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エッジで差をつける
作成時にデータを活用して価値を生み出す 

情報とテクノロジー

ビジネスの優先事項に適切に対処するための新しいパラダイム

データ主導の時代が根本的に世界を変えたことは間違いありま
せん。 ビジネスのスピードは変化しました。 消費者の期待も変化し
ました。 リアルタイム アプリケーションによる豊富なデジタル体験と
瞬時の情報アクセスの需要は、 企業の優先順位を変えています。
ビジネスは IT と OT の推進を求めています。  

しかし、 IT が動くスピードが、 ビジネスに付いていっているようには
見えません。 リソースは、 ビジネス ニーズを満たすほどには、 十分
に活用されていない、 あるいは、 機動性が十分ではありません。 こ
うしたビジネス ニーズと IT 機能のギャップは、ますます摩擦のポイン
トになっています。  

そのため、 IT のモダナイズと変革は、 ビジネスと IT どちらにとって
も重要な責務となっています。 私たちは重要な転換点にいます。 ご
存知のように、 IT の再定義という転換点です。 その理由は、 ビジネ
スはテクノロジーを必要としていないからです。 ビジネスに必要なも
のは情報です。  

しかし、 孤立していては何も起こりません。 ビジネスの優先順位が
IT の優先順位を決めるのです。 また、 IT 機能はビジネス機能を支
えています。 そのため、 将来の優先順位を無限のサイクルで制限ま
たは拡張できます。 そのサイクルが高潔であるか悪質であるかは、
IT とビジネスの優先順位がどの程度密接に一致しているかによって
異なります。  

コア データセンターの外部からのデータの増加に伴い、 そのすべて
の情報を活用するには、 想像力をエッジまで広げる必要があります。
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1 IDC、「IDC FutureScape Outlines the Impact ‘Digital Supremacy’ Will Have on Enterprise Transformation and the IT Industry」2019年10月。

アプリケーションが最新のビジネスを定義 

ビジネスを前進させる革新のフライホイールを作りだす 
成功を収めている企業では、 情報を管理するシステムを運用しており、 アプリケー
ションを使用してインサイトを提供し、 新しいアプリケーションを好循環に構築してい
ます。 アプリケーション、 テクノロジー、 および情報が連動して機能するとき、 お客
様は、 ビジネスを集結するフライホイールを作りだします。

• • アプリケーション：アプリケーション：通常、 ビジネスを定義する一連のアプリケーションがあります。
開発者が新しいアプリケーションを構築および導入する際には、 アイデアがコー
ドになります。  

• • テクノロジー :テクノロジー : アプリケーションは、 IT 運用担当者によって管理されているテクノ
ロジーに基づいて実行され、 現在利用可能なリソースと需要のバランスを取る必
要があります。 これにより、 常に変化する未来を見据えた準備が整います。   

• • 情報 :情報 : アプリケーションはデータを消費し、 新しいアイデアや新しいアプリケー
ションを推進する情報やインサイトを生み出します。

ただし、 新たなねじれが存在します。 現在、 アプリケーションはオフィスの PC でだ
け実行されているわけではありません。 また、 データは、 インサイトへの変換を待っ
ているコア データセンターのテクノロジーには存在しません。 データの多くは、 従来
の一元化されたデータセンターの外部にあり、 テクノロジー リーダーは IT を活用す
る新しい方法を開拓する必要があります。    

エッジの理解

温度管理された通路、 まぶしく光る機器のラック、 および管理者集団を備えたモダン 
データ センターは、 データの処理に優れています。 すべてが 1 か所にあり、 予測可
能な期間に取得されるデータは、 洗練された方法で活用、 保存、 保護、 管理でき 
ます。   

しかし、 データは従来のデータセンターやクラウドでは作成、 消費、 保存されなくな
りました。 今日のデータは、 地図上の 1 つの場所を中心としたものではありません。
データは、 さまざまなソースや場所から常にストリーミングされており、 その多くはワ
イヤレスで固定されていません。 一部のデータは、 有効な保存期間がほんの数秒で
す。 その他のデータは、 履歴データと組み合わせて分析し、 より深いインサイトを得
るために最も価値があります。  

