PXE/iSCSI BOOT

iSCSI 統合型ネットワークブート方式シンクライアント構築ツール

DT Flex Management Server
DT Flex Client
標準的な Ethernet ネットワークアダプターを介して、 iSCSI ストレージより
物理 PC/ サーバ及び仮想化された PC/ サーバをブートすることが可能にな
ります。

■用途
・大学、専門学校
・小中学校
・オフィス PC/ ワークステーション
・パソコン教室、ネットカフェ
・エンタープライズ / データセンタサーバ
・インダストリアル組込み機器

■効果
・集中管理による管理工数の低減
・高速セキュアシンクライアントの実現
・低価格 IP SAN サーバブートの構築
・組込み機器のトータルストレージネット
の実現

* Manegement Server OS ：
Windows Server 2003/2008
Windows Vista Enterprise、 Windows XP Professional
RHEL Linux、 SLES Linux
* Client Server OS ：
Windows Server 2003 32-bit/x64, Standard or Enterprise,R2
Windows Storage Server(SP2)
Windows Server 2008 Standard or Enterprise,R2,Datacenter
* Client Disktop OS:
Windows ７、 Vista SP1 Enterprise、 XP Proffessional
RHEL Linux v5.2(or higher)、 SLES Linux v10.1(or higher)
● iSCSI ブート型クライアント集中管理によるコストおよび手間の大幅削減および新たなリダン
ダンシーやマイグレーション機能の追加が可能
● Microsoft にサーティファイされている iSCSI SAN からのブート、 クラッシュダンプに対する
サポート
● シングルイメージ iSCSI ブートからの複数 PC/ サーバ起動時におけるホスト側環境の維持
。 ブートデバイスの変更内容はキャッシュメモリ , ローカルディスク又は iSCSI 領域内に
保存されて再利用
● ディザスタ リカバリ所要時間の大幅短縮 ： 障害を受けたサイトにおける機能はリモートサ
イトにて短時間で復旧可能
● クライアント PC/ サーバの展開や目的変更の所要時間短縮
● ＰＣ／サーバに対する初期投資および展開コストの低減 ： ブート管理サーバと iSCSI ター
ゲットを一つのサーバに共有可能
● SAN 本来の特徴であるデータ管理機能 （バックアップ / リストア、 データ複製、 スナップ
ショット、 ミラーリング、 容量リサイジング等） をブートデバイスに拡張
● 強化されたコンパティビリティおよび既存のネットワークブート環境との容易なインテグレー
ション

DT Flex Storage Server
Windows ベースシステムに DT Storage Server ソフトをインストールするだけ
で iSCSI ストレージを構築できます。 Flex Management Server と一緒に利
用することにより、 シェアイメージブートを容易に構築する事が出来る iSCSI
ターゲット用ソフトウエアです。
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システム要件
＊ Windows Server 2003/2008 ,Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise
＊ .NET Framework v2.0
＊ MMC v3.0 update required for XP,2003(R1)
FLEX Management Server と同一ハードウエアに組み込み可能。
同一機種のクライアント PC/ サーバを一つの OS イメージで共有させたシェアイメージブー
トに対応 : シェアイメージはリードオンリーに設定されます。
Microsoft フェイルオーバークラスタリングに対応
Microsoft Hyper-V の VHD フォーマットに対応
マルチプルコネクション、 クラスタリングコネクションにも対応
OS イメージ領域とライトキャッシュ領域 ( 最大２TB) の LUN を分離可能
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■価格 ( 消費税別 )
￥１９８，０００．－
DT-FLEX サーバ・ライセンス
（DT-FLEX マネージメント、DT-FLEX ストレージのソフトウェアを含む )
￥１９，８００．－
DT-FLEX ディスクトップクライアント・ライセンス
￥８９，８００．－
DT-FLEX サーバクライアント・ライセンス
※1 年間のソフトウエアサポートが含まれます
※アカデミック割引、数量割引あります

追加年間サポート
￥４０，０００．－
DT-FLEX サーバ・ライセンス
（DT-FLEX マネージメント、DT-FLEX ストレージのソフトウェアを含む )
￥４，０００．－
DT-FLEX ディスクトップクライアント・ライセンス
￥１６，０００．－
DT-FLEX サーバクライアント・ライセンス
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