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ーバの出荷を開始しました。この製品ラインをさらに強化

したものが，今回開発したExpress5800/120Ba-4です。最

新のテクノロジをいち早く採用し，汎用ラックマウントサ

ーバを上回る高性能を実現しています。

一方でCPUの高性能化に伴って電力消費は増え続けてい

ます。2003年初頭と比べ，最新のサーバの電力は1.5倍に

達し，今後も増え続けると予想されています。NECの高性

能型ブレードサーバをラックにフル搭載した場合の電力は

38KWに達し，設置環境のために搭載台数を制限せざるを

得ないケースもあります。消費電力の増加は電力供給面，

マシン室の冷却面で重要な課題となりますが，マシン室の

電力供給および冷却能力は建物の付帯設備に依存するため，

サーバの更新に伴って簡単に増設することはできません。

既存の設置環境の範囲内で処理能力を増加させるために，

環境順応型の製品が求められています。Express5800/110Ba-

e3，-m3はこのようなニーズに応えて新たに製品ラインに

加えました。

近年は，セキュリティの確保も深刻な問題です。ネット

ワークに接続されたサーバは常に企業の秘密情報漏えいや

悪意のある第3者からの攻撃にさらされているといっても

過言ではありません。一方で，多数台のサーバを効率良く

管理するためには，管理のためにネットワークを使わない

訳にはいきません。たとえば分散するオフィスに点在する

サーバのそれぞれに管理者を配置することは現実的ではな

く，ネットワーク経由でこれらのサーバを遠隔で管理する

必要があります。この際，システム設計に十分な注意を払

わないと，管理用ネットワークを通じて第3者の侵入を許

し，多数のサーバを危険にさらすことになります。
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Express5800/110Ba-e3，-m3はこれらの問題に対処するた

めの工夫が随所に盛り込まれた製品です。
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要　旨

NECは2004年10月，2種類のブレードサーバ新機種を開

発し，出荷を開始しました。1つは従来機種との筐体互換

性 を 維 持 し ， さ ら に 機 能 ・ 性 能 を 向 上 さ せ た

Express5800/120Ba-4，もう1機種はブレードサーバ市場で

「高密度型」に分類される新しい製品ラインのExpress5800/

110Ba-e3，-m3です。本稿では，Express5800/120Ba-4と

Express5800/110Ba-e3，-m3の製品概要について説明し，

続いて新規に製品ラインに加わったExpress5800/110Ba-

e3，-m3の開発の背景，製品化の狙い，ターゲットとする

用途，製品の特長について解説します。

NEC has developed two types of Bladeserver model

and has shipped them since Oct. 2004. The first model

named Express5800/120Ba-4, which has chassis compati-

ble with former type of model and has enforced the per-

formance and function. The second model Express5800/

110Ba-e3, -m3 is categorized as“ High density

Bladeserver”.

This paper introduces the product outline of

Express5800/120Ba-4 and Express5800/110Ba-e3, -m3

and describes the background, intention of product com-

mercialization, and target application of Express5800/

110Ba-e3 and -m3.

1．まえがき

2002年にNECが出荷した高性能型ブレードサーバから

始まった国内のブレードサーバ市場は，より高密度・高性

能なサーバへのニーズを背景に発展してきました。NECは

こうした声に応え，2003年には高性能Xeon CPUを搭載

し，業界最高水準の高密度を達成しながらHot Swap可能

なU320 SCSI HDDを2基搭載可能な高性能型ブレードサ
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させることができることに加え，外付けSSUの設置スペー

スを節約することができます。

3）CD-ROM，FDDデバイスを内蔵。従来外付けであっ

たデバイスを内蔵し，インストールなどの作業を通常のラ

ックマウントサーバと同じ感覚で行うことができます。

2.3 Express5800/110Ba-e3，-m3

Express5800/110Ba-e3はCPUにPentium-M 733，HDD

には24時間365日連続稼働可能なサーバ用高信頼性2.5”

