
Eシリーズ Pシリーズ Vシリーズ Dシリーズ Sシリーズ Gシリーズ

コアからエッジまでの導入

VxRail Eシリーズ

コストパフォーマンスの
高いソリューション、
リモート環境やスペースに
制約のある環境に
適しています。

インテル® Xeon® 
スケーラブル・プロセッサー
または
AMD EPYCプロセッサー。

オプションのNVIDIA T4 
GPUを搭載することで、
ディープ ラーニング、AI/ML、
データ推論、VDIの
ワークロードに対応できます。

インテル® ベース 
モデルに対応した
インテル® Optane 
パーシステント・メモリー。

Dell EMC VxRailによる
精選されたエクスペリエンス
VxRailの幅広いポートフォリオで最大限の柔軟性をサポート。
パフォーマンス、ストレージ、グラフィックス、IO、コストの要件を満たす
最適なプラットフォームが見つかります。どのようなワークロードでも、
ニーズを満たすVxRail構成があります。

あらゆるニーズに対応するプラットフォーム。 
VxRail Eシリーズのユース ケースには、
ハイ パフォーマンス コンピューティング（HPC）、
仮想デスクトップ インフラストラクチャ、人工知能、
機械学習、インメモリー データベースが含まれます。

VxRail Eシリーズの特長

フォーム ファクター

メモリー

フォーム ファクター

容量

1U

最大4TB

シングルまたはデュアル ソケット1

最大61.44TB SSDまたはオールNVMe

ビジネスクリティカルなワークロード

VxRail Pシリーズ
パフォーマンス重視のプラットフォーム。 
VxRail Pシリーズは、SAP HANAワークロード、
ハイ パフォーマンス コンピューティング（HPC）、
人工知能、機械学習などのインメモリー集中型
データベース アプリケーションの管理に最適です。

VxRail Pシリーズの特長

フォーム ファクター

メモリー

フォーム ファクター

容量

シングル システム2U

最大12TB

シングル、デュアル、クワッド
（CPUあたり最大64コアに対応）2

184.32TB SSDまたは153.6TBオールNVMe

高負荷ワークロード向けに
最適化されており、
高可用性と強化された
パフォーマンスを実現します。

第3世代インテル® Xeon® 
スケーラブル・プロセッサーは、
42%のコア数増加、166%の
メモリー増量を実現しています。

1～4ソケットの
プラットフォーム オプション。

インテル® Optane 
パーシステント・メモリーと
インテル® Optane NVMe 
キャッシュ ドライブをサポート。

専門分野に特化した用途

VxRail Vシリーズ
仮想化拡張プラットフォーム。 
VxRail Vシリーズは、仮想デスクトップ インフラストラクチャ、ハイエンドの
グラフィカル仮想ワークステーション、GPUアクセラレーション（ディープ 
ラーニング トレーニング、推論、データ サイエンス向け）など、
ハイエンドの2D/3D可視化ユース ケースとワークロード向けに
最適化されたグラフィックス対応プラットフォームです。

VxRail Vシリーズの特長

フォーム ファクター

メモリー

フォーム ファクター

容量

2U

最大4TB

デュアル ソケット（CPUあたり最大40コアに対応）

153.6TB SSD

VDIまたはAI/MLユース 
ケース向けに最大6枚の
GPUカードを2Uフォーム 
ファクターでサポート。

インテル® Xeon® 
スケーラブル・プロセッサーを
搭載した
デュアル ソケット構成。

新しいNVMeキャッシュで
高速書き込み、
高速VM導入を
実現します。

NVIDIA Ampere
および
Turingデータセンター
GPUを活用。

ベゼルなしで表示。

過酷な環境

VxRail Dシリーズ
耐久性があり、奥行きの浅いプラットフォーム。設置面積*が32%縮小されたVxRail Dシリーズは、
スペースに制約のある場所や遠隔の過酷な環境に最適です。ユース ケースには、モバイル コマンド センター、
小売店のPOSシステム、ビデオ監視、移動中のGPSマッピング、通信事業者環境などがあります。

