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コンサルティングサービス ポートフォリオ

「ITモダナイゼーション」で成長戦略を描く「ITモダナイゼーション」で成長戦略を描く

ソリューションガイド
Realize Your Digital Future 2019.10

×

初期費用を抑え、ITの投資対効果の最大化を図るお客様のトランスフォーメーションを支援
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ビジネススピード

仮想マシンが動く物理環境と
仮想化環境を一元管理
シンプルな運用で
TCOを削減

サーバーとストレージを統合
データ量増大に伴う運用課題を
解決

ネットワークの運用負荷を大幅
に削減
仮想マシン単位での強固なセキュ
リティ環境を構築

オンプレミスとクラウドの運用
管理を統合
ハイブリッドクラウドで競争力を
強化

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

サーバー仮想化
●Dell EMC PowerEdgeサーバー
●VMware vSphere

デスクトップ仮想化（VDI）
●DELL クライアント / Wyseシンクライアント
●VMware Horizon

データ保護ソリューション
●Dell EMC Data Protection Suite for VMware

ストレージ仮想化 /HCI
●VxRail
●vSAN Ready Node

ハイブリッドクラウド
●Dell Technologies Cloud
●VMware Cloud Foudation（VCF）

ネットワーク仮想化
●VMware NSX

アドバイス 実行計画
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DELL EMCのサービスポートフォリオにより実現するITライフサイクルの最適化

ProDeploy Plus – 導入・構築のパッケージサービス ProSupport Plus
 ■ 必要な要件のみを効率良くパッケージしたことでコストを抑制
 ■ 熟練のプロジェクトマネージャーがお客様との窓口を一本化
 ■ 作業時間も24時間365日お客様のご都合で選択可能
 ■ 導入後30日間の構成サポート

 ■ データ消去サービス
 ■ IT回収/リサイクルサービス
 ■ アセスメント（評価）サービス 

 ■ 実装および統合
 ■ 機器構築・設置・導入サービス
 ■ データ移行サービス 

 ■ サポートサービス
 ■ レジデンシーサービス（内製化支援、運用業務支援）
 ■ ヘルスチェックサービス

 ■ ワークショップ
 ■ アドバイザリサービス
 ■ 設計サービス（基本設計/運用設計）
 ■ アーキテクチャ定義

最適なタイミングで、最適なサービスを提供します。
日常業務のオペレーションやサポートの作業負荷を軽減し、
IT部門がビジネスを推進する戦略的なプロジェクトに
取り組むためのリソースを確保できるようにします。

 ■ ProSupport Plusの専用電話窓口
 ■ 障害コールはすべて24時間365日 国内拠点で対応
 ■ 選べるオンサイト対応時間（当日4時間もしくは翌日対応）
 ■ 専任のテクノロジーサービスマネージャ（TSM）をアサイン

お客様の初期費用を抑え、IT投資のキャッシュフローが最大限に有効活用されるよう、
リース・レンタル、ソフトウェアボリュームライセンス、さらにはストレージ容量に応じた
従量課金等、様々なファイナンスニーズにお応えします。例えば、VxRailを導入する際は、
「Flex on Demand」のご利用により、ストレージハードウェアへの事前払いは発生せ
ず、コミット頂く基本容量部分のみを毎月お支払い頂くことが可能です。また、基本容量
部分を超えた場合も、実際に利用した場合にのみ支払いが発生します。

Dell Technologies全般にわたる深い知識、豊富な実績とノウハウ、先進技術を駆使し、
プロジェクトの成果をいち早くビジネスの価値に変えるTime to Valueを促進します。

Dell Financial ServiceDell Technologiesコンサルティング

デジタル時代が進展する中、企業は顧客視点を重視し、パブリッククラウドやAI、
IoTなどを活用しイノベーションを創出する「攻めのIT」への取り組みを本格化させ
ています。このトレンドは不可逆であり、企業の持続的成長に欠かせない要素です。
その一方で、プライベートクラウド（オンプレミス）で稼働する基幹システムなど「守
りのIT」では効率化や省力化を図りながらしっかりと維持していくことが必要です。
またデジタル変革の推進に伴い、基幹システムにおけるレガシーからの脱却も急務
となっています。
「攻めのIT」と「守りのIT」を両立した上で、まだ見えていない顧客ニーズを見い出し
新たなサービスを創り出していくために、攻めと守りの両面を連携する“架け橋”と

なるのが、Dell Technologiesのハイブリッドクラウド戦略「Dell Technologies 
Cloud」です。ブライベートクラウドもパブリッククラウドも業界をリードする仮想
化ソフトウェアVMware vSphereをベースにすることで、一貫性のあるアーキテ
クチャのもとシステム移行性や運用性、セキュリティの向上を図り、インフラの違
いを意識することなくハイブリッドクラウドを利用できます。またDell EMCによ
るハードウェアとソフトウェアの国内一括サポートは次世代IT基盤に大きな安心
をもたらします。Dell EMCとVMwareが共有するハイブリッドクラウド戦略「Dell 
Technologies Cloud」は、デジタル時代を勝ち抜く企業の現在と将来の課題を解
決します。

ハードウェアに強みを持つDell EMCと、仮想化技術をリードするVMwareがタッグを組み、 
革新的ソリューションを提供

オンプレミス、パブリック/プライベート、エッジ、いずれの環境でも一貫性のあるアーキテクチャ、
運用、セキュリティでインフラの違いを意識することなく統合プラットフォームとして利用できる。
クラウドITインフラのトップブランド、Dell EMCとVMwareが融合することで実現する、
ハイブリッドクラウド戦略「Dell Technologies Cloud」。

Dell Technologiesの「ハイブリッドクラウド」ビジョン

クラウドの進化はここから。企業の未来とともに。クラウドの進化はここから。企業の未来とともに。
Dell CloudTechnologiesDell CloudTechnologies

VMwareが提唱するSDDC（Software Defined Datacenter、ソフトウェア定義デー
タセンター）は、サーバーだけでなくストレージ、ネットワーク、セキュリティ機能まで、
あらゆるリソースを統合し、データセンターをまるごと仮想化するという発想に基づい
たアプローチです。SDDCを採用したオンプレミス環境とパブリッククラウド環境を
選択することで、オンプレミスからクラウド、エッジまで、一貫性のあるインフラストラク
チャ、一貫性のある運用と自動化、一貫性のあるセキュリティを実現できます。またアー
キテクチャの一貫性は移行負荷も軽減します。「Dell Technologies Cloud」のベース
となるSDDCは、変化が激しく予測困難な時代のビジネスを支える基盤となります。

「安定稼働しているサービスやシステムはオンプレミスで稼働させ、仮想化により運用性や効率性を高めながら、
新しいサービスをパブリッククラウドで開発・展開することで、低リスクかつ迅速に新規ビジネスに参入していく。
そして成長領域にフォーカスし、ハイブリッドクラウドにより事業を拡大する」、
企業の成長戦略に合わせて ITモダナイゼーション・マップを描き、
“企業のあるべき ITインフラ像”に向けて前進することが重要です。

「Dell Technologies Cloud」のベースとなるSDDCが実現する一貫性

ハイブリッドクラウドの一貫性を支えるアーキテクチャ 
「SDDC」

変化が激しい時代を勝ち抜くために
Dell EMC×VMwareで ITモダナイゼーション !

ITモダナイゼーション・マップ

お客様のビジネス成長を支えるITモダナイゼーションを支援する
Dell EMCのサービスソリューション

– 保守のパッケージサービス

製品を熟知したエンジニアが、お客様環境を理解し対応。
これまでの経験からのベストプラクティスを提供します

ProSupport Plusは、各種レポートを活用するなど、
TSMが障害の発生そのものを抑える活動を提供します

•  インフラのマルチクラウド
化と運用モデル最適化

•  データセンター環境の最
新化と移行ビジネス

•  レジリエンス（BC/DR）の
計画と実装

ファイナンスリース
契約期間中、資産および減価償却費の
計上

レンタル/オペレーティング
リース
契約期間中、賃貸借処理、資産計上なし※

※税務・会計上の扱いを保証するものではあり
ません。ご契約にあたっては、事前に貴社会計監
査法人及び税理士にご確認ください。

Transformational License 
Agreement（TLA）
Simple TLA: 契約終了後、ライセン
ス使用権利はBAU（通常購入）により
付与
Term TLA: 契約期間中にのみライセ
ンス使用権利を付与

Pay As You Grow
ビジネスプランに即したステップペイ
メント

Provision and Pay
納品～ Service in まで、データ移行
期間の支払据置を設定可能

Ready Capacity
基本容量と従量容量を設定可能

Flex on Demand
最小で基本容量40％（HCI:60％）、期
間36ヶ月の設定可能
GB単価でのサービス契約

PRIVATE CLOUD PUBLIC CLOUD EDGE

•  クラウド ネイティブ アプ
リケーションとDevOpsモ
デルの計画と実装

•  既存アプリケーションのク
ラウド化推進

•  Big Data活用、 IoT 、データ分
析、およびプラットフォーム導入

•  VDIとエンド ユーザー コン
ピューティング環境の実現

•  デジタル ワークプレース
ポータルの実装

•  コミュニケーションとコラ
ボレーション環境の設計
および構築の計画と実装

企画・設計
フェーズ

ITライフ
サイクル

保守・運用
フェーズ

導入・構築
フェーズ

評価・
リサイクル
フェーズ

キャッシュフロー最大化のため
のファイナンシャルサービス

ボリュームソフトウェア
ライセンスソリューション

ストレージ容量の増減ニーズに対する
柔軟な従量容量課金制のソリューション
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DELL EMCのサービスポートフォリオにより実現するITライフサイクルの最適化

ProDeploy Plus – 導入・構築のパッケージサービス ProSupport Plus
 ■ 必要な要件のみを効率良くパッケージしたことでコストを抑制
 ■ 熟練のプロジェクトマネージャーがお客様との窓口を一本化
 ■ 作業時間も24時間365日お客様のご都合で選択可能
 ■ 導入後30日間の構成サポート

 ■ データ消去サービス
 ■ IT回収/リサイクルサービス
 ■ アセスメント（評価）サービス 

 ■ 実装および統合
 ■ 機器構築・設置・導入サービス
 ■ データ移行サービス 

 ■ サポートサービス
 ■ レジデンシーサービス（内製化支援、運用業務支援）
 ■ ヘルスチェックサービス

 ■ ワークショップ
 ■ アドバイザリサービス
 ■ 設計サービス（基本設計/運用設計）
 ■ アーキテクチャ定義

最適なタイミングで、最適なサービスを提供します。
日常業務のオペレーションやサポートの作業負荷を軽減し、
IT部門がビジネスを推進する戦略的なプロジェクトに
取り組むためのリソースを確保できるようにします。

 ■ ProSupport Plusの専用電話窓口
 ■ 障害コールはすべて24時間365日 国内拠点で対応
 ■ 選べるオンサイト対応時間（当日4時間もしくは翌日対応）
 ■ 専任のテクノロジーサービスマネージャ（TSM）をアサイン

お客様の初期費用を抑え、IT投資のキャッシュフローが最大限に有効活用されるよう、
リース・レンタル、ソフトウェアボリュームライセンス、さらにはストレージ容量に応じた
従量課金等、様々なファイナンスニーズにお応えします。例えば、VxRailを導入する際は、
「Flex on Demand」のご利用により、ストレージハードウェアへの事前払いは発生せ
ず、コミット頂く基本容量部分のみを毎月お支払い頂くことが可能です。また、基本容量
部分を超えた場合も、実際に利用した場合にのみ支払いが発生します。

Dell Technologies全般にわたる深い知識、豊富な実績とノウハウ、先進技術を駆使し、
プロジェクトの成果をいち早くビジネスの価値に変えるTime to Valueを促進します。

Dell Financial ServiceDell Technologiesコンサルティング

デジタル時代が進展する中、企業は顧客視点を重視し、パブリッククラウドやAI、
IoTなどを活用しイノベーションを創出する「攻めのIT」への取り組みを本格化させ
ています。このトレンドは不可逆であり、企業の持続的成長に欠かせない要素です。
その一方で、プライベートクラウド（オンプレミス）で稼働する基幹システムなど「守
りのIT」では効率化や省力化を図りながらしっかりと維持していくことが必要です。
またデジタル変革の推進に伴い、基幹システムにおけるレガシーからの脱却も急務
となっています。
「攻めのIT」と「守りのIT」を両立した上で、まだ見えていない顧客ニーズを見い出し
新たなサービスを創り出していくために、攻めと守りの両面を連携する“架け橋”と

なるのが、Dell Technologiesのハイブリッドクラウド戦略「Dell Technologies 
Cloud」です。ブライベートクラウドもパブリッククラウドも業界をリードする仮想
化ソフトウェアVMware vSphereをベースにすることで、一貫性のあるアーキテ
クチャのもとシステム移行性や運用性、セキュリティの向上を図り、インフラの違
いを意識することなくハイブリッドクラウドを利用できます。またDell EMCによ
るハードウェアとソフトウェアの国内一括サポートは次世代IT基盤に大きな安心
をもたらします。Dell EMCとVMwareが共有するハイブリッドクラウド戦略「Dell 
Technologies Cloud」は、デジタル時代を勝ち抜く企業の現在と将来の課題を解
決します。