デジタルと物理の世界が交差し、 データが安全に収集、 生成、 処理されて新しい価
値を創出するような、 境界がなく一時的な場所が 「エッジ」 と呼ばれます。

お客様は、 臨場感あふれるリアルタイムのデジタル体験と相互作用を求めています。
また、 企業は、 アプリケーションとインフラストラクチャの配置を再考し、 データの作
成と消費のポイントにできるだけ近づけることで対応しています。 そのため、 競争力
のある意思決定に役立つリアルタイムのインサイトが可能になります。  

The flywheel of innovation

Apps 
define 
digital 
business

Apps 
run on 
technology

Apps
create and 
consume 
data

「2023 年までには、 

5 億以上のデジタル ア
プリケーションとサービス

が開発および導入されて

います。そのほとんどは、

これらのほとんどは、 業

界固有のデジタル トラン

スフォーメーションの

ユース ケースを対象とし

ています。 この新しいデ

ジタル アプリケーションと

サービスの急増により、

すべての業界で最低限

の新しい競争要件が定

義されます。」 

—IDC FutureScape1  

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45613519


4 |  エッジで差をつけるｓ
©2020 Dell Inc. またはその関連会社。

2 IDC、 「The Digitization of the World from Edge to Core」 2018 年 11 月。
3 Smarter with Gartner、 「What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders」 2018 年 10 月。
4 IDC、 「IDC FutureScape Outlines the Impact “Digital Supremacy” Will Have on Enterprise Transformation and the IT Industry」 2019 年 10 月。
5 TechRepublic、 「Data streaming on the rise according to developers」 2019 年 5 月。
6 Statista、 「Percentage of all global web pages served to mobile phones from 2009 to 2018」 2019 年 7 月。

エッジとは 「場所」 ではなく 「方法」 
テクノロジー リーダーがエッジに向かって進むとき、 どこに向かっているのかを知る
必要があります。 いえ、 むしろ、 その方法を知る必要があります。 エッジは、 1 つの
もの、 場所、 またはテクノロジーではないからです。  

Dell Technologies では、 企業が複数の制約に直面していることを理解しています。

こういった制約は、 適切なエッジ IT ソリューションがどのようなものであるべきかに影
響を与えます。  

エッジでの課題
• • 立地 ：立地 ： 帯域幅とネットワーク接続が制限される
• • 動作環境 :動作環境 : 風雨にさらされたり、 埃っぽい環境に収納されたりする
• • 空間 ：空間 ： 狭いスペースに収める必要がある
• • 電源 :電源 : 理想的ではない電力事情や冷却条件の影響を受ける 
• • 運用 ：運用 ： 熟練した IT スタッフから遠く離れた場所に設置される 
• • 帯域幅 : 帯域幅 : 制約があり、 予測不能、 または散発的
• • セキュリティ ：セキュリティ ： IT 部門は、 セキュリティの制御および監視を、 データセンターの

範囲外でも行う必要がある

エッジ コンピューティングとは、 エッジ向けに設計された製品を使用して、 企業がこ
れらの制約をどうどう克服できるかということの全体です。  

 
 

今日のデータは ... 

エッジで ：エッジで ：  
エッジに置かれるアプ

リケーションの数は、

2024 年までに

800% 増加 4 

境界がなく一時的 ：境界がなく一時的 ： 

33% 
の企業が、 人工知能

（AI） のためにリアル

タイムでデータを処理 5

モバイルおよびワイヤモバイルおよびワイヤ

レス ：レス ：  
全世界の web サイト 
トラフィックの

52.2% は、 
 

携帯電話を通じて発生 6

データの問題点

物理的距離 データの急増 実務上の懸案事項

ネットワーキングには速度の
制限がある。 距離が広がる
ほど、 レイテンシーが大きく 
なる。

誰もがあらゆるものを装備し

て測定し、 24x7 体制でデー

タを作成している。

クラウドまたはデータセンター

に巨大なデータセットを出し入

れすると、 コストがかかり、

複雑で実用的ではない。

小売業および製造業向けエッ
ジ アプリケーションのレイテン
シー要件は 1 ミリ秒。

2025 年には、 90ZB のデータ

が Internet of Things （IoT）

デバイスによって作成される。 2

2025 年までには、 企業デー

タの 75% がデータセンターま

たはクラウドの外部で生成さ

れる。 3

インフラストラクチャへの影響

データの作成と消費のポイン
トに近いところに、 インフラス
トラクチャを移動させる。

コア データセンターとエッジ

に、 インフラストラクチャを追

加する。

データソースにもっと近いとこ

ろに、 取り込み、 分析、 およ

びストレージの機能を置く。

IT をエッジに動かす推進力をエッジに動かす推進力

https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45613519
https://www.techrepublic.com/article/data-streaming-on-the-rise-according-to-developers/
https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/
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Dell Technologies の視点