HDDを採用し，省電力と高密度に最適化した設計になって

います。外観を写真3に示します。

メモリにはECC付きDDR266 DIMMを最大2枚，Max

2GBを搭載可能です。またネットワークインタフェースに

はGiga-bit Ether NICを2個搭載し，サーバとして十分な

性能を備えています。スケールアウトの手法でシステムの

性能を柔軟に拡張する用途に適しており，主にインターネ

ットのフロントエンドサーバとして，iDC/xSPなどの大規

模なデータセンターに設置されることを想定しています。

高密度型ブレードサーバシリーズには，この

Express5800/110Ba-e3に加え，Hot Swap可能なRaid機能

を備えた高信頼性モデルExpress5800/110Ba-m3もライン

ナップされています。このモデルは，Express5800/110Ba-

e3×2枚分のスペースを使い，高密度型ブレードとしては

世界で初めてHot Swap可能なSATA HDDを2台搭載可能

としています。また，CPUにはPentium-M 745を採用し，

2．製品の概要

2.1 Express5800/120Ba-4

Express5800/120Ba-4はExpress5800/420Maの後継機に

あたる製品で，従来機種との互換性を維持したまま，さら

に性能を向上させています。写真1に外観を示します。主

な強化点は以下のとおりです。

1）CPUにEM64T対応のXeon CPUをいち早く採用する

とともに，DDR2-400のメモリを最大8GB搭載可能とし，

広大なメモリ空間を必要とするデータベースサーバとして

もお使いいただけます。

2）ローカルディスクには最大300GBのU320 SCSI HDDを

最大2基搭載可能とし，さらにオプションのDual Channel

FC HBAを使い，SAN接続されたDisk Array装置からの

bootにも対応しています。SystemGlobe/BladeSystemCenter

と組み合わせることで，ディスクの内容を保持したままサ

ーバを素早く切り替える高可用性システムを構成できるほ

か，共有ディスクアレイ装置を使って高信頼性クラスタシ

ステムを構成することもできます。

3）Low Profile PCI-Xスロットを1基備えており，I/O拡

張が必要な用途にも柔軟に対応することができます。

2.2 4U収納ユニット（120Ba-4用）

新しい収納ユニットには，6台のExpress5800/120Ba-4

と，それぞれのブレードに2台ずつ，計12台のHot Swap

可能なHDDを搭載することができます。写真2に外観を示

します。

新収納ユニットは従来ブレードとの互換性を維持しつつ，

さらに以下の点を強化しています。

1）冗長構成が可能な高機能インテリジェントL2スイッ

チを内蔵。煩雑なLAN配線を集約できるとともに，VLAN

機能によるブレード間の配線切り替え，Webコンソールに

よるサーバの集中管理が可能になります。また従来どおり，

スイッチ機能を持たないスルーカードを選択することもで

きます。

2）KVM切り換え回路を内蔵。筐体からは集約された一

組のケーブルが出るだけなので，ラック内配線をすっきり

写真1 Express5800/120Ba-4の外観
Photo 1 External view of Express5800/120Ba-4.

写真2 4U収納ユニット（120Ba-4用）
Photo 2 Blade chassis（4U）for 120Ba-4.

写真3 Express5800/110Ba-e3の外観
Photo 3 External view of Express5800/110Ba-e3.
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Bladeから出力される2本のGiga-bit Etherインタフェースが，