ハードウェアに強みを持つDell EMCと、仮想化技術をリードするVMwareがタッグを組み、 
革新的ソリューションを提供

オンプレミス、パブリック/プライベート、エッジ、いずれの環境でも一貫性のあるアーキテクチャ、
運用、セキュリティでインフラの違いを意識することなく統合プラットフォームとして利用できる。
クラウドITインフラのトップブランド、Dell EMCとVMwareが融合することで実現する、
ハイブリッドクラウド戦略「Dell Technologies Cloud」。

Dell Technologiesの「ハイブリッドクラウド」ビジョン

クラウドの進化はここから。企業の未来とともに。クラウドの進化はここから。企業の未来とともに。
Dell CloudTechnologiesDell CloudTechnologies

VMwareが提唱するSDDC（Software Defined Datacenter、ソフトウェア定義デー
タセンター）は、サーバーだけでなくストレージ、ネットワーク、セキュリティ機能まで、
あらゆるリソースを統合し、データセンターをまるごと仮想化するという発想に基づい
たアプローチです。SDDCを採用したオンプレミス環境とパブリッククラウド環境を
選択することで、オンプレミスからクラウド、エッジまで、一貫性のあるインフラストラク
チャ、一貫性のある運用と自動化、一貫性のあるセキュリティを実現できます。またアー
キテクチャの一貫性は移行負荷も軽減します。「Dell Technologies Cloud」のベース
となるSDDCは、変化が激しく予測困難な時代のビジネスを支える基盤となります。

「安定稼働しているサービスやシステムはオンプレミスで稼働させ、仮想化により運用性や効率性を高めながら、
新しいサービスをパブリッククラウドで開発・展開することで、低リスクかつ迅速に新規ビジネスに参入していく。
そして成長領域にフォーカスし、ハイブリッドクラウドにより事業を拡大する」、
企業の成長戦略に合わせて ITモダナイゼーション・マップを描き、
“企業のあるべき ITインフラ像”に向けて前進することが重要です。

「Dell Technologies Cloud」のベースとなるSDDCが実現する一貫性

ハイブリッドクラウドの一貫性を支えるアーキテクチャ 
「SDDC」

変化が激しい時代を勝ち抜くために
Dell EMC×VMwareで ITモダナイゼーション !

ITモダナイゼーション・マップ

お客様のビジネス成長を支えるITモダナイゼーションを支援する
Dell EMCのサービスソリューション

– 保守のパッケージサービス

製品を熟知したエンジニアが、お客様環境を理解し対応。
これまでの経験からのベストプラクティスを提供します

ProSupport Plusは、各種レポートを活用するなど、
TSMが障害の発生そのものを抑える活動を提供します

•  インフラのマルチクラウド
化と運用モデル最適化

•  データセンター環境の最
新化と移行ビジネス

•  レジリエンス（BC/DR）の
計画と実装

ファイナンスリース
契約期間中、資産および減価償却費の
計上

レンタル/オペレーティング
リース
契約期間中、賃貸借処理、資産計上なし※

※税務・会計上の扱いを保証するものではあり
ません。ご契約にあたっては、事前に貴社会計監
査法人及び税理士にご確認ください。

Transformational License 
Agreement（TLA）
Simple TLA: 契約終了後、ライセン
ス使用権利はBAU（通常購入）により
付与
Term TLA: 契約期間中にのみライセ
ンス使用権利を付与

Pay As You Grow
ビジネスプランに即したステップペイ
メント

Provision and Pay
納品～ Service in まで、データ移行
期間の支払据置を設定可能

Ready Capacity
基本容量と従量容量を設定可能

Flex on Demand
最小で基本容量40％（HCI:60％）、期
間36ヶ月の設定可能
GB単価でのサービス契約

PRIVATE CLOUD PUBLIC CLOUD EDGE

•  クラウド ネイティブ アプ
リケーションとDevOpsモ
デルの計画と実装

•  既存アプリケーションのク
ラウド化推進

•  Big Data活用、 IoT 、データ分
析、およびプラットフォーム導入

•  VDIとエンド ユーザー コン
ピューティング環境の実現

•  デジタル ワークプレース
ポータルの実装

•  コミュニケーションとコラ
ボレーション環境の設計
および構築の計画と実装

企画・設計
フェーズ

ITライフ
サイクル

保守・運用
フェーズ

導入・構築
フェーズ

評価・
リサイクル
フェーズ

キャッシュフロー最大化のため
のファイナンシャルサービス

ボリュームソフトウェア
ライセンスソリューション

ストレージ容量の増減ニーズに対する
柔軟な従量容量課金制のソリューション
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「ITモダナイゼーション」で成長戦略を描く「ITモダナイゼーション」で成長戦略を描く

ソリューションガイド
Realize Your Digital Future 2019.10

×

初期費用を抑え、ITの投資対効果の最大化を図るお客様のトランスフォーメーションを支援
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仮想化環境を一元管理
シンプルな運用で
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サーバーとストレージを統合
データ量増大に伴う運用課題を
解決

ネットワークの運用負荷を大幅
に削減
仮想マシン単位での強固なセキュ
リティ環境を構築
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管理を統合
ハイブリッドクラウドで競争力を
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フェーズ

導入・構築
フェーズ

評価・
リサイクル
フェーズ

キャッシュフロー最大化のため
のファイナンシャルサービス

ボリュームソフトウェア
ライセンスソリューション

ストレージ容量の増減ニーズに対する
柔軟な従量容量課金制のソリューション
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PowerEdge BOSS RAIDコントローラー

安心の
ハードウェア
RAID提供

Boot Optimized Storage Solution M.2 SSD×2本

RAIDチップを搭載

VxRail
Manager

vSphere vCentervSAN
業界標準の

ハイパーバイザー
ネイティブ
ストレージ

統合管理

サーバー仮想化 ストレージ仮想化 管理ツール

VM
一元管理

物理環境 仮想環境

サーバー仮想化のメリット
増えるサーバーのコストと運用の課題を解決

サーバーの台数削減 !

サーバー故障・メンテナンス時の対応
vMotion※4で保守作業を休日・夜間ではなく、平日・昼間に実施可能 !

システムダウン時の対応
VMware HA 機能で業務のダウンタイムを最小化 !

急な増設時の対応
仮想マシンのテンプレートをクローン（複製）し、ビジネス要求に即座に対応 !

仮想マシンと物理サーバーの一元管理
vCenter の管理画面でサーバーを管理 !

3層構成

VxRail

アセス
メント 計画＋デザイン アプリ開発/ 構築 運用移行 パイロット デプロイ

1/3以下に

プロジェクト期間が半減

従来の3層構成アーキテクチャとHCIのプロジェクト期間比較

保守範囲内で対応

メール、Web、電話

バージョンアップ!
リモートで
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データ量の増大に伴い、データを処理するサーバー台数の増加に歯止めをかける手
段として、サーバー仮想化は非常に有効です。サーバー台数削減によるコスト削減や
省エネ・省スペース、運用の効率化に加え、仮想化ソフトウェアVMware vSphereの
VMware HA※3による業務継続性向上など、サーバー仮想化には様々なメリットがあ
ります。その一方で、仮想化により複数のシステムを集約する物理サーバーには、高い
性能や信頼性、そしてサポート力が求められます。
Dell EMCは創業以来の強固なサプライチェーンを活用した「調達力」と、世界トップ
シェアのサーバーベンダーの「知見」や「ノウハウ」を駆使し、高性能、高信頼性、充実の
サポートに加え、VMwareとの強力なアライアンスによりサーバー仮想化環境に抜群
の安心感をもたらします。

 ■ 世界トップシェア※1のサーバー「PowerEdge」
 ■ ハードウェアRAID※2でハイパーバイザーのブート（起動）
領域を冗長化

 ■ vCenterで仮想マシンと、仮想マシンが稼働する 
物理サーバーを一元管理

 ■ Dell EMCとVMwareが共同開発した 
HCIアプライアンス

 ■ パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応
 ■ Dell EMCが保守範囲内で、リモートでバージョンアップ

サーバー仮想化の代名詞ともいえるサーバー仮想化ソフトウェアVMware vSphere。
その中核となるのが、ハイパーバイザーのESXiです。ハイパーバイザーとは、1台の
物理サーバーを複数の仮想マシンに分割するソフトウェアのことです。通常、企業で
VMware vSphereを導入する場合、ESXiはサーバーの内蔵ドライブ（HDD）にインス
トールされるケースが一般的でした。起動領域とデータ領域が内蔵ドライブに共存す
る形は、信頼性や内蔵ドライブの有効活用の面で課題がありました。
この課題を解決するために、PowerEdgeはブート専用デバイスBOSS（Boot 
Optimized Storage Solution）を搭載。ハイパーバイザー起動領域として、内蔵ドラ
イブとは別に搭載した2本のM.2※5 SSDによるハードウェアRAIDを提供し、サーバー
で最も大事なハイパーバイザーの信頼性を向上させつつ、貴重な内蔵ドライブはすべ
てデータ領域に利用でき、データ領域を最大化できます。

サーバー仮想化では、物理環境と仮想化環境が混在するため障害の切り分けや影響範
囲の特定が難しくなります。
PowerEdgeサーバーのサポートはファーストコールから高度な技術的内容まで、ハー
ドとソフトの両面から一括国内サポートにより、サーバー仮想化環境に大きな安心を提
供します。またカスタマーサポートは全コール国内で応答し正社員が対応することで、
お問い合わせに迅速かつ丁寧な対応を実現しています。

※1 IDC WW Quarterly Server Tracker 2019Q2（Share by Company）- Unit and 
Revenue, product category: x86

※2 RAID：Redundant Arrays of Inexpensive Disksの略。データを複数のHDD（ハードディス
ク）に分散することで、性能と冗長性を向上させる技術

※3 VMware HA（High Availability）：物理サーバーに障害が発生した場合、障害が発生した
物理サーバー上で動いていた仮想マシンを、別の物理サーバー上で再起動する機能

※4  vMotion：無停止で稼働中のマシンを別の物理サーバーに移行する機能
※5  M.2：コンピュータに内蔵される拡張カードの規格、小型で転送速度が速いのが特徴

サーバー仮想化の運用では、仮想マシン
と、仮想マシンが動く物理環境を一元的に
管理できることが重要です。PowerEdge
とVMware vCenterを統合し最適なシ
ステム管理・運用を実現するVMware 
OMIVV（OpenManage Integration for 
VMware vCenter）により、vCenterの管
理画面で仮想化環境はもとより、仮想マシ
ンを動かすPowerEdgeのCPU、メモリな
どを監視できるため、素早いメンテンスが
可能となります。

世界トップシェア※1には理由がある

vCenterの管理画面でサーバーの管理が可能ハードウェアRAIDでハイパーバイザーの信頼性を
向上しつつデータ領域を最大化

Dell EMCとVMwareがVisionや製品ロードマップを
共有し共同開発

VxRailの要となるvSANにより仮想化基盤から
専用ストレージを不要に

ハードウェア＆ソフトウェアの両面で安心の 
一括国内サポート

サーバー仮想化
 ■Dell EMC PowerEdgeサーバー
 ■VMware vSphere

世界トップシェア※ 1のサーバー「PowerEdge」、仮想化に特化した機能で
サーバー仮想化のメリットを最大限に引き出す

Dell EMCは、VDI環境で3D CADなどの利用を可能にするvGPU（仮想GPU）に
おいて、シンクライアントから高密度GPU搭載PowerEdgeサーバー、高速ネットワー
クスイッチまでワンストップで提供します。

デジタル時代が進展する中、次世代仮想化基盤として注目を集めているのがHCIです。
仮想化によりサーバーにコンピューティング機能とストレージ機能を統合したシンプル
な構成を実現し、運用管理ツールも加えてパッケージ化している点が特徴です。
Dell EMCとVMwareの共同開発によるベストプラクティスに基づいたHCIアプラ
イアンスが「VxRail」です。Visionや製品ロードマップを共有する中での共同開発で、
vSphereの開発スケジュールに連動してVxRailの開発スケジュールも組まれていま
す。VxRailは、ストレージ仮想化ソフトウェアVMware Virtual SAN（以下vSAN）をベー
スに、ハイパーバイザー（ESXi）、管理ツール（vCenter）など仮想化環境に必要な機能
をパッケージ化し、業界をリードするPowerEdgeの高信頼かつコンパクトな筐体に集
約してワンストップサービスで提供します。
Dell EMCとVMwareがそれぞれの強みを活かし融合することで、従来のHCIとは一線を
画す先進的な運用性や一括サポートにより、日本をはじめ世界中で導入が進んでいます。
VxRailは小規模リモートオフィスや拠点向けに2ノードクラスタ構成もサポートしています。

仮想化基盤のベースとなるのが共有ストレージです。データ量の増大に対し、従来型専
用ストレージでは効率性や拡張性、コストなどの観点で大きな課題がありました。従来
型ストレージの課題を解決するのが、ストレージ仮想化ソフトウェアvSANです。
vSANは、複数台のサーバー内蔵ストレージを束ね、1つの仮想的な共有ストレージを
構築し、物理的な共有ストレージを不要とします。またRAIDを利用した物理レベルの分
割ではなく、ソフトウェアでサービスレベルを管理することで、物理構成のシンプルさを
失うことなく、様々なサービスレベルの仮想マシン向けストレージ領域として構成するこ
とが可能です。　

ストレージ仮想化 /HCI
 ■VMware Virtual SAN
 ■Dell EMC VxRail

D e l l  E M CとV M w a r eが共同開発したH C I「V x R a i l」、
I T基盤の導入・運用、サポートをシンプルに

（ハイパーコンバージドインフラ）

メリット メリット

物理環境と仮想化環境が混在する仮想化基盤の運用は非常に多岐にわたります。
VMware vRealize Operations Managerは vSphere環境と物理環境を関連付け、
仮想化基盤全体のパフォーマンス、キャパシティ、健全性、効率性などのデータを収
集、保存、分析し、仮想化基盤内の様々な問題や潜在的問題に関するリアルタイムの
情報を提供することで、プロアクティブな運用管理の実現を可能にします。
例えば「vSANのトラブルシューティングダッシュボード」では、パフォーマンスや可用
性に影響を与えている既知の問題をリスト表示し、解決の糸口を見い出すことが可能
です。また過去24時間の使用率やパフォーマンスの表示はもとより、ヒートマップか
らドライブの摩耗、ドライブの温度、読み取り/書き込みエラーなどのキャパシティと、
キャパシティディスクに関する物理的な問題を確認することが可能です。さらにサー
バーや保守タグナンバーを確認できるため、保守の迅速化が図れます。

プロアクティブな運用管理を実現する「VMware vRealize Operations Manager」

CAD VDI（仮想デスクトップ）用途でvGPUを高密度に搭載

M.2 SSDを2本搭載しハードウェアでRAIDを提供

仮想マシンと、仮想マシンが動く物理環境を一元的に管理

仮想化環境に必要な機能をパッケージ化し高信頼のPowerEdgeに集約

問題点や潜在的問題が一目瞭然。vSANのトラブルシューティングダッシュボード

従来の仮想化基盤における課題 !