エッジ データからビジネス バリューを引き出すには、 データがどこにあるかに関係な
く、 迅速かつコスト効率よく安全に、 それらを活用し、 分析し、 データからインサイトを
生み出す必要があります。 エッジでデータを集約、 分析、 キュレートする機能は、 ビ
ジネスの迅速な移動、 より良い意思決定、 そして最終的にはより多くのお客様を驚
かせ、 喜ばせるのに役立ちます。

ビジネスは、次のようなソリューションを提供するために、IT 部門と協力して、主導権を
握る必要があります ：
• • システム全体 ：システム全体 ： サイロとなった実装を打破し、 シャドー IT を削減し、 ビジネス部

門によってすでに採用された後にソリューションをサポートしなくてもよいようにし
ます。

• • 規範 ：規範 ： Cookie カッター ソリューションによってカットされることはありません。 エッ
ジでの課題に対処する必要があります。 これは、 エッジに配慮して設計されたソ
リューションを組み合わせたものです。  

• • 価値実現までの時間短縮 ：価値実現までの時間短縮 ： 事後対応から積極的に移行する必要があります。
これにより、 ビジネスに迅速に価値を創出する方法について意思決定を行え 
ます。  

その結果、 アプリケーション、 運用インフラストラクチャ、 およびデータ管理に関する
一貫したアプローチが、 お客様のデータ資産全体に渡って実践されます。
 

Dell Technologies のエッジで差をつける

Dell Technologies は、 エンタープライズ クラスのテクノロジーの完全なポートフォリ
オを持つ数少ないベンダーの 1 つであり、 お客様の組織にとって、 コアからクラウド、
さらにはエッジまでの一貫した運用モデルを拡張するのに役立ちます。   

これには、 次のようなソリューションがあります。  
• Dell Technologies Cloud は、 VMware® と Dell EMC インフラストラクチャを組

み合わせて、 ハイブリッド クラウド環境を簡単に導入および管理できるようにし
ます。 プライベート クラウド、 パブリック クラウド、 およびエッジ ロケーションに
わたって、 一貫した運用モデルとシンプルな管理により、 クラウドでの操作感が
向上しています。

• DELL EMC SD-WAN ソリューションは、 業界をリードする SD-WAN ソフトウェ
アと、 複数の構成で利用可能な DELL EMC アプライアンスを組み合わせること
で、 クラウド サービス、 プライベート データセンター、 およびサービスとしてのソ
フトウェアベースのエンタープライズ アプリケーションに対するブランチ アクセ
スを提供します。

• Dell Edge Gateways は、 データを集約し、 ネットワークのエッジで分析をサポー
トする、 堅牢でインテリジェントなデバイスです。 Dell Embedded Box PC は、
製造業やその他の過酷な環境向けに設計された、 堅牢で、 ファンレスの PC を
構成できます。

• Dell Data Protection は、 デスクトップ、 ノートパソコン、 USB サムドライブ、 外
部ストレージ デバイス、 および光学メディアに保存した重要なビジネス データを
素早く簡単に保護します。

• Dell コンバージド インフラストラクチャは、 フルエンジニアド システムと検証済み
の設計により、 コンピューティング、 ストレージ、 ネットワーク、 データ保護を統
合することで、 IT をシンプルにし、 運用を変革します。

https://www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/service-providers/next-generation-access-solutions.htm#scroll=off
https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/gateways-embedded-computing/sc/gateways-embedded-pcs
https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/gateways-embedded-computing/sc/gateways-embedded-pcs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiTtLO1-6vnAhVZlHIEHdqbCiwQFjADegQIBhAB&url=https%253A%252F%252Fwww.dell.com%252Fdownloads%252Fglobal%252Fproducts%252Flatit%252Fen%252Fdell-data-protection-encryption-specsheet.pdf&usg=AOvVaw2vmcFMYLzvQAg76Ja6ziyl
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/converged-infrastructure/index.htm#scroll=off
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この広範なポートフォリオの一環として、 Dell Technologies は、 革新的なソリュー
ションにより、 エッジ コンピューティングの課題に取り組むビジネスを支援しています。
こういったソリューションは、 エッジからコアまで設計された既存のソリューション ポー
トフォリオを補完し、 拡張します。

