
「ブレードサーバに関する需要分析調査
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６．今後の活用領域
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調査目的

2002年に国内市場に登場し、ほぼ３年が経過したブレードサーバは、その導入

領域が拡大し、2004年ではPCサーバーの出荷額の4-5%、 2006年には10%程度

に拡大すると予測されている。 2004年時点での、ブレードサーバのメリット・デメ

リットに対するユーザー評価および、今後の導入拡大に対する、ユーザ要件、

要望を調査する事により、ブレードサーバが、今後、サーバ市場のどの分野で

どのように活用されていくかの分析を行う。

　　　　　　　　　　　調査のポイント

ブレードサーバが既存サーバー市場に与える影響は？

導入が拡大する領域は？

省スペース性、省電力、管理の容易さなどに対する評価は？

今後の課題は？

１
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調査内容(1)

対象：

　　既導入ユーザ２０件、未導入ユーザ８件に対し、ヒアリング

　　（情報システムマネージャまたは同スタッフ）

期間：

　　２００５年１月～３月

　　（事前調査として、２００４年１２月にベンダ各社に製品トレンドをヒアリング）

主な分析項目：

　　１．ブレードサーバ導入状況

　　　　（プラットフォーム設計の考え方、解消課題・目的、用途、置換状況等）

　　２．ブレードサーバ需要領域の拡大予想

　　　　（システム領域別での導入可能性、条件等、置換対象等）

　　３．ブレードサーバの価値意識及び評価・導入条件

　　　　（既存･新規導入時の検討重視項目、各種評価、要望）

２
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①ブレードサーバ導入ユーザ･･･計 20 件 

ユーザプロフィール ユーザプロフィール 
区分 No.

業種 従業員数 
区分 No. 

業種 従業員数 

１ ＩＤＣ事業（Ａ） 5,000 名以上 11   公共・教育機関（自治体 A） 5,000 名以上 
２ ＩＤＣ事業（Ｂ） 5,000 名以上 12  公共・教育機関（独立行政法人） 1,000 名未満 
３ ＩＤＣ事業（Ｃ） 5,000 名未満 13  公共・教育機関（私立大学） 1,000 名未満 
４ ＩＤＣ事業（Ｄ） 1,000 名未満 14  建設業（Ａ） 1,000 名未満 
５ ＩＤＣ事業（Ｅ） 1,000 名未満 15  建設業（Ｂ） 5,000 名未満 

ホ
ス
テ
ィ
ン
グ 

６ ＩＳＰ事業(a) 5,000 名以上 16  製造業（Ｂ） 5,000 名以上 
７ 製造業（Ａ） 5,000 名未満 17  流通・小売業（Ａ） 5,000 名以上 
８ 不動産販売 5,000 名未満 18 流通・小売業（Ｂ） 5,000 名未満 
９ ＡＳＰ事業 1,000 名未満 19 運輸業 5,000 名以上 

ハ
ウ
ジ
ン
グ 10 ＭＲＯ事業 1,000 名未満 

自
社
管
理 

20 ﾚﾝﾀﾙ・ﾘｰｽ業 1,000 名未満 

②ブレードサーバ未導入ユーザ
．．．．．．

･･･計 8 件 
ユーザプロフィール ユーザプロフィール 

区分 No. 
業種 従業員数 

区分 No. 
業種 従業員数 

１ ＩＳＰ事業(b) 5,000 名以上 ５ 製造（Ｄ） 1,000 名未満ホステ

ィング ２ ＩＤＣ事業（Ｆ） 1,000 名未満 ６ 金融機関(銀行) 5,000 名未満

３ 公共・教育機関（自治体Ｂ） 5,000 名以上 ７ 流通・小売業（Ｃ） 1,000 名未満自社

管理 ４ 製造（Ｃ） 5,000 名以上

自
社
管
理 

８ 出版・印刷業 1,000 名未満

 

調査内容(2)

調査対象ユーザのプロファイル

２
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調査結果の分析(1)

 ◎ブレードサーバの導入領域に関する傾向 

ブレードサーバ導入ポジション サーバ 
運用区分 基本活用領域視点 位置付け視点 情報系での活用視点 

ホスティン

グ 
事業者 

・専有ホスティングでは情報系用途が

主。処理系用途は若干 

・共有基盤はエッジ系用途が主 

・大半はバックエンド～公開系まで

広く利用 

・処理系基盤用途では公開系は無 

・専有ホスティング用途で情報系

活用例が多いが、その場合3階

層が大半で、全てブレード 

ハウジング 
ユーザ 

・基本的に多様だが、ASP や一部業務

基盤のみの構築ではエッジ系が主 

・但し分散→集中への移行機会にハウ

ジングする場合は複数の活用領域に

跨り、特定し難い傾向 

・該当４件とも多様に分かれてお

り、、バックエンド～HPC 用途まで

幅広い位置づけでブレードサー

バが利用されている 

 