従来型の共有ストレージにおける高コスト、複雑な運用を解決したい

データ量増大に対し柔軟かつ迅速に対応したい

仮想化基盤の短期間導入を実現したい

システム更改時の移行作業に要する手間とコストを削減したい

仮想化基盤のサポート窓口を1つにし、対応の迅速化を図りたい

さらに

従来、仮想化基盤における運用の効率化では、物理機器による制限や設定の複雑さか
らネットワークが足枷となっていました。
VMware NSXは、スイッチ、ルータ、ファイアウォールなどネットワーク機能を、ソフト
ウェアで提供するネットワーク仮想化のプラットフォームです。
ネットワーク変更は設定画面を操作するだけで切り替え作業を不要とし、機器一台一
台設定する必要もありません。またVM単位にセキュリティを設定して保護するマイク
ロセグメンテーションを可能とし、強固なセキュリティ環境を構築できます。
VMware NSX はVxRail、SmartFabricサービスと連携することが可能です。

ガバナンスが効かない新しい仮想マシンが無秩序に広がると、管理者の運用負荷
が高まり、煩雑化し、データ漏洩や一貫性のないデータリカバリーリスクにさらされ
ます。VMware環境に最適化されたデータ保護用のソフトウェアパッケージ「Data 
Protection Suite for VMware」により、管理者はネイティブVMwareインターフェ
イス内で、幅広いエンタープライズ アプリケーション等のデータ保護を一貫性を
もって管理できます。これにより、バックアップから継続的データ保護まで、VMware
環境におけるRPO（目標復旧時点）、RTO（目標復旧時間）の達成を支援します。

サーバー、スイッチ、ストレージの3階層モデルを利用した仮想化基盤は、最適な組み合
わせの構成設計やサイジング、検証に多くの時間を要しました。VxRailは事前に性能
保証や管理機能などトータルに設計・開発されているため、従来の3階層モデルと比べ、
プロジェクト期間を半減することが可能です。

❶仮想化基盤の導入プロジェクト期間を半減

VxRailは、シンプルなライフサイクルマネージメントも大きな特徴です。アプライアン
スとして統合されているソフトウェアはもとより、筐体のファームウェア群とも整合性
をとって検証を実施したパッケージにより、包括的なアップグレードを提供することで、
アップグレードに関するユーザーの負担を劇的に低減します。

❸パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応

従来、3階層の仮想化基盤では管理すべきコンポーネントが多く、運用も煩雑になり
がちでした。VxRailではすべてのコンポーネントが1つのアプライアンスに統合され
ており、管理ツールVxRail Managerを統合したvCenterのGUIでアプライアンス
全体を一元管理でき、シンプルな運用を実現します。また「SmartFabricサービス for 
VxRail」を利用することで、VxRail Manager/vCenterと統合・連携し、初期セットアッ
プや展開はもとよりノードの増設、仮想マシン追加・移動などにおいて、複雑なスイッチ
の設定を自動的に行えます。

❷管理ツールでアプライアンス全体を一括管理でき、 
シンプルな運用を実現

VxRailは容量不足の際もサーバーやHDDを増設することで簡単にスケールアウトが
可能です。また保守・リースアップ・レンタル期間満了時にも仮想化環境を停止するこ
となく、VxRailを切り離すことができます。

❹増設だけでなく機器更新も簡単

従来、ソフトウェアの定期的なバージョンアップは、予算を組み、ベンダーに依頼し、実
際の作業も多くの手間とコストを要しました。また近年、セキュリティ面で緊急性がある
バージョンアップも増えています。VxRailは保守サービスのProSupport Plusにご
加入頂くことで、お客様からの依頼のもとDell EMCが責任をもってリモートでバージョ
ンアップを行います。運用担当者の業務負荷や心理的負担を大幅に軽減するとともに、
バージョンアップのために予算を組むことも追加投資も不要です。

▶注目！

マイクロセグメンテーションにより 
セキュリティ強化を図る「VMware NSX」

VMware環境における最適なデータ保護環境を提供する
「Dell EMC Data Protection Suite for VMware」

ソフトウェアとハードウェアの両面から統合アップデータとして提供

Dell EMCとVMwareが共同開発した
HCIアプライアンスだから実現できる〈VxRailの導入メリット〉

 ■ システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性を 
もたらすSDDCの自動運用

 ■ ソフトウェアからハードウェアまで 
ライフサイクル管理を自動化

 ■ SDDCをAWS上で構築することで一貫性のある 
「ハイブリッドクラウド」を実現

ハイブリッドクラウド
 ■VMware Cloud Foundation
 ■VCF on VxRail
 ■VMware Cloud on AWS

SDDCをベースに一貫性のある「ハイブリッドクラウド」を実現
ハードウェアを含むライフサイクル管理の自動化を図る

WAN（広域ネットワーク）の仮想的統合を実現する
「Dell EMC SD-WAN Edge powered by VMware（VeloCloud）」

クラウドサービスの普及に伴い、WANを介したデータ量の増大、拠点への迅速かつ柔軟な展開など従来型のWAN活用において様々な課題が生じています。これらの課題
を解決するVeloCloudは、WANを仮想的に統合するSD-WAN（ソフトウェア定義型のWAN）によりWANの設定や運用管理をソフトウェアベースで実現。これまで常にデー
タセンターを経由していた拠点からクラウドサービスへのアクセスをインターネット回線にオフロードするローカルブレイクアウト機能、通信経路の最適化を行うダイナミッ
クマルチパス機能（DMPO）、 遠隔地の拠点にWANとの接点を容易に展開できるPPPoE対応のゼロタッチプロビジョニングなどにより運用の大幅な効率化が図れます。

次世代インフラに求められるすべてのリソースを包含するVCFの構成

AWS上にvSphere、vSAN、NSXなどを導入しVMware環境を提供

end-to-endのライフサイクル管理の自動化を実現 

メリット

システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性のあるハイブリッドクラウド「Dell 
Technologies Cloud」。その基盤となるSDDCを実現するために、VMware では
vSphere、vSAN、NSXなど個別の技術要素や製品を組み合わせ、互換性テストを行い、
検証済みのコンポーネントにした上で、SDDCの導入と運用の包括的なデザインにより
ベストプラクティスでアーキテクチャの標準化を図っています。この標準化のもと、コン
ピュート、ストレージ、ネットワーク、クラウド管理など、次世代インフラに求められるすべて
の要素を包含する統合ハイブリッドクラウドプラットフォームがVCFです。 
VCFにより自動でSDDC環境をシンプルかつ短期間で展開することが可能です。また
オンプレミス環境でもパブリッククラウドと同様の基盤運用を可能とし、ハイブリッドクラ
ウド環境の一貫した運用を実現するとともに、導入から構成、プロビジョニング、パッチ&
アップグレードなどライフサイクル管理の自動化を図りSDDCの自動運用を実現します。

SDDCの自動運用を実現する
VMware Cloud Foundation（VCF）

VCFによるSDDCにおけるライフサイクル管理の自動化に加え、サーバー、スイッチな
どハードウェアまでend-to-endで展開、構成、ライフサイクル管理の統合と自動化を
実現するのが、VxRail上にVCFを構築する「VCF on VxRail」です。VCFの管理ツール
SDDC Managerと、VxRailの管理ツールVxRail Managerの連携によりファームウェ
アを含むライフサイクル管理の自動化を実現。VCF on VxRailの導入により運用管理
者の手間の極小化はもとより、インフラの展開スピードや生産性が劇的に向上し、TCO
（総所有コスト）の大幅な削減が図れます。またVCF on VxRailはDell EMCによる一
括サポートのもと安心してご利用いただけます。

ソフトウェアからハードウェアまでライフサイクル 
管理を自動化する「VCF on VxRail」

VMware Cloud on AWSは、VCFによりSDDCをパブリッククラウドのAWS上で構
築することで提供するクラウドサービスです。これによりアーキテクチャと運用の一貫
性を維持した「ハイブリッドクラウド」を実現します。オンプレミスのvSphere環境との
連携・統合管理が容易に行え、VMware Cloud on AWSへのへの移行の際の手順や
時間の最小化も図れます。またパブリッククラウドならではの拡張性や、最先端のサー
ビスの効率的な利用も実現。AWSのサービスとVMwareのソフトウェアを組み合わせ
て提供するため、VMwareが運用、サポートを行います。

SDDCをAWS上で構築しハイブリッドクラウドを 
実現する「VMware Cloud on AWS」

エッジ
コンピューティング

コンピュート
vSphere

SDDC Managerによるライフサイクルの自動化

導入 構成 プロビジョ
ニング

パッチ/
アップグレード

ネットワーク
NSX

ストレージ
vSAN

クラウド管理
vRealize

オンプレミス
プライベートクラウド

従来型アプリケーション

パブリッククラウド

VMware Cloud Foundation

クラウドネイティブアプリケーション

自動化された
VxRail＆SDDC環境設定

統合、自動化され一貫した
インフラストラクチャの

パッチ適用及びアップグレード

自動化されたVxRailインフラリソースプロビジョニング
（VxRail VIワークロードドメイン）

VxRailクラスタとSDDCソフトウェアの自動インストール

Cloud Foundation™

お客様のデータセンター

オンプレミスや
プライベートクラウド

vCenter vCenter

VMware Cloud™ on AWS
AWSのサービスPowered by VMware Cloud Foundation

AWSのグローバルなインフラストラクチャ

vRealize Suite. ISVのエコシステム

など

Amazon S3

Amazon RDS

Amazon EC2vSphere vSAN NSXincl. VIC

Dell EMCにより保守範囲内で、リモートでバージョンアップ
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PowerEdge BOSS RAIDコントローラー

安心の
ハードウェア
RAID提供

Boot Optimized Storage Solution M.2 SSD×2本

RAIDチップを搭載

VxRail
Manager

vSphere vCentervSAN
業界標準の

ハイパーバイザー
ネイティブ
ストレージ

統合管理

サーバー仮想化 ストレージ仮想化 管理ツール

VM
一元管理

物理環境 仮想環境

サーバー仮想化のメリット
増えるサーバーのコストと運用の課題を解決

サーバーの台数削減 !

サーバー故障・メンテナンス時の対応
vMotion※4で保守作業を休日・夜間ではなく、平日・昼間に実施可能 !

システムダウン時の対応
VMware HA 機能で業務のダウンタイムを最小化 !

急な増設時の対応
仮想マシンのテンプレートをクローン（複製）し、ビジネス要求に即座に対応 !

仮想マシンと物理サーバーの一元管理
vCenter の管理画面でサーバーを管理 !