それぞれ別のスイッチにBP経由で接続されています。冗長

化ドライバをCPU Bladeに組み込むことにより，障害を起

こしたスイッチを自動的に迂回する冗長機能を持たせるこ

とができます。本スイッチはVLAN機能をサポートしてい

ますので，スイッチの外部ポートをNICに見立て，複数の

CPU Bladeを1つのサブネットに束ねることもできますし，

tag VLAN機能により1つのCPU Bladeを複数のサブネッ

トに接続することも可能です。

さらに，本スイッチではManagement VLAN機能によ

り，管理用パケット（SNMP，IPMI，DHCPパケットの一

部）をサービス用VLANから分離することが可能です。ま

た通常のパケットはサービス用VLANとManagement

VLANの間を行き来できませんので，Management VLAN

を裏口として悪意のある第三者に利用される心配もありま

せん。

このスイッチにはさらに，KVMスイッチ機能，COMス

イッチ機能が内蔵されています。LAN信号と同様，各CPU

Bladeから出力された信号はBP経由で本スイッチに接続さ

れ，集約されて収納ユニットのコネクタから外部に出力さ

れます。このため，各々のサーバからばらばらにケーブル

を引き出す場合に比べ大幅にケーブル本数を節約すること

が可能です。たとえば，20台のサーバからVideo（1），KB

（1），MS（1），LAN（2），COM（1），電源（2）を出力す

ると合計160本のケーブルの束になりますが，本スイッチ

の集約機能により1/20の8本に集約することが可能になり

ます。

3．既在設置環境への順応性

第1章で述べたとおり，サーバの消費電力は，CPUの世

代を重ねるごとに増加の一途を辿っています。ブレードサ

ーバは汎用ラックマウントサーバよりも実装密度が高い分，

CPUの消費電力増加の影響はより深刻です。一方サーバを

設置するマシン室の環境は建物および付帯設備に依存する

ため大きく変えることは難しく，限られたスペース・電力

のなかで増大する処理能力の要求に対応する必要がありま

す。この問題を解決するためには，消費電力を大幅に抑え

たサーバが必要となります。

Express5800/110Ba-e3は，1台あたりの消費電力が25W

と，一般的なサーバの1/5～1/10という省電力を実現して

います。3U収納ユニットに20台の110Ba-e3を搭載しても，

総消費電力は600Wに抑えられます。1Uあたりの電力は

200Wと1Uサーバの電力にほぼ等しくなり，従来使われて

いたマシン室の電力設備・冷却設備を大きく変えることな

く継承することが可能です。一般的なデータセンターのマ

シン室では，ラックあたりの電力を9KW～12KWに制限

しているケースが多く見られますが，この装置を42Uラッ

クにフル搭載した場合の総電力は8.4KWに抑えられ，この

制限をクリアし，既存のデータセンター環境においても高

CPU性能を必要とする用途にも最適です。

Express5800/110Ba-m3の消費電力は-e3に比べると若干

増加していますが，あえてExpress5800/110Ba-e3×2台分

のスペースを使うことで，筐体あたり600W以下という製

品の特長を損なうことなく，拡張性と高密度のバランスを

お客様の都合に合わせて組み合わせることが可能になって

います。

この製品の主な用途は企業の部門サーバで，筐体あたり

600W以下という省電力を生かし，事務所に設置すること

も可能です。またサーバに専門の管理者を配置できないよ

うなケースでも，内蔵HDDをRaid1に構成することで，

HDDの障害による不意のサービス停止を回避し，運用を継

続することができます。

2.4 3U収納ユニット（110Ba-e3用）

Express5800/110Ba-e3を最大20枚実装可能な3U収納ユ

ニットは，高可用性を重視した設計になっています。各ブ

レードに共通するコンポーネント（電源，ファン，スイッ

チ）はいずれも活線挿抜が可能です（写真4参照）。冗長構

成を取ることで，万が一コンポーネントの1つが壊れても，

サーバの運用を止めずに修理をすることができます。また

将来，各コンポーネント間を接続するバックプレーン（BP）

を交換する場合も，ラックから収納ユニットを降ろすこと

なくBPを交換できるよう，収納ユニットが二重化構造と

なっています。

3U収納ユニット（110Ba-e3用）には，高機能インテリジ

ェントL2スイッチ（以下単にスイッチと呼ぶ）を2基搭載

することができます。外観を写真5に示します。各CPU

写真4 3U収納ユニット（110Ba-e3用）
Photo 4 Blade chassis（3U）for 110Ba-e3.