・情報系単独ではなく、他の基本

活用領域をも含めた利用形態

で導入されるケースが多い。そ

の際 3 階層が多く、少なくとも

Tier２、３までブレードを使用 

自社管理 
ユーザ 

・過半数は情報系での利用 

・処理系で利用するケースは公共・教育

機関等の特殊計算用途（HPC）の他、

一部小売業の売上データ処理程度 

・フロント系での位置付けとしている

ケースが比較的多く、ある程度の

基盤領域には利用されている感。

・逆に公開系の位置づけは少ない 

・情報系でブレードサーバを使用

しているケースはほぼ半数だ

が、多くは１～2 階層であり、3

階層を採用しているケースは少

⇒基本活用領域では意外に処理系での活用が認められ、ＨＰＣ以外でも生産管理や発注処理関連で事例がある。 

⇒位置付けに視点では、特に自社管理ユーザの公開系用途利用が極めて少ない傾向が顕著。 

⇒情報系での活用視点では、IDCを利用するケースで多階層化が進み、その場合大半がTier１～３サーバに使用。 

３
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調査結果の分析(2)

◎ブレードサーバ導入環境及び仕様 
ブレードサーバ導入環境 サーバ 

運用区分 
サーバＯＳ別視点 サーバ形態別視点 

ブレードサーバ仕様視点 

ホスティング 
事業者 

・大半は Open 系 OS(UNIX、Linux、

Windows)のいずれかに偏重 

・MF/OC は一部専有ホスティング基盤

で認められる程度 

・大半はラック型が8 割以上の台数構

成比を占める。一件のみ共有基盤

向けでブレード型が過半数を占め

るケースがある 

[OS]：大半はLinux を使用 

［CPU］：Xeon、Pentiumが半々程

度であり、まだ初期型を稼働さ

せているケースも多い 

ハウジング 
ユーザ 

・全て Open 系 OS(UNIX、Linux、Win―

dows)だが、特にWindows は各ユーザ

とも使用 

・ラック型とブレード型共に、過半数を

占めるユーザは半々となっており、

省スペース性 

[OS]：Linux、Windows は半  々

［CPU］：全て Xeon１～2way を使

用し、導入時期も新しい傾向 

自社管理 
ユーザ 

・殆どのユーザが WindowsOS を過半数

で利用。唯一、HPC 系で Linux の利

用が認められる 

・HPC や処理系、シンクライアント用

途等でブレード型利用が多いが、

現状はラック型の利用が目立つ 

[OS]：Windows 使用率が高い 

［CPU］：Xeon、Pentium が大半。

ただHPCはPower 等もある 

⇒ブレードサーバOSは、ホスティング基盤向け（大半がLinux）と自社管理ユーザ向け（大半がWindows）とのコン

トラストが明確だが、これはホスティング事業者のコスト削減志向と自社管理ユーザの技術リソースが要因。 

⇒CPUはホスティング事業者の方がむしろ初期段階での導入が多いこともありPentium仕様のケースが多い感。また、

HPCなどの利用ではPower、Opteronなどが実数計算用途で伸びる傾向も伺える。 

３
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調査結果の分析(3)

