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EP8000シリーズに、高性能とコンパクトさを兼ね備えた
POWER4プロセッサ搭載のエントリーモデルが登場！
インターネットをベースとしたビジネスの急速な拡大に伴い、より高い処理性能、高信頼・
高可用性、高度なサポートサービスなど、オープンサーバへの要求が一段と高まっています。
日立はこのたび、UNIXオペレーティングシステムAIX 5Lを搭載した「エンタープライズサー
バEP8000シリーズ」に、最新のPOWER4プロセッサを最大４個搭載可能なエントリーモデル
「EP8000 630」２機種を新たに投入。高信頼・高可用性を実現するソフトウェアとサポート
サービスも一段と強化しました。これにより、オープンプ
ラットフォーム環境でミッションクリティカル業務を任せ
られる「EP8000シリーズ」に、ハイエンドから、エント
リーまで、POWER4搭載モデルのラインアップがそろ
いました。

EP8000 630 model 6C4

メインフレームで培った高信頼設計を
適用した新世代エントリーモデル
EP8000 630は、2001年にスタートした

モリーとの組み合わせにより、現行のエン

EP8000 630 model 6E4

長構成に対応した電源および冷却ファ

トリーラックマウントモデル「EP8000 640

ン、ホットスワップ可能な内蔵ディスクや

model B80」に比べ、約1.3〜2倍の処理

PCIスロットなど、ハイエンドモデルと同等

能力向上を実現しています。

の高信頼・高可用機能を備え、ブロード

日立とIBMとの戦略的アライアンスのもと

また、日立の世界最高水準の高密度実

で、日立が開発し、生産分担する最初の

装 技 術 により、ラックマウントモ デ ル

サーバとなります。EP8000 630は、現行

EP8000 630 model 6C4は 高さ約 18cm

例えばWebサーバやAPサーバとして

のハイエンド/ミッドレンジモデルに搭載さ （4EIA:1EIAは約44.5mm）で、標準ラック

は、4EIAのコンパクトな筐体をラックに多

れている世界初の64bitマルチプロセッサ

筐体に最大９台を搭載可能。タワーモデ

数搭載することで、システム処理性能をス

チップPOWER4と、日立が開発した高速

ル EP8000 630 model 6E4も 、 300×

ケーラブルに拡張可能。トラフィックの増

大容量のレベル３キャッシュメモリーの連

725×530［W×D×H:mm］のコンパクト

加や性能アップへのニーズに応じて、シ

携による高い実効性能を実現。1.0GHz

設計で、オフィス内での置き場所を選び

ステムを柔軟に拡張することができます。

の POWER4を SMP（ Symmetric Multi-

ません。

またHA（High Availability）モニタを組

Processor）構成で最大４プロセッサまで

さらにEP8000 630は、日立が長年メイン

搭載することができ、大容量キャッシュメ

フレームで培った高信頼設計技術や、冗

バンド時代のミッションクリティカルシステ
ムとして幅広くご活用いただけます。

み合わせたHA構成も可能なため、本格
的なDBサーバとしても活躍。この場合、
実行サーバ、待機サーバ、共用ディスク装

ミッドレンジ
ラックマウント
タワー/デスクサイド

エントリー
ラックマウント

620
NEW
model 6F1
630
model 6E4

NEW

660
model 6M1
model 6H1

ハイエンド
ラックマウント
690

670

610
model 6E1

省スペース性に優れたHA構成システム
が実現します。

HA環境で世界最高速クラスの
切り替えを実現するHAモニタ、

680

630
model 6C4

置、UPSなども１ラックに収容できるため、

POWER4

HA Booster Pack for AIX（日立AIX専用）

POWER4

170

POWER4
610
model 6C1

インターネットを利用したビジネスの本
格化に伴い、情報システムの重要度はま

POWER4

すます高まっています。金融取引、証券
取引はもとより、インターネットを介した電

●大容量キャッシュ搭載
●4EIAのコンパクトなラックマウントモデルと
省スペースなタワーモデルを用意

●1.0GHz POWER4プロセッサ搭載
SMP構成で最大4wayまで拡張可能

図１ EP8000新ラインアップ ―タワー、エントリーからハイエンドまでPOWER4搭載サーバをラインアップ―
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子商取引などにおいて、たとえ数分であ
ってもシステムのダウンは企業にとって大
きな損失となります。また、信用の失墜に