3層構成

VxRail

アセス
メント 計画＋デザイン アプリ開発/ 構築 運用移行 パイロット デプロイ

1/3以下に

プロジェクト期間が半減

従来の3層構成アーキテクチャとHCIのプロジェクト期間比較

保守範囲内で対応

メール、Web、電話

バージョンアップ!
リモートで

サポート窓口管理者

Integrated Software
SDS
Hypervisor
Software governance
Virtualization Management

BIOS
Components Firmware & Drivers
NIC Firmware
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データ量の増大に伴い、データを処理するサーバー台数の増加に歯止めをかける手
段として、サーバー仮想化は非常に有効です。サーバー台数削減によるコスト削減や
省エネ・省スペース、運用の効率化に加え、仮想化ソフトウェアVMware vSphereの
VMware HA※3による業務継続性向上など、サーバー仮想化には様々なメリットがあ
ります。その一方で、仮想化により複数のシステムを集約する物理サーバーには、高い
性能や信頼性、そしてサポート力が求められます。
Dell EMCは創業以来の強固なサプライチェーンを活用した「調達力」と、世界トップ
シェアのサーバーベンダーの「知見」や「ノウハウ」を駆使し、高性能、高信頼性、充実の
サポートに加え、VMwareとの強力なアライアンスによりサーバー仮想化環境に抜群
の安心感をもたらします。

 ■ 世界トップシェア※1のサーバー「PowerEdge」
 ■ ハードウェアRAID※2でハイパーバイザーのブート（起動）
領域を冗長化

 ■ vCenterで仮想マシンと、仮想マシンが稼働する 
物理サーバーを一元管理

 ■ Dell EMCとVMwareが共同開発した 
HCIアプライアンス

 ■ パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応
 ■ Dell EMCが保守範囲内で、リモートでバージョンアップ

サーバー仮想化の代名詞ともいえるサーバー仮想化ソフトウェアVMware vSphere。
その中核となるのが、ハイパーバイザーのESXiです。ハイパーバイザーとは、1台の
物理サーバーを複数の仮想マシンに分割するソフトウェアのことです。通常、企業で
VMware vSphereを導入する場合、ESXiはサーバーの内蔵ドライブ（HDD）にインス
トールされるケースが一般的でした。起動領域とデータ領域が内蔵ドライブに共存す
る形は、信頼性や内蔵ドライブの有効活用の面で課題がありました。
この課題を解決するために、PowerEdgeはブート専用デバイスBOSS（Boot 
Optimized Storage Solution）を搭載。ハイパーバイザー起動領域として、内蔵ドラ
イブとは別に搭載した2本のM.2※5 SSDによるハードウェアRAIDを提供し、サーバー
で最も大事なハイパーバイザーの信頼性を向上させつつ、貴重な内蔵ドライブはすべ
てデータ領域に利用でき、データ領域を最大化できます。

サーバー仮想化では、物理環境と仮想化環境が混在するため障害の切り分けや影響範
囲の特定が難しくなります。
PowerEdgeサーバーのサポートはファーストコールから高度な技術的内容まで、ハー
ドとソフトの両面から一括国内サポートにより、サーバー仮想化環境に大きな安心を提
供します。またカスタマーサポートは全コール国内で応答し正社員が対応することで、
お問い合わせに迅速かつ丁寧な対応を実現しています。

※1 IDC WW Quarterly Server Tracker 2019Q2（Share by Company）- Unit and 
Revenue, product category: x86

※2 RAID：Redundant Arrays of Inexpensive Disksの略。データを複数のHDD（ハードディス
ク）に分散することで、性能と冗長性を向上させる技術

※3 VMware HA（High Availability）：物理サーバーに障害が発生した場合、障害が発生した
物理サーバー上で動いていた仮想マシンを、別の物理サーバー上で再起動する機能

※4  vMotion：無停止で稼働中のマシンを別の物理サーバーに移行する機能
※5  M.2：コンピュータに内蔵される拡張カードの規格、小型で転送速度が速いのが特徴

サーバー仮想化の運用では、仮想マシン
と、仮想マシンが動く物理環境を一元的に
管理できることが重要です。PowerEdge
とVMware vCenterを統合し最適なシ
ステム管理・運用を実現するVMware 
OMIVV（OpenManage Integration for 
VMware vCenter）により、vCenterの管
理画面で仮想化環境はもとより、仮想マシ
ンを動かすPowerEdgeのCPU、メモリな
どを監視できるため、素早いメンテンスが
可能となります。

世界トップシェア※1には理由がある

vCenterの管理画面でサーバーの管理が可能ハードウェアRAIDでハイパーバイザーの信頼性を
向上しつつデータ領域を最大化

Dell EMCとVMwareがVisionや製品ロードマップを
共有し共同開発

VxRailの要となるvSANにより仮想化基盤から
専用ストレージを不要に

ハードウェア＆ソフトウェアの両面で安心の 
一括国内サポート

サーバー仮想化
 ■Dell EMC PowerEdgeサーバー
 ■VMware vSphere

世界トップシェア※ 1のサーバー「PowerEdge」、仮想化に特化した機能で
サーバー仮想化のメリットを最大限に引き出す

Dell EMCは、VDI環境で3D CADなどの利用を可能にするvGPU（仮想GPU）に
おいて、シンクライアントから高密度GPU搭載PowerEdgeサーバー、高速ネットワー
クスイッチまでワンストップで提供します。

デジタル時代が進展する中、次世代仮想化基盤として注目を集めているのがHCIです。
仮想化によりサーバーにコンピューティング機能とストレージ機能を統合したシンプル
な構成を実現し、運用管理ツールも加えてパッケージ化している点が特徴です。
Dell EMCとVMwareの共同開発によるベストプラクティスに基づいたHCIアプラ
イアンスが「VxRail」です。Visionや製品ロードマップを共有する中での共同開発で、
vSphereの開発スケジュールに連動してVxRailの開発スケジュールも組まれていま
す。VxRailは、ストレージ仮想化ソフトウェアVMware Virtual SAN（以下vSAN）をベー
スに、ハイパーバイザー（ESXi）、管理ツール（vCenter）など仮想化環境に必要な機能
をパッケージ化し、業界をリードするPowerEdgeの高信頼かつコンパクトな筐体に集
約してワンストップサービスで提供します。
Dell EMCとVMwareがそれぞれの強みを活かし融合することで、従来のHCIとは一線を
画す先進的な運用性や一括サポートにより、日本をはじめ世界中で導入が進んでいます。
VxRailは小規模リモートオフィスや拠点向けに2ノードクラスタ構成もサポートしています。

仮想化基盤のベースとなるのが共有ストレージです。データ量の増大に対し、従来型専
用ストレージでは効率性や拡張性、コストなどの観点で大きな課題がありました。従来
型ストレージの課題を解決するのが、ストレージ仮想化ソフトウェアvSANです。
vSANは、複数台のサーバー内蔵ストレージを束ね、1つの仮想的な共有ストレージを
構築し、物理的な共有ストレージを不要とします。またRAIDを利用した物理レベルの分
割ではなく、ソフトウェアでサービスレベルを管理することで、物理構成のシンプルさを
失うことなく、様々なサービスレベルの仮想マシン向けストレージ領域として構成するこ
とが可能です。　

ストレージ仮想化 /HCI
 ■VMware Virtual SAN
 ■Dell EMC VxRail

D e l l  E M CとV M w a r eが共同開発したH C I「V x R a i l」、
I T基盤の導入・運用、サポートをシンプルに

（ハイパーコンバージドインフラ）

メリット メリット

物理環境と仮想化環境が混在する仮想化基盤の運用は非常に多岐にわたります。
VMware vRealize Operations Managerは vSphere環境と物理環境を関連付け、
仮想化基盤全体のパフォーマンス、キャパシティ、健全性、効率性などのデータを収
集、保存、分析し、仮想化基盤内の様々な問題や潜在的問題に関するリアルタイムの
情報を提供することで、プロアクティブな運用管理の実現を可能にします。
例えば「vSANのトラブルシューティングダッシュボード」では、パフォーマンスや可用
性に影響を与えている既知の問題をリスト表示し、解決の糸口を見い出すことが可能
です。また過去24時間の使用率やパフォーマンスの表示はもとより、ヒートマップか
らドライブの摩耗、ドライブの温度、読み取り/書き込みエラーなどのキャパシティと、
キャパシティディスクに関する物理的な問題を確認することが可能です。さらにサー
バーや保守タグナンバーを確認できるため、保守の迅速化が図れます。

プロアクティブな運用管理を実現する「VMware vRealize Operations Manager」

CAD VDI（仮想デスクトップ）用途でvGPUを高密度に搭載

M.2 SSDを2本搭載しハードウェアでRAIDを提供

仮想マシンと、仮想マシンが動く物理環境を一元的に管理

仮想化環境に必要な機能をパッケージ化し高信頼のPowerEdgeに集約

問題点や潜在的問題が一目瞭然。vSANのトラブルシューティングダッシュボード

従来の仮想化基盤における課題 !

従来型の共有ストレージにおける高コスト、複雑な運用を解決したい

データ量増大に対し柔軟かつ迅速に対応したい

仮想化基盤の短期間導入を実現したい

システム更改時の移行作業に要する手間とコストを削減したい

仮想化基盤のサポート窓口を1つにし、対応の迅速化を図りたい

さらに

従来、仮想化基盤における運用の効率化では、物理機器による制限や設定の複雑さか
らネットワークが足枷となっていました。
VMware NSXは、スイッチ、ルータ、ファイアウォールなどネットワーク機能を、ソフト
ウェアで提供するネットワーク仮想化のプラットフォームです。
ネットワーク変更は設定画面を操作するだけで切り替え作業を不要とし、機器一台一
台設定する必要もありません。またVM単位にセキュリティを設定して保護するマイク
ロセグメンテーションを可能とし、強固なセキュリティ環境を構築できます。
VMware NSX はVxRail、SmartFabricサービスと連携することが可能です。

ガバナンスが効かない新しい仮想マシンが無秩序に広がると、管理者の運用負荷
が高まり、煩雑化し、データ漏洩や一貫性のないデータリカバリーリスクにさらされ
ます。VMware環境に最適化されたデータ保護用のソフトウェアパッケージ「Data 
Protection Suite for VMware」により、管理者はネイティブVMwareインターフェ
イス内で、幅広いエンタープライズ アプリケーション等のデータ保護を一貫性を
もって管理できます。これにより、バックアップから継続的データ保護まで、VMware
環境におけるRPO（目標復旧時点）、RTO（目標復旧時間）の達成を支援します。

サーバー、スイッチ、ストレージの3階層モデルを利用した仮想化基盤は、最適な組み合
わせの構成設計やサイジング、検証に多くの時間を要しました。VxRailは事前に性能
保証や管理機能などトータルに設計・開発されているため、従来の3階層モデルと比べ、
プロジェクト期間を半減することが可能です。

❶仮想化基盤の導入プロジェクト期間を半減

VxRailは、シンプルなライフサイクルマネージメントも大きな特徴です。アプライアン
スとして統合されているソフトウェアはもとより、筐体のファームウェア群とも整合性
をとって検証を実施したパッケージにより、包括的なアップグレードを提供することで、
アップグレードに関するユーザーの負担を劇的に低減します。

❸パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応

従来、3階層の仮想化基盤では管理すべきコンポーネントが多く、運用も煩雑になり
がちでした。VxRailではすべてのコンポーネントが1つのアプライアンスに統合され
ており、管理ツールVxRail Managerを統合したvCenterのGUIでアプライアンス
全体を一元管理でき、シンプルな運用を実現します。また「SmartFabricサービス for 
VxRail」を利用することで、VxRail Manager/vCenterと統合・連携し、初期セットアッ
プや展開はもとよりノードの増設、仮想マシン追加・移動などにおいて、複雑なスイッチ
の設定を自動的に行えます。

❷管理ツールでアプライアンス全体を一括管理でき、 
シンプルな運用を実現

VxRailは容量不足の際もサーバーやHDDを増設することで簡単にスケールアウトが
可能です。また保守・リースアップ・レンタル期間満了時にも仮想化環境を停止するこ
となく、VxRailを切り離すことができます。

❹増設だけでなく機器更新も簡単

従来、ソフトウェアの定期的なバージョンアップは、予算を組み、ベンダーに依頼し、実
際の作業も多くの手間とコストを要しました。また近年、セキュリティ面で緊急性がある
バージョンアップも増えています。VxRailは保守サービスのProSupport Plusにご
加入頂くことで、お客様からの依頼のもとDell EMCが責任をもってリモートでバージョ
ンアップを行います。運用担当者の業務負荷や心理的負担を大幅に軽減するとともに、
バージョンアップのために予算を組むことも追加投資も不要です。

▶注目！

マイクロセグメンテーションにより 
セキュリティ強化を図る「VMware NSX」

VMware環境における最適なデータ保護環境を提供する
「Dell EMC Data Protection Suite for VMware」

ソフトウェアとハードウェアの両面から統合アップデータとして提供

Dell EMCとVMwareが共同開発した
HCIアプライアンスだから実現できる〈VxRailの導入メリット〉

 ■ システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性を 
もたらすSDDCの自動運用

 ■ ソフトウェアからハードウェアまで 
ライフサイクル管理を自動化

 ■ SDDCをAWS上で構築することで一貫性のある 
「ハイブリッドクラウド」を実現

ハイブリッドクラウド
 ■VMware Cloud Foundation
 ■VCF on VxRail
 ■VMware Cloud on AWS

SDDCをベースに一貫性のある「ハイブリッドクラウド」を実現
ハードウェアを含むライフサイクル管理の自動化を図る

WAN（広域ネットワーク）の仮想的統合を実現する
「Dell EMC SD-WAN Edge powered by VMware（VeloCloud）」

クラウドサービスの普及に伴い、WANを介したデータ量の増大、拠点への迅速かつ柔軟な展開など従来型のWAN活用において様々な課題が生じています。これらの課題
を解決するVeloCloudは、WANを仮想的に統合するSD-WAN（ソフトウェア定義型のWAN）によりWANの設定や運用管理をソフトウェアベースで実現。これまで常にデー
タセンターを経由していた拠点からクラウドサービスへのアクセスをインターネット回線にオフロードするローカルブレイクアウト機能、通信経路の最適化を行うダイナミッ
クマルチパス機能（DMPO）、 遠隔地の拠点にWANとの接点を容易に展開できるPPPoE対応のゼロタッチプロビジョニングなどにより運用の大幅な効率化が図れます。