ブレードサーバ導入ユーザの導入背景 
管理

区分 主なコメント 主要要素 

ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
事
業
者 

・以前より①自己修復機能等による可用性向上、②（早期投資コスト回収を企図した）導入コスト削減③運

用合理化（メンテナンス性向上、人的コスト削減）の 3 点を一貫し追求 

・運用コストを考慮するとベンダは不問も、極力 OS、SW、機種、CPU 等は統一したい 

・以前のサーバ 2 台でのホスティング基盤から保守・拡張性が悪くラック型サーバ 20 台に分散再構築し

た。しかし、電力、発熱対策問題と保守性維持と電力、省スペース性要求が増大 

・ホスティング課金は CPU 能力、ディスク容量で決まる為、高密度設計のサーバはメリット有 

・現状は専有基盤が中心だが、リソース利用の効率化からバックエンドは極力共有したい。 

○可用性向上 

○投入コスト早期回収 

○サーバ仕様の統一 

○電力、発熱対策 

○保守性維持 

○省スペース性増大 

○課金上、高密度志向 

○バックエンドの共有 

ハ
ウ
ジ
ン
グ
ユ
ー
ザ 

・以前各支店に C/S を構築も、コストを含め運用面での負担が増大。そこで、IP-VPN で IDC にハウジング

し分散から集中にシフトしコスト削減。今後はホストも４、５年先にＭＦを無くす。 

・帯域幅は本社支店間で 100Mbps になり、シンクライアント端末を使用。 

・95 年にＣ/Ｓ、97 年に Web 化。当初は帯域幅不足でリスク対応上サーバを分散配置。しかし改修で複雑

化し管理負担増大し全国５００ヶ所の事務所との連携も必要で、仲介業務の 1/3 が I・ネットで初期商談

を行う為、回線変更し特定 NW 網を介し、IDC にサーバを集中。 

・将来、建設業者がある程度整理され約 55 万社→20 万社程度になった時点で、ＡＳＰとして販売管理シ

ステム提供を本格化する。そこで低料金化する為、ハウジングコスト削減が必要。 

○C／S から集中化 

○シンクライアント化 

○BtoC 基盤強化 

○ハウジング費用削減 

自
社
管
理
ユ
ー
ザ 

・以前は庁内各部門内にサーバ分散も、ＮＷ管理やセキュリティ、設置スペース、運用効率の低下等々が

問題化し、ＩＳ部門が集中的に管理、投資判断している。なお集中管理によるスケールメリットも重視。 

・元来 EUC の考え方でサーバを分散配置し各部門で管理。ただ①セキュリティ問題、②運用、管理面で

集中化し効率化、③省スペース化④ホスト→PC サーバ系移行で同一スペースの CPU パワー必要に。

・流体解析用で新規構築も予算が予め決まっており、ベンチマークが最速で使い勝手等を勘案。 

・各店舗にサーバを分散配置させてはメンテナンス性の面で負担が大きく、やはり本社で一元管理するこ

とが望ましく、当初よりこの発想で PF を設計。 

○IS 部門が集中管理 

○スペース当りの CPU

パワー向上 

○予算内での CPU パ

ワーと使い勝手 

 

３
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調査結果の分析(4)