衝撃、振動、ほこり、
湿度、EMIに耐えるように
設計された堅牢な
HCIプラットフォーム。

MIL-STD-810G
および
DNV-GL Marine
認定を取得。

動作時衝撃は
40Gに認定済みで、
標高15,000フィートで
動作します。

優れた温度耐性：
最小-15℃の
コールド スタート/
最大55℃まで許容3

VxRail Dシリーズの特長

フォーム ファクター

メモリー

フォーム ファクター

容量

1U

最大1TB

シングルまたはデュアル ソケット
（CPUあたり最大24コアに対応）

46.1TB SSDまたは14.4TB HDD

負荷の高いアプリケーション

VxRail Sシリーズ
高密度ストレージ プラットフォーム。
VxRail Sシリーズは、ストレージ容量がCPUやメモリーよりも急速に
増大する高密度ストレージ ワークロード向けに設計されています。
ユース ケースには、Microsoft SharePoint、Microsoft 
Exchange、Big Data、分析などのアプリケーションが含まれます。

VxRail Sシリーズの特長

フォーム ファクター

メモリー

フォーム ファクター

容量

2U

最大3TB

シングルまたはデュアル ソケット
（CPUあたり最大28コアに対応）

96TB HDD（ハイブリッドのみ）

インテル® Xeon®
プロセッサーを搭載した
シングルまたはデュアル 
ソケット オプション。

ノードあたり最大96TBの
容量を提供するために
ハイブリッド ストレージ 
オプションを使用可能。

vSAN HCIメッシュでの
使用に適した、経済性に
優れたストレージ オプションと
なります。

vSANファイル サービスと
組み合わせて、ユーザーと
アプリケーションとの
SMBおよびNFSファイル
共有を実現します。

広範なHCIの導入

VxRail Gシリーズ

汎用プラットフォーム。
VxRail Gシリーズは、汎用ワークロードを
抱えるビジネス環境に適しています。
小さなスペースで最大の処理能力を
必要とするデータ センターに対応できるよう
設計されています。

VxRail Gシリーズの特長

フォーム ファクター

メモリー

フォーム ファクター

容量

2U 4ノード

最大2TB

シングルまたはデュアル ソケット
（CPUあたり最大28コアに対応） 

38.4TB SSDまたは12TB HDD

汎用ワークロードと
広範なHCIユース ケースに
対応する設計。

224基のインテル Xeon 
スケーラブル・プロセッサー・
コアを2Uに搭載可能。

インテル® Optane SSD、
NVMe、混在使用
キャッシュ ドライブをサポート。

オールフラッシュまたは
ハイブリッド構成が可能。

ベゼルなしで表示。

VxRailの優位性を備え、
シームレスに統合された
次世代テクノロジー。

自動化：
新しいノードを自動的に検出し、
ワンクリックで追加できます。

検証：
ソリューションにはVxRail向けのテスト
および最適化を実施しています。

統合：
VMwareのパッチおよびアップグレードは
無停止による実装が可能です。

* VxRail D560とVxRail E560の寸法を比較したデル・テクノロジーズの社内テスト（2020年5月）に基づいています。
1 シングルまたはデュアル ソケット、第3世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー（CPUあたり最大40コアに対応）

またはシングル ソケット、第3世代AMD EPYCプロセッサー（CPUあたり最大64コアに対応）。
2  デュアル ソケット、第3世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー（CPUあたり最大40コアに対応）

またはシングル ソケット、第3世代AMD EPYCプロセッサー（CPUあたり最大64コアに対応）、
またはクワッド ソケット、第2世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー（CPUあたり最大28コアに対応）。

33 最小-15℃のコールド スタートと最大45℃の耐熱認定、55℃までの温度逸脱に8時間対応。
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