次世代インフラに求められるすべてのリソースを包含するVCFの構成

AWS上にvSphere、vSAN、NSXなどを導入しVMware環境を提供

end-to-endのライフサイクル管理の自動化を実現 

メリット

システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性のあるハイブリッドクラウド「Dell 
Technologies Cloud」。その基盤となるSDDCを実現するために、VMware では
vSphere、vSAN、NSXなど個別の技術要素や製品を組み合わせ、互換性テストを行い、
検証済みのコンポーネントにした上で、SDDCの導入と運用の包括的なデザインにより
ベストプラクティスでアーキテクチャの標準化を図っています。この標準化のもと、コン
ピュート、ストレージ、ネットワーク、クラウド管理など、次世代インフラに求められるすべて
の要素を包含する統合ハイブリッドクラウドプラットフォームがVCFです。 
VCFにより自動でSDDC環境をシンプルかつ短期間で展開することが可能です。また
オンプレミス環境でもパブリッククラウドと同様の基盤運用を可能とし、ハイブリッドクラ
ウド環境の一貫した運用を実現するとともに、導入から構成、プロビジョニング、パッチ&
アップグレードなどライフサイクル管理の自動化を図りSDDCの自動運用を実現します。

SDDCの自動運用を実現する
VMware Cloud Foundation（VCF）

VCFによるSDDCにおけるライフサイクル管理の自動化に加え、サーバー、スイッチな
どハードウェアまでend-to-endで展開、構成、ライフサイクル管理の統合と自動化を
実現するのが、VxRail上にVCFを構築する「VCF on VxRail」です。VCFの管理ツール
SDDC Managerと、VxRailの管理ツールVxRail Managerの連携によりファームウェ
アを含むライフサイクル管理の自動化を実現。VCF on VxRailの導入により運用管理
者の手間の極小化はもとより、インフラの展開スピードや生産性が劇的に向上し、TCO
（総所有コスト）の大幅な削減が図れます。またVCF on VxRailはDell EMCによる一
括サポートのもと安心してご利用いただけます。

ソフトウェアからハードウェアまでライフサイクル 
管理を自動化する「VCF on VxRail」

VMware Cloud on AWSは、VCFによりSDDCをパブリッククラウドのAWS上で構
築することで提供するクラウドサービスです。これによりアーキテクチャと運用の一貫
性を維持した「ハイブリッドクラウド」を実現します。オンプレミスのvSphere環境との
連携・統合管理が容易に行え、VMware Cloud on AWSへのへの移行の際の手順や
時間の最小化も図れます。またパブリッククラウドならではの拡張性や、最先端のサー
ビスの効率的な利用も実現。AWSのサービスとVMwareのソフトウェアを組み合わせ
て提供するため、VMwareが運用、サポートを行います。

SDDCをAWS上で構築しハイブリッドクラウドを 
実現する「VMware Cloud on AWS」

エッジ
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VxRailクラスタとSDDCソフトウェアの自動インストール
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Dell EMCにより保守範囲内で、リモートでバージョンアップ
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PowerEdge BOSS RAIDコントローラー

安心の
ハードウェア
RAID提供

Boot Optimized Storage Solution M.2 SSD×2本

RAIDチップを搭載

VxRail
Manager

vSphere vCentervSAN
業界標準の

ハイパーバイザー
ネイティブ
ストレージ

統合管理

サーバー仮想化 ストレージ仮想化 管理ツール

VM
一元管理

物理環境 仮想環境

サーバー仮想化のメリット
増えるサーバーのコストと運用の課題を解決

サーバーの台数削減 !

サーバー故障・メンテナンス時の対応
vMotion※4で保守作業を休日・夜間ではなく、平日・昼間に実施可能 !

システムダウン時の対応
VMware HA 機能で業務のダウンタイムを最小化 !

急な増設時の対応
仮想マシンのテンプレートをクローン（複製）し、ビジネス要求に即座に対応 !

仮想マシンと物理サーバーの一元管理
vCenter の管理画面でサーバーを管理 !

3層構成

VxRail

アセス
メント 計画＋デザイン アプリ開発/ 構築 運用移行 パイロット デプロイ

1/3以下に

プロジェクト期間が半減

従来の3層構成アーキテクチャとHCIのプロジェクト期間比較

保守範囲内で対応

メール、Web、電話

バージョンアップ!
リモートで
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データ量の増大に伴い、データを処理するサーバー台数の増加に歯止めをかける手
段として、サーバー仮想化は非常に有効です。サーバー台数削減によるコスト削減や
省エネ・省スペース、運用の効率化に加え、仮想化ソフトウェアVMware vSphereの
VMware HA※3による業務継続性向上など、サーバー仮想化には様々なメリットがあ
ります。その一方で、仮想化により複数のシステムを集約する物理サーバーには、高い
性能や信頼性、そしてサポート力が求められます。
Dell EMCは創業以来の強固なサプライチェーンを活用した「調達力」と、世界トップ
シェアのサーバーベンダーの「知見」や「ノウハウ」を駆使し、高性能、高信頼性、充実の
サポートに加え、VMwareとの強力なアライアンスによりサーバー仮想化環境に抜群
の安心感をもたらします。

 ■ 世界トップシェア※1のサーバー「PowerEdge」
 ■ ハードウェアRAID※2でハイパーバイザーのブート（起動）
領域を冗長化

 ■ vCenterで仮想マシンと、仮想マシンが稼働する 
物理サーバーを一元管理

 ■ Dell EMCとVMwareが共同開発した 
HCIアプライアンス

 ■ パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応
 ■ Dell EMCが保守範囲内で、リモートでバージョンアップ

サーバー仮想化の代名詞ともいえるサーバー仮想化ソフトウェアVMware vSphere。
その中核となるのが、ハイパーバイザーのESXiです。ハイパーバイザーとは、1台の
物理サーバーを複数の仮想マシンに分割するソフトウェアのことです。通常、企業で
VMware vSphereを導入する場合、ESXiはサーバーの内蔵ドライブ（HDD）にインス
トールされるケースが一般的でした。起動領域とデータ領域が内蔵ドライブに共存す
る形は、信頼性や内蔵ドライブの有効活用の面で課題がありました。
この課題を解決するために、PowerEdgeはブート専用デバイスBOSS（Boot 
Optimized Storage Solution）を搭載。ハイパーバイザー起動領域として、内蔵ドラ
イブとは別に搭載した2本のM.2※5 SSDによるハードウェアRAIDを提供し、サーバー
で最も大事なハイパーバイザーの信頼性を向上させつつ、貴重な内蔵ドライブはすべ
てデータ領域に利用でき、データ領域を最大化できます。

サーバー仮想化では、物理環境と仮想化環境が混在するため障害の切り分けや影響範
囲の特定が難しくなります。
PowerEdgeサーバーのサポートはファーストコールから高度な技術的内容まで、ハー
ドとソフトの両面から一括国内サポートにより、サーバー仮想化環境に大きな安心を提
供します。またカスタマーサポートは全コール国内で応答し正社員が対応することで、
お問い合わせに迅速かつ丁寧な対応を実現しています。

※1 IDC WW Quarterly Server Tracker 2019Q2（Share by Company）- Unit and 
Revenue, product category: x86

※2 RAID：Redundant Arrays of Inexpensive Disksの略。データを複数のHDD（ハードディス
ク）に分散することで、性能と冗長性を向上させる技術

※3 VMware HA（High Availability）：物理サーバーに障害が発生した場合、障害が発生した
物理サーバー上で動いていた仮想マシンを、別の物理サーバー上で再起動する機能

※4  vMotion：無停止で稼働中のマシンを別の物理サーバーに移行する機能
※5  M.2：コンピュータに内蔵される拡張カードの規格、小型で転送速度が速いのが特徴

サーバー仮想化の運用では、仮想マシン
と、仮想マシンが動く物理環境を一元的に
管理できることが重要です。PowerEdge
とVMware vCenterを統合し最適なシ
ステム管理・運用を実現するVMware 
OMIVV（OpenManage Integration for 
VMware vCenter）により、vCenterの管
理画面で仮想化環境はもとより、仮想マシ
ンを動かすPowerEdgeのCPU、メモリな
どを監視できるため、素早いメンテンスが
可能となります。

世界トップシェア※1には理由がある

vCenterの管理画面でサーバーの管理が可能ハードウェアRAIDでハイパーバイザーの信頼性を
向上しつつデータ領域を最大化

Dell EMCとVMwareがVisionや製品ロードマップを
共有し共同開発

VxRailの要となるvSANにより仮想化基盤から
専用ストレージを不要に

ハードウェア＆ソフトウェアの両面で安心の 
一括国内サポート

サーバー仮想化
 ■Dell EMC PowerEdgeサーバー
 ■VMware vSphere

世界トップシェア※ 1のサーバー「PowerEdge」、仮想化に特化した機能で
サーバー仮想化のメリットを最大限に引き出す

Dell EMCは、VDI環境で3D CADなどの利用を可能にするvGPU（仮想GPU）に
おいて、シンクライアントから高密度GPU搭載PowerEdgeサーバー、高速ネットワー
クスイッチまでワンストップで提供します。

デジタル時代が進展する中、次世代仮想化基盤として注目を集めているのがHCIです。
仮想化によりサーバーにコンピューティング機能とストレージ機能を統合したシンプル
な構成を実現し、運用管理ツールも加えてパッケージ化している点が特徴です。
Dell EMCとVMwareの共同開発によるベストプラクティスに基づいたHCIアプラ
イアンスが「VxRail」です。Visionや製品ロードマップを共有する中での共同開発で、
vSphereの開発スケジュールに連動してVxRailの開発スケジュールも組まれていま
す。VxRailは、ストレージ仮想化ソフトウェアVMware Virtual SAN（以下vSAN）をベー
スに、ハイパーバイザー（ESXi）、管理ツール（vCenter）など仮想化環境に必要な機能
をパッケージ化し、業界をリードするPowerEdgeの高信頼かつコンパクトな筐体に集
約してワンストップサービスで提供します。
Dell EMCとVMwareがそれぞれの強みを活かし融合することで、従来のHCIとは一線を
画す先進的な運用性や一括サポートにより、日本をはじめ世界中で導入が進んでいます。
VxRailは小規模リモートオフィスや拠点向けに2ノードクラスタ構成もサポートしています。

仮想化基盤のベースとなるのが共有ストレージです。データ量の増大に対し、従来型専
用ストレージでは効率性や拡張性、コストなどの観点で大きな課題がありました。従来
型ストレージの課題を解決するのが、ストレージ仮想化ソフトウェアvSANです。
vSANは、複数台のサーバー内蔵ストレージを束ね、1つの仮想的な共有ストレージを
構築し、物理的な共有ストレージを不要とします。またRAIDを利用した物理レベルの分
割ではなく、ソフトウェアでサービスレベルを管理することで、物理構成のシンプルさを
失うことなく、様々なサービスレベルの仮想マシン向けストレージ領域として構成するこ
とが可能です。　

ストレージ仮想化 /HCI
 ■VMware Virtual SAN
 ■Dell EMC VxRail

D e l l  E M CとV M w a r eが共同開発したH C I「V x R a i l」、
I T基盤の導入・運用、サポートをシンプルに

（ハイパーコンバージドインフラ）

メリット メリット

物理環境と仮想化環境が混在する仮想化基盤の運用は非常に多岐にわたります。
VMware vRealize Operations Managerは vSphere環境と物理環境を関連付け、
仮想化基盤全体のパフォーマンス、キャパシティ、健全性、効率性などのデータを収
集、保存、分析し、仮想化基盤内の様々な問題や潜在的問題に関するリアルタイムの
情報を提供することで、プロアクティブな運用管理の実現を可能にします。
例えば「vSANのトラブルシューティングダッシュボード」では、パフォーマンスや可用
性に影響を与えている既知の問題をリスト表示し、解決の糸口を見い出すことが可能
です。また過去24時間の使用率やパフォーマンスの表示はもとより、ヒートマップか
らドライブの摩耗、ドライブの温度、読み取り/書き込みエラーなどのキャパシティと、
キャパシティディスクに関する物理的な問題を確認することが可能です。さらにサー
バーや保守タグナンバーを確認できるため、保守の迅速化が図れます。

プロアクティブな運用管理を実現する「VMware vRealize Operations Manager」

CAD VDI（仮想デスクトップ）用途でvGPUを高密度に搭載

M.2 SSDを2本搭載しハードウェアでRAIDを提供

仮想マシンと、仮想マシンが動く物理環境を一元的に管理

仮想化環境に必要な機能をパッケージ化し高信頼のPowerEdgeに集約

問題点や潜在的問題が一目瞭然。vSANのトラブルシューティングダッシュボード

従来の仮想化基盤における課題 !