ブレードサーバ導入済みユーザの導入目的  
管理

区分 主なコメント  主要要素  

ホ
ス
テ
ィ
ン
グ
事
業
者 

・テスト的に導入。狙いは①集約効果、②配線整頓、③ゆくゆくはグリッド化、④更にＮＡＳ、ＳＡＮブートも

行うというもの。 

・サーバ統合によるラック当りの消費電力抑制課題が大きな要因。ラック型は PentiumⅢ×1 でも３Ａ必要

だが、ブレードサーバは２シャーシでも最大３０Ａ×２で済む。（現テスト中のハイエンドブレードサーバ

は１シャーシ 48V だが、HDD の次に故障し易い DC から AC への整流器がなく可用性が高い点も評価）

・新サービス事業向けで、当時、偶然ブレードサーバの方が、同等仕様のハイエンドの 1U ラック型サーバ

より安価な見積だったので導入。ハイエンド 1U ラック型と比較した理由は①２Ｕのラック型サーバはスペ

ース効率が悪い②１Ｕサーバでもローエンドはスロット数が少なくＨＢＡや Switch が入らない。 

・目的は、①本番サーバ（４台）での予備機共用。（１：４のＳＡＮブート採用で、クラスタ SW や 1 対 1 の予

備機が不要で高信頼基盤を実現）②高信頼性なＳＡＮでディスクＩ／Ｏ向上③省スペース、の 3 点。 

○集約効果  

○配線整頓  

○グリッド化への布石  

○ ブ ー ト 方 式 に よ る 冗

長性向上  

○消費電力対策  

○可用性向上  

○ コストパ フォーマンス

評価  

○共用予備機確保  

ハ
ウ
ジ
ン
グ
ユ
ー
ザ 

・基盤を IDC に移設した際に①3 階層で CPU の増設を容易にし柔構造化する②省スペース化し IDC 利

用コスト削減を行うといった課題解消視点から、連結会計及び電子ファイリングシステムを集約し、更に

シンクライアント化を実施すべく導入。 

・ハウジング時に①可用性の向上（シャーシ間クラスタリングによる冗長性確保）②運用管理コスト削減（ハ

ウジングする為、省スペース性向上で実現）を企図 

・①当初ＨＰＣのシミュレーション向上には、某ベンダは数千万円必要と見積られたが予算がない②算出

したものを他のシステムにＪｏｂ連動したい③グリッド化して計算能力を上げたい、という 3 点の望みから 

○CPU 増設容易化  

○ IDC 利用コスト削減  

○シンクライアント集約  

○可用性向上  

○運用管理コスト削減  

○コストパフォーマンス  

自
社
管
理
ユ
ー
ザ 

・①省スペース性（各部門分散サーバ統合が別途ある為マシン室の余剰空間は余りなく、高密度設計サ

ーバが必要）②電源（ラック型は電源が個別に必要で、口数が多く運用、工事でコスト負担大）を考慮 

・各部門にシステム開発をさせない方針の下、庁内システム運用・開発をＩＳ部門の管理下に置く旨を決定

したので、試金石として「限定空間」「発熱対処」「電力対応」の３課題に対する解決策が望まれていた 

・ＨＰＣは、必然的に増えるノード数による Switch 数抑制が省スペース性よりもコスト削減上効果的。 

・Ｂ２Ｃメール サーバ用途利用なので、顧客とのコミュニケーション増加を前提に、①スケールアウトによる

拡張性②、①に伴う省スペース性確保③、①に伴う運用・管理効率化、を重視。 

・①1U サーバを追加導入した為、本社マシンルーム内の配線管理が大変。②タワー型とラック型サーバ

の RPL では、バックエンド系でもあり、特に可用性向上も目指しクラスタ化が容易に行える点も要因。 

○省スペース性  

○電源の効率利用  

○発熱対応  

○電力対応  

○NW コスト抑制  

○拡張性  

○運用管理効率化  

○可用性向上  

 

３
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調査結果の分析(5)

●主な傾向として以下の点が抽出できる。
○導入条件としてのコスト検討は、特に同等仕様のラック型サーバとの比較で行うケースが多い。
　○イニシャルコストは必ずしも同等仕様のラック型サーバより安価である必要はない。
　　→アウトソースに於けるラックの増設コストや運用管理面等のランニングコストでペイするとの認識
　　→HPCなどではコストパフォーマンスの向上が認められれば、絶対額が多少上がっても許容できる

　○但し稟議上の問題から同等仕様のラック型サーバと価格的に同等以下でなければ導入困難なケースもある
　○その他、コスト以外に導入条件を強く求めるケースなども多少見受けられる。
⇒基本的にはコストはイニシャルとランニングが表裏一体であり、TCOとしての効用を重視している。

　導入のポイント１：導入･運用コスト

未導入ユーザでもブレードサーバの認知は高まっており、焦点は「コスト」導入・未導入視点

処理系は「処理性能」、複合系は「省スペース性」「拡張･交換性」を重視導入基本領域視点

コスト面を除くと、公共･教育機関の「省電力」、金融、建設・製造の「保守容易性」「管理機能性」重視傾向がやや顕
著業種別視点

①運用管理コスト②導入コスト③保守容易性／サーバ保守対応は若干重視自社管理ユーザ

①運用管理コスト②導入コスト③信頼性／管理面はIDCに任せる為、重視せずハウジングユーザ

①運用管理コスト②導入コスト③管理機能性／初期に比べコスト面重視
ホスティング事業者

サーバ
運用
視点

主な重視項目ユーザ区分

　導入要因の全体傾向

３
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◎処理性能への条件は先の信頼性以上に多様な意見が伺えるが、強いて傾向を示すと次の様になる。
　サーバ管理区分別傾向
　→ホスティング事業者は大規模基幹システムを提供するケースは稀で、8way以上の処理性能を要求するコメントはない。た

だCPU数よりSMP機能の柔軟性を評価するコメントは共有基盤効率化観点から注目される

　基本（活用）領域別傾向
　→処理系が最もパワーが要求されるが、8wayまでで十分というのが多くの見解。ただＣＰＵ数を増やすとSWライセンス料の

問題が顕在化するので、その点を懸念する声もあり条件は一様にはならない模様。
⇒現状はユーザの大半はスケールアウト志向であり、特に処理性能がネックになることはない。

　導入のポイント３：処理性能

調査結果の分析(6)

