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Lenovo System x3950 X6 
ビジネスを優位に進めるためのイノベーション

ミッション・クリティカル
ビジネスがモバイルやクラウド分野に拡張を続ける中で、ミッションク
リティカルなアプリケーションとデータ・センター・インフラもそれに対
応する必要があります。優れた IT ソリューションは、パフォーマンス改
善のために簡単に拡張でき、大量のデータに対応し、重要で行動に移
せる洞察をリアルタイムで提供できる必要があります。データとトランザ
クションの量が飛躍的に増える一方で、企業は依然として、限られた資
本資源と経営資源の制約を受けています。Lenovo System x3950 X6 
は、Lenovo 独自の第 6 世代エンタープライズ・X-アーキテクチャーに
よる先進のテクノロジーをベースに、より優れたビジネス成果を効率的
にもたらします。

インテル® Xeon® プロセッサー E7-8800 v4 製品ファミリーが搭載さ
れた X6 プラットフォームは、旧世代のプロセッサーを使用した X6 シ
ステムと比較し計算処理性能を最大 26 パーセント高速化できます。* 
X6 ポートフォリオは、大規模アプリケーションの仮想化を可能とし、
インフラ・コストと複雑性を低減します。そのため、より高速なアナリティ
クス・エンジンの設計が可能となり、ITスプロール (IT インフラの無秩
序な拡大・増殖) を抑えると同時に、信頼性の高い情報を配信できます。
ミッションクリティカル・サーバーであるSystem x3950 X6は、高速
性、俊敏性、自己回復力の 3 つを兼ね備えています。

高いパフォーマンス
Lenovo System x3950 X6 は、新たなストレージ・テクノロジーとメ
モリー・テクノロジーにより、卓越したアプリケーション・パフォーマン
スを実現します。ストレージ・テクノロジーは次のとおりです。

●● ● NVMe PCIe SSD は、高性能 SSD の新たなフォーム・ファクターを
提供し、従来のフラッシュ・ドライブよりも低遅延、高い IOPS を 
実現。

●● ●最大 12.0 TB の DDR4 システムメモリーが、業務に不可欠なミッ
ションクリティカル・アプリケーションのホストや、大規模な仮想マ
シンの実装、または大容量のインメモリー・データベースの実行を妥
協することなく実現。

●● ●最大 6.4 TB の容量と15 µs の書き込みレーテンシーの io3 
Enterprise Mainstream フラッシュ・アダプターが、アナリティクス、
データベース、VDI、クラウド、ハイパースケールおよビッグ・データ・
アプリケーションを高速化。 

インテル® Xeon® プロセッサー E7-8800 v4 製品ファミリー搭載の 
x3950 X6 は、最大 12.0 TB のメモリーと 192 コアの処理能力を提
供します。業務に不可欠なミッションクリティカル・アプリケーションの
ホストや、大規模な仮想マシンの実装、または大容量のインメモリー・
データベースの実行を妥協することなく実現します。
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PCIe フラッシュ・ストレージや NVMe PCIe SSD などのサーバー統
合型フラッシュ・ストレージ・ソリューションは、サーバー・レベルでスト
レージ・ボトルネックに対処して、コストのかかる SAN/NAS への投資の
必要性を軽減します。SAN/NAS のハードウェアとソフトウェアへの依
存を減らすことで、ストレージ・コスト、ソフトウェア・ライセンスの数、
ライセンス・コストを低減できます。

俊敏性の高い設計
変化はおきるものであり、市場でのリーダーシップを達成し維持する 
ためにはそれに対応する必要があります。ITインフラの変更には、複雑
性とコストの増加が伴います。進化するテクノロジーや多様化する顧 
客ニーズ、そして変動するコストを管理するには、俊敏性を備えたプ
ラットフォームデザインを必要とします。X6の持つモジュラー・ラック・デ
ザインの俊敏性と適応力によって、お客様のニーズに合ったカスタム・ソ
リューションを設計できます。また、単一のプラットフォームに複数世
代のテクノロジーを適用できるようにすることによって、パフォーマンス
やキャパシティーを犠牲にすることなくインフラ・コストを節減できます。† 

X6 プラットフォームでは:

●● ●アプリケーションやワークロードごとの固有のニーズに対応するサー
バーを構成可能。X6 プラットフォーム独自の「ブック」と呼ばれるモ
ジュールを組み合わせることで、簡単に追加や変更、アップグレードな
どが可能。ストレージ・ブック、コンピュート・ブック、および I/O ブッ
クの 3 種類の「ブック」をサポート。

●● ● 4 ソケットから 8 ソケットに拡張できるスケーラビリティーを提供。
ITの膨張を抑えつつ、パフォーマンスと容量を2倍に拡張可能。

●● ● FastSetUp ソフトウェアでサーバーのクラスターのプロビジョニン
グを自動化。利益を出すまでの期間を大幅に短縮。 

自己回復力に優れたプラットフォーム
新しいアプリケーションの拡大によって、データベース処理やビジネス・
アナリティクスのワークロードが x86 ワークロードの上位にのぼるよう
になりました。こうした環境では、膨大なビジネスクリティカル・デー
タから最も価値のある結果を速やかに得られるよう、アップタイムの持
続が求められます。X6 サーバーは、高度の信頼性、可用性、および保

守性 (RAS) 機能を特長とします。X6 独自の自己回復テクノロジーによ
り、潜在的な障害を事前に特定し、必要な修正措置を透過的に実行し
ます。 

●● ●テラバイトのメモリーへの拡大に重要な、高度のページ・リタイヤ機
能 – メモリー内の破損したページからアプリケーションを事前に保護

●● ●プロセッサーの高可用性 – プロセッサーの障害時に、プラットフォー
ムからネットワーク、ストレージ、サーバー管理へのアクセスを維持

●● ●ローリング・ファームウェア・アップデート – 複数のサーバーの連携に
より、仮想マシン上で稼働するアプリケーションのパフォーマンスや
可用性に影響を与えずに、各サーバーのファームウェアを順番にアッ
プデート