従来型の共有ストレージにおける高コスト、複雑な運用を解決したい

データ量増大に対し柔軟かつ迅速に対応したい

仮想化基盤の短期間導入を実現したい

システム更改時の移行作業に要する手間とコストを削減したい

仮想化基盤のサポート窓口を1つにし、対応の迅速化を図りたい

さらに

従来、仮想化基盤における運用の効率化では、物理機器による制限や設定の複雑さか
らネットワークが足枷となっていました。
VMware NSXは、スイッチ、ルータ、ファイアウォールなどネットワーク機能を、ソフト
ウェアで提供するネットワーク仮想化のプラットフォームです。
ネットワーク変更は設定画面を操作するだけで切り替え作業を不要とし、機器一台一
台設定する必要もありません。またVM単位にセキュリティを設定して保護するマイク
ロセグメンテーションを可能とし、強固なセキュリティ環境を構築できます。
VMware NSX はVxRail、SmartFabricサービスと連携することが可能です。

ガバナンスが効かない新しい仮想マシンが無秩序に広がると、管理者の運用負荷
が高まり、煩雑化し、データ漏洩や一貫性のないデータリカバリーリスクにさらされ
ます。VMware環境に最適化されたデータ保護用のソフトウェアパッケージ「Data 
Protection Suite for VMware」により、管理者はネイティブVMwareインターフェ
イス内で、幅広いエンタープライズ アプリケーション等のデータ保護を一貫性を
もって管理できます。これにより、バックアップから継続的データ保護まで、VMware
環境におけるRPO（目標復旧時点）、RTO（目標復旧時間）の達成を支援します。

サーバー、スイッチ、ストレージの3階層モデルを利用した仮想化基盤は、最適な組み合
わせの構成設計やサイジング、検証に多くの時間を要しました。VxRailは事前に性能
保証や管理機能などトータルに設計・開発されているため、従来の3階層モデルと比べ、
プロジェクト期間を半減することが可能です。

❶仮想化基盤の導入プロジェクト期間を半減

VxRailは、シンプルなライフサイクルマネージメントも大きな特徴です。アプライアン
スとして統合されているソフトウェアはもとより、筐体のファームウェア群とも整合性
をとって検証を実施したパッケージにより、包括的なアップグレードを提供することで、
アップグレードに関するユーザーの負担を劇的に低減します。

❸パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応

従来、3階層の仮想化基盤では管理すべきコンポーネントが多く、運用も煩雑になり
がちでした。VxRailではすべてのコンポーネントが1つのアプライアンスに統合され
ており、管理ツールVxRail Managerを統合したvCenterのGUIでアプライアンス
全体を一元管理でき、シンプルな運用を実現します。また「SmartFabricサービス for 
VxRail」を利用することで、VxRail Manager/vCenterと統合・連携し、初期セットアッ
プや展開はもとよりノードの増設、仮想マシン追加・移動などにおいて、複雑なスイッチ
の設定を自動的に行えます。

❷管理ツールでアプライアンス全体を一括管理でき、 
シンプルな運用を実現

VxRailは容量不足の際もサーバーやHDDを増設することで簡単にスケールアウトが
可能です。また保守・リースアップ・レンタル期間満了時にも仮想化環境を停止するこ
となく、VxRailを切り離すことができます。

❹増設だけでなく機器更新も簡単

従来、ソフトウェアの定期的なバージョンアップは、予算を組み、ベンダーに依頼し、実
際の作業も多くの手間とコストを要しました。また近年、セキュリティ面で緊急性がある
バージョンアップも増えています。VxRailは保守サービスのProSupport Plusにご
加入頂くことで、お客様からの依頼のもとDell EMCが責任をもってリモートでバージョ
ンアップを行います。運用担当者の業務負荷や心理的負担を大幅に軽減するとともに、
バージョンアップのために予算を組むことも追加投資も不要です。

▶注目！

マイクロセグメンテーションにより 
セキュリティ強化を図る「VMware NSX」

VMware環境における最適なデータ保護環境を提供する
「Dell EMC Data Protection Suite for VMware」

ソフトウェアとハードウェアの両面から統合アップデータとして提供

Dell EMCとVMwareが共同開発した
HCIアプライアンスだから実現できる〈VxRailの導入メリット〉

 ■ システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性を 
もたらすSDDCの自動運用

 ■ ソフトウェアからハードウェアまで 
ライフサイクル管理を自動化

 ■ SDDCをAWS上で構築することで一貫性のある 
「ハイブリッドクラウド」を実現

ハイブリッドクラウド
 ■VMware Cloud Foundation
 ■VCF on VxRail
 ■VMware Cloud on AWS

SDDCをベースに一貫性のある「ハイブリッドクラウド」を実現
ハードウェアを含むライフサイクル管理の自動化を図る

WAN（広域ネットワーク）の仮想的統合を実現する
「Dell EMC SD-WAN Edge powered by VMware（VeloCloud）」

クラウドサービスの普及に伴い、WANを介したデータ量の増大、拠点への迅速かつ柔軟な展開など従来型のWAN活用において様々な課題が生じています。これらの課題
を解決するVeloCloudは、WANを仮想的に統合するSD-WAN（ソフトウェア定義型のWAN）によりWANの設定や運用管理をソフトウェアベースで実現。これまで常にデー
タセンターを経由していた拠点からクラウドサービスへのアクセスをインターネット回線にオフロードするローカルブレイクアウト機能、通信経路の最適化を行うダイナミッ
クマルチパス機能（DMPO）、 遠隔地の拠点にWANとの接点を容易に展開できるPPPoE対応のゼロタッチプロビジョニングなどにより運用の大幅な効率化が図れます。

次世代インフラに求められるすべてのリソースを包含するVCFの構成

AWS上にvSphere、vSAN、NSXなどを導入しVMware環境を提供

end-to-endのライフサイクル管理の自動化を実現 

メリット

システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性のあるハイブリッドクラウド「Dell 
Technologies Cloud」。その基盤となるSDDCを実現するために、VMware では
vSphere、vSAN、NSXなど個別の技術要素や製品を組み合わせ、互換性テストを行い、
検証済みのコンポーネントにした上で、SDDCの導入と運用の包括的なデザインにより
ベストプラクティスでアーキテクチャの標準化を図っています。この標準化のもと、コン
ピュート、ストレージ、ネットワーク、クラウド管理など、次世代インフラに求められるすべて
の要素を包含する統合ハイブリッドクラウドプラットフォームがVCFです。 
VCFにより自動でSDDC環境をシンプルかつ短期間で展開することが可能です。また
オンプレミス環境でもパブリッククラウドと同様の基盤運用を可能とし、ハイブリッドクラ
ウド環境の一貫した運用を実現するとともに、導入から構成、プロビジョニング、パッチ&
アップグレードなどライフサイクル管理の自動化を図りSDDCの自動運用を実現します。

SDDCの自動運用を実現する
VMware Cloud Foundation（VCF）

VCFによるSDDCにおけるライフサイクル管理の自動化に加え、サーバー、スイッチな
どハードウェアまでend-to-endで展開、構成、ライフサイクル管理の統合と自動化を
実現するのが、VxRail上にVCFを構築する「VCF on VxRail」です。VCFの管理ツール
SDDC Managerと、VxRailの管理ツールVxRail Managerの連携によりファームウェ
アを含むライフサイクル管理の自動化を実現。VCF on VxRailの導入により運用管理
者の手間の極小化はもとより、インフラの展開スピードや生産性が劇的に向上し、TCO
（総所有コスト）の大幅な削減が図れます。またVCF on VxRailはDell EMCによる一
括サポートのもと安心してご利用いただけます。

ソフトウェアからハードウェアまでライフサイクル 
管理を自動化する「VCF on VxRail」

VMware Cloud on AWSは、VCFによりSDDCをパブリッククラウドのAWS上で構
築することで提供するクラウドサービスです。これによりアーキテクチャと運用の一貫
性を維持した「ハイブリッドクラウド」を実現します。オンプレミスのvSphere環境との
連携・統合管理が容易に行え、VMware Cloud on AWSへのへの移行の際の手順や
時間の最小化も図れます。またパブリッククラウドならではの拡張性や、最先端のサー
ビスの効率的な利用も実現。AWSのサービスとVMwareのソフトウェアを組み合わせ
て提供するため、VMwareが運用、サポートを行います。

SDDCをAWS上で構築しハイブリッドクラウドを 
実現する「VMware Cloud on AWS」

エッジ
コンピューティング

コンピュート
vSphere

SDDC Managerによるライフサイクルの自動化

導入 構成 プロビジョ
ニング

パッチ/
アップグレード

ネットワーク
NSX

ストレージ
vSAN

クラウド管理
vRealize

オンプレミス
プライベートクラウド

従来型アプリケーション

パブリッククラウド

VMware Cloud Foundation

クラウドネイティブアプリケーション

自動化された
VxRail＆SDDC環境設定

統合、自動化され一貫した
インフラストラクチャの

パッチ適用及びアップグレード

自動化されたVxRailインフラリソースプロビジョニング
（VxRail VIワークロードドメイン）

VxRailクラスタとSDDCソフトウェアの自動インストール

Cloud Foundation™

お客様のデータセンター

オンプレミスや
プライベートクラウド

vCenter vCenter

VMware Cloud™ on AWS
AWSのサービスPowered by VMware Cloud Foundation

AWSのグローバルなインフラストラクチャ

vRealize Suite. ISVのエコシステム

など

Amazon S3

Amazon RDS

Amazon EC2vSphere vSAN NSXincl. VIC

Dell EMCにより保守範囲内で、リモートでバージョンアップ
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PowerEdge BOSS RAIDコントローラー

安心の
ハードウェア
RAID提供

Boot Optimized Storage Solution M.2 SSD×2本

RAIDチップを搭載

VxRail
Manager

vSphere vCentervSAN
業界標準の

ハイパーバイザー
ネイティブ
ストレージ

統合管理

サーバー仮想化 ストレージ仮想化 管理ツール

VM
一元管理

物理環境 仮想環境

サーバー仮想化のメリット
増えるサーバーのコストと運用の課題を解決

サーバーの台数削減 !

サーバー故障・メンテナンス時の対応
vMotion※4で保守作業を休日・夜間ではなく、平日・昼間に実施可能 !

システムダウン時の対応
VMware HA 機能で業務のダウンタイムを最小化 !

急な増設時の対応
仮想マシンのテンプレートをクローン（複製）し、ビジネス要求に即座に対応 !

仮想マシンと物理サーバーの一元管理
vCenter の管理画面でサーバーを管理 !

3層構成

VxRail

アセス
メント 計画＋デザイン アプリ開発/ 構築 運用移行 パイロット デプロイ

1/3以下に

プロジェクト期間が半減

従来の3層構成アーキテクチャとHCIのプロジェクト期間比較

保守範囲内で対応

メール、Web、電話

バージョンアップ!
リモートで

サポート窓口管理者

Integrated Software
SDS
Hypervisor
Software governance
Virtualization Management

BIOS
Components Firmware & Drivers
NIC Firmware
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データ量の増大に伴い、データを処理するサーバー台数の増加に歯止めをかける手
段として、サーバー仮想化は非常に有効です。サーバー台数削減によるコスト削減や
省エネ・省スペース、運用の効率化に加え、仮想化ソフトウェアVMware vSphereの
VMware HA※3による業務継続性向上など、サーバー仮想化には様々なメリットがあ
ります。その一方で、仮想化により複数のシステムを集約する物理サーバーには、高い
性能や信頼性、そしてサポート力が求められます。
Dell EMCは創業以来の強固なサプライチェーンを活用した「調達力」と、世界トップ
シェアのサーバーベンダーの「知見」や「ノウハウ」を駆使し、高性能、高信頼性、充実の
サポートに加え、VMwareとの強力なアライアンスによりサーバー仮想化環境に抜群
の安心感をもたらします。

 ■ 世界トップシェア※1のサーバー「PowerEdge」
 ■ ハードウェアRAID※2でハイパーバイザーのブート（起動）
領域を冗長化

 ■ vCenterで仮想マシンと、仮想マシンが稼働する 
物理サーバーを一元管理

 ■ Dell EMCとVMwareが共同開発した 
HCIアプライアンス

 ■ パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応
 ■ Dell EMCが保守範囲内で、リモートでバージョンアップ

サーバー仮想化の代名詞ともいえるサーバー仮想化ソフトウェアVMware vSphere。
その中核となるのが、ハイパーバイザーのESXiです。ハイパーバイザーとは、1台の
物理サーバーを複数の仮想マシンに分割するソフトウェアのことです。通常、企業で
VMware vSphereを導入する場合、ESXiはサーバーの内蔵ドライブ（HDD）にインス
トールされるケースが一般的でした。起動領域とデータ領域が内蔵ドライブに共存す
る形は、信頼性や内蔵ドライブの有効活用の面で課題がありました。
この課題を解決するために、PowerEdgeはブート専用デバイスBOSS（Boot 
Optimized Storage Solution）を搭載。ハイパーバイザー起動領域として、内蔵ドラ
イブとは別に搭載した2本のM.2※5 SSDによるハードウェアRAIDを提供し、サーバー
で最も大事なハイパーバイザーの信頼性を向上させつつ、貴重な内蔵ドライブはすべ
てデータ領域に利用でき、データ領域を最大化できます。