プラットフォーム＆ソリューション

サポートサービスを柔軟に選択可能に

10数秒の系切替時間を実現
〜業務システムは継続してサービスを提供し続けます〜

従来、
「シルバー」
「ゴールド」
「プラチ
OS障害通知機能

ナ」
といったグレードのサービスセット商品

障害検知機能によりHRA経由で
OS障害発生を直接通知

HiRDB
HiRDB Version
Version 6
6
HRA
OS障

系切換
OS障害通知

していたサポートサービスメニューを、こ
のたびシステム運用に必須の「ベーシッ

高速ディスク切替機能

リセット命令
HA
モニタ

とオプション商品との組み合わせで提供

実行系のOS障害発生と同時に
待機系の切替処理を開始
⇒切替時間短縮

電子商取引など

クサポートサービス」
と、高度サポートサー

共有ディスク数に依存しない
安定したディスク切替時間を実現

HA
モニタ

ビスを実現する
「オプション商品群」に整

大規模システムにおいても
「10数秒」
の高速系切替を可能とします

HiRDB
Version 6
6
HiRDB Version
HRA

理統合。高度サポートサービスと、その時

害

実行系

共有
ディスク

切
替
時
間

待機系

HRA：Health-check and Reset Adapter

間帯選択については、お客さまのシステ
ムにフィットした形で自由に選んでいただ

共用ディスク数

けるカフェテリア形式としました。また、従
来の「ゴールド」
「プラチナ」同等のセット

図２ 世界最高速クラスの系切替

◆高速ディスク切替機能

も繋がりかねません。

商品についても継続してご提供します。

今回EP8000シリーズでは、HiRDB、HA

これまでシステム切り替えの後に待機

モニタを利用したホットスタンバイ構成にお

系がサービスを開始するには、100VG（ボ

いて、実行系システムのOS障害発生と同

「予防保守メディ
リュームグループ）以上の大規模なDBサ 「問題解決メディア提供」

期した待機系システムへの切替通知機能

ーバの場合、数十秒のオーダが必要でし

ア提供」の各メニューをすべて標準セット

を実現するHAモニタの強化版や、実行系

た。しかしHA Booster Pack for AIXを

化。お客さまのシステム運用に必須のサポ

から待機系システムへの共有ディスク切り

適用すれば、時間がかかる共用ディスク

ートサービスを、よりリーズナブルな価格で

替えを高速化する「HA Booster Pack for

装置の切替処理の高速化が可能となり、 ご提供します。これらのサービスメニュー拡

AIX」を新たに提供します。これにより、従

ダウンした実行系から10秒程度で待機系

充により、お客さまのシステムに応じて柔軟

来は数十秒程度必要だったシステム切替

への切り替えが可能となります。共用デ

なサポートサービスの利用が可能となりま

処理時間を、わずか10数秒に短縮し、ミッ

ィスク数が増加しても処理時間は一定の

した。

ションクリティカル業務において業務を停

ため、システム規模に依存しない安定し

※OS対応のベーシックサポートサービスでは、バージョンアップ

止することなく継続することが可能です。主

た系切替を実現します。

さらに、ベーシックサポートサービスでは、
これまでオプションだった「更新版提供」※

版はオプションとなります。

な機能は、次のとおりです。
◆OS障害通知機能
従来のHA環境では、ハートビ

つねに最新の
ソフトウェアを
利用したい

長期にわたって
利用したい

ートのタイムアウトが発生するま

週7日24時間
連続稼働を
維持したい

多様なユーザーニーズに

で障害を検知することができず、

障害を未然に
防ぎたい

その検知時間分待機系への切

迅速・的確・柔軟に
対応して欲しい

り替えに時間がかかっていまし
選択しやすいサービスメニューでお応えします

た。しかしHA モニタを適用す

ベーシックサポートサービスを軸に、サポートを受けられる時間帯を選べる
サービスや特別体制でシステムをお守りするサービスなど、お客さまが
必要に応じて選択できるサービスメニューをご用意しています。

れば、実行系と待機系の双方に
セットされたHRA（Health-check
and Reset Adapter）経由で、OS
障害発生をダイレクトに通知。障
害機へのリセット命令を瞬時に
実行し、実行系OSの障害発生と
同時に待機系への切り替え開始

ベーシックサポートサービス
基本サービス
●Q&A対応（【平日】9〜17時）
●問題解決支援対応（【平日】8〜19時）
●問題解決メディア提供
●予防保守メディア提供
●更新版提供
●ハードウェア維持保守

を可能とすることで、系切替時間
を短縮します。

カフェテリア形式
問題解決支援
時間帯選択オプション
●平日24時間
●週7日8〜21時
●週7日24時間

他

高度サポートサービス
オプション
●特別体制配備
●環境ヘルスチェック
●OSバージョン固定
（長期保証）
他

ベーシックサポートサービス

図３ EP8000サポートサービス

お問い合わせ先
（株）日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 販売企画センタ
TEL（03）5471-8902 FAX（03）5471-8994

■情報提供サービス

http://www.hitachi.co.jp/EP8000
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