　導入のポイント２：信頼性･可用性

●２つの視点で傾向を抽出。

　サーバ管理区分別傾向

　→ホスティング事業者は可用性自体が差別化に直結する為、予備機を含め低コストでの２重化実現を求める

　→ハウジングユーザは概ね運用管理面を委託している為、特にシビアなレベルでの条件は出さない感

　→自社管理ユーザはスキル面で不安がある分、ホスティング事業者以上に可用性及び管理機能を求める

基本（活用）領域別傾向

　→処理系では極端な回答としてホスト並みの99.999%を求める例もあるがシステム全体で99.99％程度は必要

　→情報系はTier１、２サーバならラック型サーバレベルでよいが、Tier３(RDB)ではシャーシ間クラスタ等必要

　→エッジ系は99.9%程度又は年間1回程度の障害発生率なら許容できるとのコメント

　→HPC系は特にミッションクリティカルということではなく、コストを掛けた高信頼性は要求されず

⇒特にホスティング事業者及び自社管理ユーザの処理系及び情報系Tier３用途では可用性を重視。

３
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システムの概要

３０００台規模の１Ｕサーバーをコンテンツ配信に使用。一部の更改、増設として

ブレードサーバーを選定。５０シャーシ１０００ブレードのWebサーバおよび、

　２シャーシ１０ブレード程度のＡＰサーバ・ＤＢサーバで構築。(ＵＮＩＸ→Ｌｉｎｕｘ）

選定時の要因とブレード・サーバーに対する評価

１Ｕサーバのケーブル配線・管理が負担で、ブレードサーバを高く評価。

省スペース性を評価。内蔵スイッチによる配線負担の軽減も評価。

旧サーバのＨ／Ｗ、ＯＳ費用の合計に対し、約６倍のコストパフォーマンス。

利用後の評価と要望

期待どうりのＴＣＯ削減を達成。

ＨＤＤおよび、ファンの故障率が高い。

CPUは1-2wayで十分、今後はEMT64, Opteronに期待。

エッジサーバ用のブレードも重点を置いて欲しい。ディスク関連の改善を要望。

ユーザー事例(1)

　ISP事業者：コンテンツ配信サーバの更新（２００３年）

事例①

４
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システムの概要

サーバースペック不足による、システム更改時にブレードサーバを採用

１シャーシ５ブレード（Unix + Windows 2000 → Windows 2000, Xeon)

選定時の要因とブレード・サーバーに対する評価

SANブート＋予備 ブレードによる４：１の予備機共用。（コストも評価）

SANストレージの信頼性および、性能向上も重視。

省スペース。（旧サーバ３台は、タワー型）

利用後の評価と要望

　保守管理の容易性向上。

　予備機共用による、障害対応コストの削減に効果。

　共通部分のよる、障害時の影響範囲に改善を期待。

　1-4wayのバリエーションと、マルチＯＳを期待。

ユーザー事例(2)

　ＩＤＣ事業者：ハウジング顧客の生産管理システム更改（２００４年）

事例③

４
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システムの概要

拠点に分散していた情報系バックエンドサーバ（処理系サーバ連携有）の更改統合と、

新規導入のエッジ系サービスをブレードで実現。

バックエンド： １シャーシ１５ブレード（Windows NT →Windows 2003, Xeon, 2004年)
フロント　　 ： １シャーシ８ブレード（Windows NT（試行）→Windows 2000, Xeon, 2002年)

選定時の要因とブレード・サーバーに対する評価

1Uサーバに対する、配線処理、管理の容易さ、省スペースを評価。

予備ブレードによる、障害時対応を含めた、クラスター構成時の柔軟性を評価。

利用後の評価と要望

　８ブレード以上で、１Ｕサーバに対し、ＴＣＯで優位。

　個々のサーバの信頼性に対してはまだ、不満。

　クラスター機能、ＳＡＮブート機能が未成熟で、改善が必要。

　CPUは、1-2wayで十分。

製品の継続提供を５年間は行って欲しい。サポートの質的向上も必要。

ユーザー事例(3)

　製造業：情報系サーバの更改とフロント系サーバの追加導入（２００２－４年）

事例⑨

４
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システムの概要

研究プロジェクトの基盤となる、計算サーバで、流体解析などで使用。

２ラック９シャーシ１２６ブレード（Linux, Power 2 way）および、NAS。

選定時の要因とブレード・サーバーに対する評価

　ネットワーク・コスト（計算ノード間）の削減効果を評価。

一定予算内でのベンチマークによる、コスト・パフォーマンスと使い勝手。

ブレードによる、ＨＰＣクラスターの先進性と大学としてのＰＲ効果も考慮。

利用後の評価と要望

OSや、APのコンパイルなど、こなれていない部分があり、まだ、性能が

体感できていない。ランニングコストなど、評価しきれていない部分がある。

今後も計算コストを重視。ブレードは1-2wayでも良い。Opteronに期待。

　ノイズ軽減が必要。S/W（OS, 並列処理）が枯れていなく、改善が必要。

ユーザー事例(4)