サーバー仮想化では、物理環境と仮想化環境が混在するため障害の切り分けや影響範
囲の特定が難しくなります。
PowerEdgeサーバーのサポートはファーストコールから高度な技術的内容まで、ハー
ドとソフトの両面から一括国内サポートにより、サーバー仮想化環境に大きな安心を提
供します。またカスタマーサポートは全コール国内で応答し正社員が対応することで、
お問い合わせに迅速かつ丁寧な対応を実現しています。

※1 IDC WW Quarterly Server Tracker 2019Q2（Share by Company）- Unit and 
Revenue, product category: x86

※2 RAID：Redundant Arrays of Inexpensive Disksの略。データを複数のHDD（ハードディス
ク）に分散することで、性能と冗長性を向上させる技術

※3 VMware HA（High Availability）：物理サーバーに障害が発生した場合、障害が発生した
物理サーバー上で動いていた仮想マシンを、別の物理サーバー上で再起動する機能

※4  vMotion：無停止で稼働中のマシンを別の物理サーバーに移行する機能
※5  M.2：コンピュータに内蔵される拡張カードの規格、小型で転送速度が速いのが特徴

サーバー仮想化の運用では、仮想マシン
と、仮想マシンが動く物理環境を一元的に
管理できることが重要です。PowerEdge
とVMware vCenterを統合し最適なシ
ステム管理・運用を実現するVMware 
OMIVV（OpenManage Integration for 
VMware vCenter）により、vCenterの管
理画面で仮想化環境はもとより、仮想マシ
ンを動かすPowerEdgeのCPU、メモリな
どを監視できるため、素早いメンテンスが
可能となります。

世界トップシェア※1には理由がある

vCenterの管理画面でサーバーの管理が可能ハードウェアRAIDでハイパーバイザーの信頼性を
向上しつつデータ領域を最大化

Dell EMCとVMwareがVisionや製品ロードマップを
共有し共同開発

VxRailの要となるvSANにより仮想化基盤から
専用ストレージを不要に

ハードウェア＆ソフトウェアの両面で安心の 
一括国内サポート

サーバー仮想化
 ■Dell EMC PowerEdgeサーバー
 ■VMware vSphere

世界トップシェア※ 1のサーバー「PowerEdge」、仮想化に特化した機能で
サーバー仮想化のメリットを最大限に引き出す

Dell EMCは、VDI環境で3D CADなどの利用を可能にするvGPU（仮想GPU）に
おいて、シンクライアントから高密度GPU搭載PowerEdgeサーバー、高速ネットワー
クスイッチまでワンストップで提供します。

デジタル時代が進展する中、次世代仮想化基盤として注目を集めているのがHCIです。
仮想化によりサーバーにコンピューティング機能とストレージ機能を統合したシンプル
な構成を実現し、運用管理ツールも加えてパッケージ化している点が特徴です。
Dell EMCとVMwareの共同開発によるベストプラクティスに基づいたHCIアプラ
イアンスが「VxRail」です。Visionや製品ロードマップを共有する中での共同開発で、
vSphereの開発スケジュールに連動してVxRailの開発スケジュールも組まれていま
す。VxRailは、ストレージ仮想化ソフトウェアVMware Virtual SAN（以下vSAN）をベー
スに、ハイパーバイザー（ESXi）、管理ツール（vCenter）など仮想化環境に必要な機能
をパッケージ化し、業界をリードするPowerEdgeの高信頼かつコンパクトな筐体に集
約してワンストップサービスで提供します。
Dell EMCとVMwareがそれぞれの強みを活かし融合することで、従来のHCIとは一線を
画す先進的な運用性や一括サポートにより、日本をはじめ世界中で導入が進んでいます。
VxRailは小規模リモートオフィスや拠点向けに2ノードクラスタ構成もサポートしています。

仮想化基盤のベースとなるのが共有ストレージです。データ量の増大に対し、従来型専
用ストレージでは効率性や拡張性、コストなどの観点で大きな課題がありました。従来
型ストレージの課題を解決するのが、ストレージ仮想化ソフトウェアvSANです。
vSANは、複数台のサーバー内蔵ストレージを束ね、1つの仮想的な共有ストレージを
構築し、物理的な共有ストレージを不要とします。またRAIDを利用した物理レベルの分
割ではなく、ソフトウェアでサービスレベルを管理することで、物理構成のシンプルさを
失うことなく、様々なサービスレベルの仮想マシン向けストレージ領域として構成するこ
とが可能です。　

ストレージ仮想化 /HCI
 ■VMware Virtual SAN
 ■Dell EMC VxRail

D e l l  E M CとV M w a r eが共同開発したH C I「V x R a i l」、
I T基盤の導入・運用、サポートをシンプルに

（ハイパーコンバージドインフラ）

メリット メリット

物理環境と仮想化環境が混在する仮想化基盤の運用は非常に多岐にわたります。
VMware vRealize Operations Managerは vSphere環境と物理環境を関連付け、
仮想化基盤全体のパフォーマンス、キャパシティ、健全性、効率性などのデータを収
集、保存、分析し、仮想化基盤内の様々な問題や潜在的問題に関するリアルタイムの
情報を提供することで、プロアクティブな運用管理の実現を可能にします。
例えば「vSANのトラブルシューティングダッシュボード」では、パフォーマンスや可用
性に影響を与えている既知の問題をリスト表示し、解決の糸口を見い出すことが可能
です。また過去24時間の使用率やパフォーマンスの表示はもとより、ヒートマップか
らドライブの摩耗、ドライブの温度、読み取り/書き込みエラーなどのキャパシティと、
キャパシティディスクに関する物理的な問題を確認することが可能です。さらにサー
バーや保守タグナンバーを確認できるため、保守の迅速化が図れます。

プロアクティブな運用管理を実現する「VMware vRealize Operations Manager」

CAD VDI（仮想デスクトップ）用途でvGPUを高密度に搭載

M.2 SSDを2本搭載しハードウェアでRAIDを提供

仮想マシンと、仮想マシンが動く物理環境を一元的に管理

仮想化環境に必要な機能をパッケージ化し高信頼のPowerEdgeに集約

問題点や潜在的問題が一目瞭然。vSANのトラブルシューティングダッシュボード

従来の仮想化基盤における課題 !

従来型の共有ストレージにおける高コスト、複雑な運用を解決したい

データ量増大に対し柔軟かつ迅速に対応したい

仮想化基盤の短期間導入を実現したい

システム更改時の移行作業に要する手間とコストを削減したい

仮想化基盤のサポート窓口を1つにし、対応の迅速化を図りたい

さらに

従来、仮想化基盤における運用の効率化では、物理機器による制限や設定の複雑さか
らネットワークが足枷となっていました。
VMware NSXは、スイッチ、ルータ、ファイアウォールなどネットワーク機能を、ソフト
ウェアで提供するネットワーク仮想化のプラットフォームです。
ネットワーク変更は設定画面を操作するだけで切り替え作業を不要とし、機器一台一
台設定する必要もありません。またVM単位にセキュリティを設定して保護するマイク
ロセグメンテーションを可能とし、強固なセキュリティ環境を構築できます。
VMware NSX はVxRail、SmartFabricサービスと連携することが可能です。

ガバナンスが効かない新しい仮想マシンが無秩序に広がると、管理者の運用負荷
が高まり、煩雑化し、データ漏洩や一貫性のないデータリカバリーリスクにさらされ
ます。VMware環境に最適化されたデータ保護用のソフトウェアパッケージ「Data 
Protection Suite for VMware」により、管理者はネイティブVMwareインターフェ
イス内で、幅広いエンタープライズ アプリケーション等のデータ保護を一貫性を
もって管理できます。これにより、バックアップから継続的データ保護まで、VMware
環境におけるRPO（目標復旧時点）、RTO（目標復旧時間）の達成を支援します。

サーバー、スイッチ、ストレージの3階層モデルを利用した仮想化基盤は、最適な組み合
わせの構成設計やサイジング、検証に多くの時間を要しました。VxRailは事前に性能
保証や管理機能などトータルに設計・開発されているため、従来の3階層モデルと比べ、
プロジェクト期間を半減することが可能です。

❶仮想化基盤の導入プロジェクト期間を半減

VxRailは、シンプルなライフサイクルマネージメントも大きな特徴です。アプライアン
スとして統合されているソフトウェアはもとより、筐体のファームウェア群とも整合性
をとって検証を実施したパッケージにより、包括的なアップグレードを提供することで、
アップグレードに関するユーザーの負担を劇的に低減します。

❸パッチ適用・バージョンアップはパッケージで一括対応

従来、3階層の仮想化基盤では管理すべきコンポーネントが多く、運用も煩雑になり
がちでした。VxRailではすべてのコンポーネントが1つのアプライアンスに統合され
ており、管理ツールVxRail Managerを統合したvCenterのGUIでアプライアンス
全体を一元管理でき、シンプルな運用を実現します。また「SmartFabricサービス for 
VxRail」を利用することで、VxRail Manager/vCenterと統合・連携し、初期セットアッ
プや展開はもとよりノードの増設、仮想マシン追加・移動などにおいて、複雑なスイッチ
の設定を自動的に行えます。

❷管理ツールでアプライアンス全体を一括管理でき、 
シンプルな運用を実現

VxRailは容量不足の際もサーバーやHDDを増設することで簡単にスケールアウトが
可能です。また保守・リースアップ・レンタル期間満了時にも仮想化環境を停止するこ
となく、VxRailを切り離すことができます。

❹増設だけでなく機器更新も簡単

従来、ソフトウェアの定期的なバージョンアップは、予算を組み、ベンダーに依頼し、実
際の作業も多くの手間とコストを要しました。また近年、セキュリティ面で緊急性がある
バージョンアップも増えています。VxRailは保守サービスのProSupport Plusにご
加入頂くことで、お客様からの依頼のもとDell EMCが責任をもってリモートでバージョ
ンアップを行います。運用担当者の業務負荷や心理的負担を大幅に軽減するとともに、
バージョンアップのために予算を組むことも追加投資も不要です。

▶注目！

マイクロセグメンテーションにより 
セキュリティ強化を図る「VMware NSX」

VMware環境における最適なデータ保護環境を提供する
「Dell EMC Data Protection Suite for VMware」

ソフトウェアとハードウェアの両面から統合アップデータとして提供

Dell EMCとVMwareが共同開発した
HCIアプライアンスだから実現できる〈VxRailの導入メリット〉

 ■ システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性を 
もたらすSDDCの自動運用

 ■ ソフトウェアからハードウェアまで 
ライフサイクル管理を自動化

 ■ SDDCをAWS上で構築することで一貫性のある 
「ハイブリッドクラウド」を実現

ハイブリッドクラウド
 ■VMware Cloud Foundation
 ■VCF on VxRail
 ■VMware Cloud on AWS

SDDCをベースに一貫性のある「ハイブリッドクラウド」を実現
ハードウェアを含むライフサイクル管理の自動化を図る

WAN（広域ネットワーク）の仮想的統合を実現する
「Dell EMC SD-WAN Edge powered by VMware（VeloCloud）」

クラウドサービスの普及に伴い、WANを介したデータ量の増大、拠点への迅速かつ柔軟な展開など従来型のWAN活用において様々な課題が生じています。これらの課題
を解決するVeloCloudは、WANを仮想的に統合するSD-WAN（ソフトウェア定義型のWAN）によりWANの設定や運用管理をソフトウェアベースで実現。これまで常にデー
タセンターを経由していた拠点からクラウドサービスへのアクセスをインターネット回線にオフロードするローカルブレイクアウト機能、通信経路の最適化を行うダイナミッ
クマルチパス機能（DMPO）、 遠隔地の拠点にWANとの接点を容易に展開できるPPPoE対応のゼロタッチプロビジョニングなどにより運用の大幅な効率化が図れます。

次世代インフラに求められるすべてのリソースを包含するVCFの構成

AWS上にvSphere、vSAN、NSXなどを導入しVMware環境を提供

end-to-endのライフサイクル管理の自動化を実現 

メリット

システム移行性、運用性、セキュリティに一貫性のあるハイブリッドクラウド「Dell 
Technologies Cloud」。その基盤となるSDDCを実現するために、VMware では
vSphere、vSAN、NSXなど個別の技術要素や製品を組み合わせ、互換性テストを行い、
検証済みのコンポーネントにした上で、SDDCの導入と運用の包括的なデザインにより
ベストプラクティスでアーキテクチャの標準化を図っています。この標準化のもと、コン
ピュート、ストレージ、ネットワーク、クラウド管理など、次世代インフラに求められるすべて
の要素を包含する統合ハイブリッドクラウドプラットフォームがVCFです。 
VCFにより自動でSDDC環境をシンプルかつ短期間で展開することが可能です。また
オンプレミス環境でもパブリッククラウドと同様の基盤運用を可能とし、ハイブリッドクラ
ウド環境の一貫した運用を実現するとともに、導入から構成、プロビジョニング、パッチ&
アップグレードなどライフサイクル管理の自動化を図りSDDCの自動運用を実現します。

