2001年5月18日，4社共同技術検証プロジェクト
「MOCHA」
が最終報告書を完成した。このプロジェクトはイー
エムシージャパンと日本ユニシス，プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント，そしてマイクロソフト
が共同で進めていたもの。ES7000とWindows® 2000 Datacenter Server，EMC製品を組み合わせたシステ
ム上でSAP R/3を稼動させるための技術検証を実機レベルで行うことで，最新テクノロジーを活用した基幹系ソ
リューションをスピーディに提供することが目的である。ここではこのプロジェクトの概要について紹介する。
基幹系システム構築の常識が，いま大

center Serverの登場は，このような流れ

製品を組み合わせた事例も増えつつある。
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ドウェアの構成も極めて重要になるが，

ウェアの価格が極めて安価である上，一

転換 が起こっている背景には，

ハードウェア認定プログラムによってこ
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Windowsシステムの高性能化と高信頼化
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用できるため運用も容易になるからだ。

が急速に進んだことが挙げられる。

駕する信頼性の獲得に成功したのだ。
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基幹系システムの新時代を象徴する
®

Windows ＋EMC＋SAPの組み合わせ
®

な安定性を実現していたが，性能面やス
ケーラビリティという面ではまだUNIX
システムに一歩譲らざるを得ない状況
だった。しかしインテルCPUの高性能化
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