc.com/ja-jp/oem/index2.htm#accordion0=0
http://Dell.com/itlifecycleservices
http://Dellemc.com/global-financial-services