写真5 高機能インテリジェントL2スイッチ
Photo 5 Intelligent L2 switch.
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内部からの侵入や，セキュリティレベルの低いサーバを踏

み台にしたバックドアとして悪用される恐れがあり，必ず

しも良い方法とはいえません。裏口となりうる管理用ネッ

トワークを完全になくし，サービス系ネットワークに管理

用パケットも流すという考え方もありますが，サービス系

ネットワークがダウンした場合にはローカルにサーバを操

作する以外に手段が無くなり，効率化という観点からは逆

行することになります。

Express5800/110Ba-e3専用の高機能インテリジェント

L2スイッチには，Management系LANとサービス系LAN

を分離するための手段として，Management VLAN機能を

サポートしています。Management VLANとは，管理用パ

ケットをサービス系ネットワークから自動的に分離する機

能です。具体的にはSNMP，IPMI，DHCPパケットの一部

を自動的にManagement VLANに転送することができま

す。

さらに究極の管理方法はLANを使わずにサーバを遠隔管

理する手段を持つことです。Express5800/110Ba-e3では，

シリアルインタフェースを収納ユニットで集約し，外部に

出力しています。このコネクタにモデムなどを接続するこ

とで，LAN環境とは完全に分離したセキュアな管理用ネッ

トワークを構成することができます。シリアルポートは

LANとは異なり，1台のサーバを乗っ取られても，シリア

ルポート経由で他のサーバにログインすることはできない

からです。

このような安全策を講じても，SNMPを使ったネットワ

ーク監視のように，LANを使わざるを得ない場面は少なか

らずあります。このような場合は監視系のみをネットワー

ク経由とし，ネットワーク経由のサーバのコントロールを

禁止する設定にします。監視系で異常を見つけた場合はシ

リアル経由で目的のサーバないしはスイッチにログインし，

適切な対策を講ずるという方法でネットワークの安全性を

高めることができます。

5．おわりに

以上，高性能型ブレードサーバExpress5800/120Ba-4，

高密度型の新世代ブレードサーバExpress5800/110Ba-e3の

開発の背景，特長と開発の狙いについて説明しました。NEC

はこの製品によって従来型サーバが抱える課題を解決し，

新しい市場を開拓する推進力とする所存です。

＊ Xeon，Pentiumは，米国Intel Corporationの登録商標，または商標です。

密度実装を実現可能です。

次に，重量も重要なファクターです。限られたスペース

に多数のサーバを集積するために，ラックにサーバを搭載

するケースが増えていますが，搭載密度が上がるに連れ，

重量が建物の床荷重を超えてしまうケースが出てきます。

一般的な事務所では300kg/m2，マシン室でも500kg/m2と

いう床荷重が一般的です。この床荷重制限以内で，かつラ

ックにフル搭載可能な装置の重量は1Uあたり14～15kgが

限界です。図に事務所設置，マシン室設置それぞれの場合

のラック設置平面図と，荷重計算結果を示します。

Express5800/110Ba-e3は収納ユニットにフル搭載した場

合の重量が41.5kg，1Uあたりに換算して13.8kgと軽量化

に配慮した設計になっており，制限の厳しい設置環境も余

裕を持ってクリアすることができます。

サーバが設置される19”ラックは，近年奥行き1mで，

扉に通風性の良いメッシュ扉を採用したものが主流になっ

ています。一方データセンターでは通信機器用の奥行き

90cm，幅80cmの密閉型ラックにサーバを設置するケース

が多く見られます。これらのケースではラック内の通風お

よびケーブルエリア確保のために，装置の奥行きは70cm以

下とする必要があります。Express5800/110Ba-e3は，収納

ユニットの奥行きを68cmに抑えており，サーバからの発

熱量が少ないことと合わせ，条件の厳しい設置環境にも柔

軟に対応できる仕様となっています。

4．セキュリティの確保

ネットワークのセキュリティ確保と，ネットワークを経

由したサーバ管理の効率化を両立させることは，近年のサ

ーバ構築の重要なテーマです。一般的にはサービス系と管

理系のネットワークを物理的に分離させ，サービス系ネッ

トワークはファイヤウォールなどでインターネットからの

脅威に対してガードを固める一方，限られた管理者のみが

アクセスできる管理用ネットワークを通じてサーバをメン

テナンスするという形態が一般的です。ただしこの方法は，

図　ラック設置平面図
Fig. Rack setting floor design.
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