SDDCの自動運用を実現する
VMware Cloud Foundation（VCF）

VCFによるSDDCにおけるライフサイクル管理の自動化に加え、サーバー、スイッチな
どハードウェアまでend-to-endで展開、構成、ライフサイクル管理の統合と自動化を
実現するのが、VxRail上にVCFを構築する「VCF on VxRail」です。VCFの管理ツール
SDDC Managerと、VxRailの管理ツールVxRail Managerの連携によりファームウェ
アを含むライフサイクル管理の自動化を実現。VCF on VxRailの導入により運用管理
者の手間の極小化はもとより、インフラの展開スピードや生産性が劇的に向上し、TCO
（総所有コスト）の大幅な削減が図れます。またVCF on VxRailはDell EMCによる一
括サポートのもと安心してご利用いただけます。

ソフトウェアからハードウェアまでライフサイクル 
管理を自動化する「VCF on VxRail」

VMware Cloud on AWSは、VCFによりSDDCをパブリッククラウドのAWS上で構
築することで提供するクラウドサービスです。これによりアーキテクチャと運用の一貫
性を維持した「ハイブリッドクラウド」を実現します。オンプレミスのvSphere環境との
連携・統合管理が容易に行え、VMware Cloud on AWSへのへの移行の際の手順や
時間の最小化も図れます。またパブリッククラウドならではの拡張性や、最先端のサー
ビスの効率的な利用も実現。AWSのサービスとVMwareのソフトウェアを組み合わせ
て提供するため、VMwareが運用、サポートを行います。

SDDCをAWS上で構築しハイブリッドクラウドを 
実現する「VMware Cloud on AWS」

エッジ
コンピューティング

コンピュート
vSphere

SDDC Managerによるライフサイクルの自動化

導入 構成 プロビジョ
ニング

パッチ/
アップグレード

ネットワーク
NSX

ストレージ
vSAN

クラウド管理
vRealize

オンプレミス
プライベートクラウド

従来型アプリケーション

パブリッククラウド

VMware Cloud Foundation

クラウドネイティブアプリケーション

自動化された
VxRail＆SDDC環境設定

統合、自動化され一貫した
インフラストラクチャの

パッチ適用及びアップグレード

自動化されたVxRailインフラリソースプロビジョニング
（VxRail VIワークロードドメイン）

VxRailクラスタとSDDCソフトウェアの自動インストール

Cloud Foundation™

お客様のデータセンター

オンプレミスや
プライベートクラウド

vCenter vCenter

VMware Cloud™ on AWS
AWSのサービスPowered by VMware Cloud Foundation

AWSのグローバルなインフラストラクチャ

vRealize Suite. ISVのエコシステム

など

Amazon S3

Amazon RDS

Amazon EC2vSphere vSAN NSXincl. VIC

Dell EMCにより保守範囲内で、リモートでバージョンアップ
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コンサルティングサービス ポートフォリオ

「ITモダナイゼーション」で成長戦略を描く「ITモダナイゼーション」で成長戦略を描く

ソリューションガイド
Realize Your Digital Future 2019.10

×

初期費用を抑え、ITの投資対効果の最大化を図るお客様のトランスフォーメーションを支援

VM

一貫性のある
付加価値
サービス

一貫性のある
インフラ

一貫性のある
オペレーション

自動化と
オペレーション
マルチクラウド

●サーバー
●仮想化
●コンテナシステム

付加価値サービス

エッジ プライベートクラウド パブリッククラウド

クラウド運用と自動化

セキュリティ 各種サービス／コンサルティング データサービス 消費モデル

可視化

物理マシン 仮想マシン コンテナ

VMC on
Dell EMC

VMC on
Dell EMC

DT Validated
Compute | Networking | Storage

VMware Cloud
Provider Program

Amazon
Web Services

Microsoft
AzureHCI CI

オペレーション 自動化 ガバナンスセキュリティ コンテナ管理

効率化

ビジネススピード

仮想マシンが動く物理環境と
仮想化環境を一元管理
シンプルな運用で
TCOを削減

サーバーとストレージを統合
データ量増大に伴う運用課題を
解決

ネットワークの運用負荷を大幅
に削減
仮想マシン単位での強固なセキュ
リティ環境を構築

オンプレミスとクラウドの運用
管理を統合
ハイブリッドクラウドで競争力を
強化

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

サーバー仮想化
●Dell EMC PowerEdgeサーバー
●VMware vSphere

デスクトップ仮想化（VDI）
●DELL クライアント / Wyseシンクライアント
●VMware Horizon

データ保護ソリューション
●Dell EMC Data Protection Suite for VMware

ストレージ仮想化 /HCI
●VxRail
●vSAN Ready Node

ハイブリッドクラウド
●Dell Technologies Cloud
●VMware Cloud Foudation（VCF）

ネットワーク仮想化
●VMware NSX

アドバイス 実行計画

TRANSFORMATION PROGRAM OFFICE （トランスフォーメーション プログラム オフィス:TPO

ワークフォース
トランス
フォーメーション

IT トランス
フォーメーション

STRUCTURED 
FINANCING

SOFTWARE 
LICENSING

VARIABLE & GROWTH 
SOLUTIONS

ビルトインされたセキュリティ

一貫性のある運用  －クラウドをまたいだ自動化と運用－

一貫性のあるインフラストラクチャ  －VM ベース / コンテナインフラ－

アプリケーション
トランス
フォーメーション

DELL EMCのサービスポートフォリオにより実現するITライフサイクルの最適化

ProDeploy Plus – 導入・構築のパッケージサービス ProSupport Plus
 ■ 必要な要件のみを効率良くパッケージしたことでコストを抑制
 ■ 熟練のプロジェクトマネージャーがお客様との窓口を一本化
 ■ 作業時間も24時間365日お客様のご都合で選択可能
 ■ 導入後30日間の構成サポート

 ■ データ消去サービス
 ■ IT回収/リサイクルサービス
 ■ アセスメント（評価）サービス 

 ■ 実装および統合
 ■ 機器構築・設置・導入サービス
 ■ データ移行サービス 

 ■ サポートサービス
 ■ レジデンシーサービス（内製化支援、運用業務支援）
 ■ ヘルスチェックサービス

 ■ ワークショップ
 ■ アドバイザリサービス
 ■ 設計サービス（基本設計/運用設計）
 ■ アーキテクチャ定義

最適なタイミングで、最適なサービスを提供します。
日常業務のオペレーションやサポートの作業負荷を軽減し、
IT部門がビジネスを推進する戦略的なプロジェクトに
取り組むためのリソースを確保できるようにします。

 ■ ProSupport Plusの専用電話窓口
 ■ 障害コールはすべて24時間365日 国内拠点で対応
 ■ 選べるオンサイト対応時間（当日4時間もしくは翌日対応）
 ■ 専任のテクノロジーサービスマネージャ（TSM）をアサイン

お客様の初期費用を抑え、IT投資のキャッシュフローが最大限に有効活用されるよう、
リース・レンタル、ソフトウェアボリュームライセンス、さらにはストレージ容量に応じた
従量課金等、様々なファイナンスニーズにお応えします。例えば、VxRailを導入する際は、
「Flex on Demand」のご利用により、ストレージハードウェアへの事前払いは発生せ
ず、コミット頂く基本容量部分のみを毎月お支払い頂くことが可能です。また、基本容量
部分を超えた場合も、実際に利用した場合にのみ支払いが発生します。

Dell Technologies全般にわたる深い知識、豊富な実績とノウハウ、先進技術を駆使し、
プロジェクトの成果をいち早くビジネスの価値に変えるTime to Valueを促進します。

Dell Financial ServiceDell Technologiesコンサルティング

デジタル時代が進展する中、企業は顧客視点を重視し、パブリッククラウドやAI、
IoTなどを活用しイノベーションを創出する「攻めのIT」への取り組みを本格化させ
ています。このトレンドは不可逆であり、企業の持続的成長に欠かせない要素です。
その一方で、プライベートクラウド（オンプレミス）で稼働する基幹システムなど「守
りのIT」では効率化や省力化を図りながらしっかりと維持していくことが必要です。
またデジタル変革の推進に伴い、基幹システムにおけるレガシーからの脱却も急務
となっています。
「攻めのIT」と「守りのIT」を両立した上で、まだ見えていない顧客ニーズを見い出し
新たなサービスを創り出していくために、攻めと守りの両面を連携する“架け橋”と

なるのが、Dell Technologiesのハイブリッドクラウド戦略「Dell Technologies 
Cloud」です。ブライベートクラウドもパブリッククラウドも業界をリードする仮想
化ソフトウェアVMware vSphereをベースにすることで、一貫性のあるアーキテ
クチャのもとシステム移行性や運用性、セキュリティの向上を図り、インフラの違
いを意識することなくハイブリッドクラウドを利用できます。またDell EMCによ
るハードウェアとソフトウェアの国内一括サポートは次世代IT基盤に大きな安心
をもたらします。Dell EMCとVMwareが共有するハイブリッドクラウド戦略「Dell 
Technologies Cloud」は、デジタル時代を勝ち抜く企業の現在と将来の課題を解
決します。

ハードウェアに強みを持つDell EMCと、仮想化技術をリードするVMwareがタッグを組み、 
革新的ソリューションを提供

オンプレミス、パブリック/プライベート、エッジ、いずれの環境でも一貫性のあるアーキテクチャ、
運用、セキュリティでインフラの違いを意識することなく統合プラットフォームとして利用できる。
クラウドITインフラのトップブランド、Dell EMCとVMwareが融合することで実現する、
ハイブリッドクラウド戦略「Dell Technologies Cloud」。

Dell Technologiesの「ハイブリッドクラウド」ビジョン

クラウドの進化はここから。企業の未来とともに。クラウドの進化はここから。企業の未来とともに。
Dell CloudTechnologiesDell CloudTechnologies

VMwareが提唱するSDDC（Software Defined Datacenter、ソフトウェア定義デー
タセンター）は、サーバーだけでなくストレージ、ネットワーク、セキュリティ機能まで、
あらゆるリソースを統合し、データセンターをまるごと仮想化するという発想に基づい
たアプローチです。SDDCを採用したオンプレミス環境とパブリッククラウド環境を
選択することで、オンプレミスからクラウド、エッジまで、一貫性のあるインフラストラク
チャ、一貫性のある運用と自動化、一貫性のあるセキュリティを実現できます。またアー
キテクチャの一貫性は移行負荷も軽減します。「Dell Technologies Cloud」のベース
となるSDDCは、変化が激しく予測困難な時代のビジネスを支える基盤となります。

「安定稼働しているサービスやシステムはオンプレミスで稼働させ、仮想化により運用性や効率性を高めながら、
新しいサービスをパブリッククラウドで開発・展開することで、低リスクかつ迅速に新規ビジネスに参入していく。
そして成長領域にフォーカスし、ハイブリッドクラウドにより事業を拡大する」、
企業の成長戦略に合わせて ITモダナイゼーション・マップを描き、
“企業のあるべき ITインフラ像”に向けて前進することが重要です。

「Dell Technologies Cloud」のベースとなるSDDCが実現する一貫性

ハイブリッドクラウドの一貫性を支えるアーキテクチャ 
「SDDC」

変化が激しい時代を勝ち抜くために
Dell EMC×VMwareで ITモダナイゼーション !

ITモダナイゼーション・マップ

お客様のビジネス成長を支えるITモダナイゼーションを支援する
Dell EMCのサービスソリューション

– 保守のパッケージサービス

製品を熟知したエンジニアが、お客様環境を理解し対応。
これまでの経験からのベストプラクティスを提供します

ProSupport Plusは、各種レポートを活用するなど、
TSMが障害の発生そのものを抑える活動を提供します

•  インフラのマルチクラウド
化と運用モデル最適化

•  データセンター環境の最
新化と移行ビジネス

•  レジリエンス（BC/DR）の
計画と実装

ファイナンスリース
契約期間中、資産および減価償却費の
計上

レンタル/オペレーティング
リース
契約期間中、賃貸借処理、資産計上なし※

※税務・会計上の扱いを保証するものではあり
ません。ご契約にあたっては、事前に貴社会計監
査法人及び税理士にご確認ください。

Transformational License 
Agreement（TLA）
Simple TLA: 契約終了後、ライセン
ス使用権利はBAU（通常購入）により
付与
Term TLA: 契約期間中にのみライセ
ンス使用権利を付与

Pay As You Grow
ビジネスプランに即したステップペイ
メント

Provision and Pay
納品～ Service in まで、データ移行
期間の支払据置を設定可能

Ready Capacity
基本容量と従量容量を設定可能

Flex on Demand
最小で基本容量40％（HCI:60％）、期
間36ヶ月の設定可能
GB単価でのサービス契約

PRIVATE CLOUD PUBLIC CLOUD EDGE

•  クラウド ネイティブ アプ
リケーションとDevOpsモ
デルの計画と実装

•  既存アプリケーションのク
ラウド化推進

•  Big Data活用、 IoT 、データ分
析、およびプラットフォーム導入

•  VDIとエンド ユーザー コン
ピューティング環境の実現

•  デジタル ワークプレース
ポータルの実装

•  コミュニケーションとコラ
ボレーション環境の設計
および構築の計画と実装

企画・設計
フェーズ

ITライフ
サイクル

保守・運用
フェーズ

導入・構築
フェーズ

評価・
リサイクル
フェーズ

キャッシュフロー最大化のため
のファイナンシャルサービス

ボリュームソフトウェア
ライセンスソリューション

ストレージ容量の増減ニーズに対する
柔軟な従量容量課金制のソリューション

vmWareSolutionGfix.indd   1-4 2019/10/17   15:44