●● ● RAS 上位統合モジュール - ポリシーの作成と管理によって仮想マ
シンの高可用性を維持

●● ● x3950 X6 モジュール設計 - 障害の発生したコンポーネントを素早
く簡単に交換またはアップグレードできるため、保守時間を短縮  

System x3950 X6 に標準装備されたこれらのテクノロジーは、ミッ
ションクリティカル・アプリケーションの運用に欠かせない、優れたシ
ステムの可用性と卓越したアプリケーション・パフォーマンスを継続的
に実現します。

高速性、俊敏性、自己回復力。
高速、俊敏、および自己回復力。この三つを兼ね備えた 
Lenovo System x X6 プラットフォームは、IT コストと複雑さの軽減
に貢献しながら、アプリケーションが要求する画期的なパフォーマンス
と容量も提供します。X6 システムは、15 年以上にも及ぶ X アーキテク
チャーへの投資と、業界標準を超えることを目的としたイノベーション
の成果です。

Lenovo をお勧めする理由
Lenovo はデータセンター向けx86システムの一流プロバイダーです。
Lenovo のポートフォリオには、ラック、タワー、ブレード、高密度・統合
システムが含まれており、企業クラスのパフォーマンス、信頼性、セキュ
リティをサポートします。また Lenovo は幅広いネットワーク機器、ス
トレージ、ソフトウェア、ソリューション、そして IT ライフサイクルにお
いてさまざまなビジネスニーズをサポートする総合的なサービスを提供
します。
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仕様
フォーム・ファクター/高さ ラック/8U (約 355 mm)

プロセッサー (最大) 最大 8 基の インテル® Xeon® プロセッサー E7-8800 v4 製品ファミリー、最大 3.2 GHz、最大 1866 MHz (DDR4) のメモリー・
アクセス、プロセッサーあたり 24 コア

メモリー (最大) 最大 12 TB、 64 GB LRDIMM をサポートする DIMM スロット 192 個

拡張スロット 最大 22 個の 22 PCIe拡張スロット; Gen3 (最大 22)、Gen 2 (最大 4)、最大 10 
ハーフハイト

個の x16 スロット; 最大 12 のフルレングス、 

ストレージ・ベイ  
(合計/ホットスワップ対応)

4/4 (最大 16/16、2.5 型 SAS HDD/SSD)、 0/0 (最大 32/32、1.8 
2.5型NVMe PCIe SSD) のうちのいずれか

型 eXFlash SSD) 、および 0/0 (最大 8/8、 

最大ストレージ容量 2.5 型 HDD×16、2.5 型 SSD ×16、 1.8 型 eXFlash SSD×32、および2.5 型 NVMe PCIe SSD×8のうちのいずれか

ネットワーク・インターフェース ML2 ソケット×2、ML2 カードの選択肢:1 GbE x 4 または 10 GbE SFP+ x 2 または 10 GbE 10BaseT x 2、10 GbE x 4、 
40 GbE/FDR VPI アダプター x ２、1 GbE の専用オンボード管理ポート x 2

電源装置(標準/最大) 最大 8個の1400 W または 900 W AC、または 750 W DC × 8

ホットスワップ対応 
コンポーネント

ハーフサイズ I/O ブック、フルサイズ I/O ブック、電源ユニット、冷却ファン、HDD/SSD

RAID サポート RAID 0、1、10 標準。オプションとして RAID 5、6、50、60

システム管理 Lenovo XClarity、Alert on LAN 2、サーバー自動再起動機能、ServerGuide、IMM2、Light Path 診断 (独自電源)、Wake on LAN、
Dynamic System Analysis、障害予知機能 (ストレージ、プロセッサー、アダプター・スロット、VRM、ファン、電源およびメモリー)

サポート対象の 
オペレーティング・システム

Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE LINUX Enterprise Server、VMware vSphere ハイパーバイザー

保証 3年間のお客様交換可能ユニット、オンサイトサービス、同日対応 (24 時間、週 7 日)、サービスのアップグレードを利用可能

* 26 パーセントの改善は、インテル社より事前開示された機密書類に含まれる情報です。 

† プロセッサーやメモリーの次世代が登場した際は、Compute Book を新しいものと交換できます。(すべての Compute Book で同じテクノロジーを使用している必要があります。)

オプション
2.0 TB NVMe 32 GB RDIMM 2x40GbE ML2 Mezz LOM Adapter

90Y3236 46W0833 00FP650

NVMe フラッシュは、SAS または SATA  
よりも低遅延、高いスループットを実現。

ミッションクリティカル・メモリーにより、 
重要なワークロードの信頼性を向上。

ハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC)  
に最適なアダプター。高い帯域幅、低遅延、 
優れたインターコネクトの効率性を実現。
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ストレージのご用命

サービスのご用命

Lenovo Storage の詳細（英語）
lenovo.com/systems/storage

Lenovo Services の詳細
lenovo.com/systems/services

詳細情報
Lenovo System x3950 X6 の詳細については、Lenovo ビジネス・パー
トナーにお問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください: 
lenovo.com/systems/servers
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http://www.lenovo.com/systems/servers
https://www.facebook.com/Lenovox86Servers
https://twitter.com/Lenovox86Server
https://www.linkedin.com/company/lenovo-x86-servers
https://www.youtube.com/channel/UCD8G-H1lATQyS6ffDQoUx-A
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