　私立大学：計算サーバの新規導入（２００４年）

事例⑭

４
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システムの概要

郵便物集計の庁内向けサービスと、地質情報ＤＢその他の外向けサービスに使用。

１シャーシ１０ブレードｘ２システム（Windows2000, Pentium)のWeb系システム。

選定時の要因とブレード・サーバーに対する評価

分散配置から、庁内統合、集中管理にＩＳ施策を変更。

省スペース性を評価。（マシンルームの余剰スペースが少ない）

電源まわりの取り扱いも評価。（コスト評価にも繋がる）

スケールメリットも指向。

利用後の評価と要望

トータル・コストでのＴＣＯが削減しているわけでは無い。

製品の継続提供を５年間は行って欲しい。(交換時に既に製品在庫無し）

ベンダー間の互換性。最低、同一ベンダーでの互換性が今後の導入には必須。

　ブレード自体は1-2way, 32bitでも十分。ラック重量500Kg以下が必要。

ユーザー事例(5)

　自治体：処理系・情報系・エッジ系の統合システムの新規導入（２００２年）

事例⑮

４
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１Ｕラックサーバとのランニングコスト込みのＴＣＯ削減がポイントになる。

今後はソフトウェアライセンス料金とのバランスもポイントになってくる

　　と思われる。

　ＴＣＯ

今後の課題とユーザ要望(1)

　信頼性・可用性

HDD、ファンの故障率に対する、改善要望が多い。

共用部分にからんだ、障害影響度に対する改善および、漠然とした

　　不安感の払拭が必要。

ユーザは、予備ブレードなどを使用したローコストの可用性構成を

　　指向している一方、シャーシ間クラスターなど、高度な要求も。

５
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殆どのユーザで、1-2wayで十分、 多くても4wayが要望。

64bit CPU、マルチOSサポートの期待値が高い。

HDDに対するI/O性能の改善を要望。（ATAだけでは不満）

Network装置(SAN含む）、ディスク装置のブレード化も期待。

　ハードウェア機能

今後の課題とユーザ要望(2)

　ソフトウェア機能

シャーシ（ラック）全体に対する運用管理機能に期待。

ソフトウェア課金体系に対する要望が多い。

SANブート、プロビジョニングの今後に期待。

５
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高密度実装により、ラックあたりの電源容量と重量の問題が顕在化。
　　さらなる省電力化、軽量化に期待。

最低５年間のプロダクトライフが、今後の必須用件。
ＰＣレベルのサポート体制では受け入れられない。

　その他、全般

今後の課題とユーザ要望(3)５
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今後の活用領域

《ブレードサーバのポテンシャリティに関する予測》 

市場ポジション⇒ 
タワー型、ラック型

に次ぐ第 3 のサーバ

的位置付け 

ラック型サーバの代

替機として徐々に伸

張 

ラック型サーバのリ

プレース機としてウ

ェイトを高める 

タワー型との棲み分

けが定着 

主要導入領域⇒ 

○エッジ系 

○HPC系 

○エッジ系 

○HPC系 

○情報系 

○エッジ系 

○HPC系 

○情報系 

○基幹系サブ 

○エッジ系 

○HPC系 

○情報系 

○基幹系サブ～コア 

設計志向性⇒ 
○高密度設計重視 ○高密度設計重視 

○一部で性能重視 

○高密度～高性能の

バリエーション 

要求顕在化 

○高性能・高機能へ

の深化要求 

特定用途に対する 
期待⇒ 

    

タイムスケジュール 2002～2003 年 2004～2005 年 2006～2007 年 2008 年以降～ 

 

エッジ系サーバ／情報系・APサーバ集約用途 

ユーティリティコンピューティング用途 

グリッドコンピューティング／シンクライアントサーバ用途 

６



ご清聴、ありがとうございました。

■ 今回使用した報告書
　　「ブレードサーバに関する需要分析調査(05-計-6)」 平成17年5月

■ 報告書の入手方法
　以下のJEITAホームページから購入することができます。

　また､CEATEC JAPAN2005展示会場の主催者出版物販売コーナでも頒布しています。

　　http://www.jeita.or.jp/japanese/public/list/list.asp?cateid=6

　報告書購入に関するお問合せ先
　(社)電子情報技術産業協会 サービスセンター
　TEL：03-3518-6422　FAX：03-3295-8722　