XE2420 搭載の新しい Dell EMC PowerEdge サーバー
高密度コンピューティング、 シンプルになった管理、 厳しいエッジ環境向けの堅牢な
セキュリティ

新しい Dell EMC PowerEdge XE2420 は、 エッジ コンピューティング向けに生まれ
変わった、 ハイパフォーマンスのハーフデプス サーバーです。  
• • パフォーマンスの向上を目指した設計：パフォーマンスの向上を目指した設計：パワフルな 2U、 2 ソケットのパフォーマン

スにより、サーバー1台あたり最大4つのアクセラレーターと92TBのストレージを
柔軟に追加できます。

• • 過酷なエッジ環境向けに設計されています。過酷なエッジ環境向けに設計されています。 ネットワーク機器構築システム
（NEBS） のガイドラインに従ってテストされた、低レイテンシーの浅型システムで、
動作時の温度公差と、 埃から保護するオプションのフィルター付きベゼルを備え
ています。  

• • エッジでの統合セキュリティと一貫性に優れた管理 ：エッジでの統合セキュリティと一貫性に優れた管理 ： 堅牢で統合されたセキュリ
ティ、 サイバーレジリエント アーキテクチャ、 およびデータセンター管理機能を備
えた新しい iDRAC9。 メンテナンスを容易に行えるように、 フロント アクセスが可
能で、 冷気通路にも対応しています。

DELL EMC SD-WAN SOLUTION POWERED BY VMWARE

Modular Data Center 
Micro 415

DELL TECHNOLOGIES CLOUD 

Edge 
Applications

Data 
Collection

Edge Computing 
and Analysis

Real-time 
Analytics

Data 
Protection

AI | Deep
 Learning

New New New

Dell EMC Streaming 
Data Platform

PowerProtect 
X400

Integrated Data 
Protection Appliance

PowerEdge 
XE2420

PowerEdge XR2

Dell Edge 
Gateway 

Dell Embedded 
Box PC

HPC Ready  
Architecture with AI 
and Data Analytics

Battlefield
Deployments

Autonomous
Vehicles

Retail

Smart 
Manufacturing

Find your Edge with Dell EMC
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XR2 搭載の更新された Dell EMC PowerEdge サーバー
ソースに近い場所でのコンピューティング

厳しい環境向けにゼロから構築されたコンパクトな Dell EMC PowerEdge XR2 は、
データセンターの外部にお客様のコンピューティングを拡張するように設計されてい
ます。  
• • 耐温度性 ：耐温度性 ： 最大 45°C の温度で動作し、 最大 8 時間まで最大 55°C に耐えるこ

とができます。 制御された環境以外の通信および軍用アプリケーションの認定を
受けています。

• • 耐衝撃性 ：耐衝撃性 ： 軍事および海事用途向けの衝撃、 振動、 埃、 湿度、 および電磁干
渉 （EMI） の認定を上回っています。

• • 最小限の設置面積 ：最小限の設置面積 ： スペースに制約のある設置でソフトウェアデファインド スト
レージを使用する最初の頑丈な 1U 短深度サーバーは、 堅牢なコンピューティン
グを小さな設置面積で統合します。

新しい Dell EMC Modular Data Center Micro 415
あらゆるエッジ環境向けの強固な IT インフラストラクチャ 

お客様固有の要件に合わせて設計されており、 事前に統合された IT、 電力、 冷却
機能を小さなソリューションで提供し、 隣接データのストレージ、 処理、 分析を高速
化します。
• • スケーラブルなアーキテクチャをサポートするように設計されています。スケーラブルなアーキテクチャをサポートするように設計されています。 高度な

電源アクセスと閉ループ冷却により、 データセンター以外の場所でも簡単に拡張
できます。 マイクロ MDC は、 駐車スペースよりも小さな設置面積で、 屋内、 屋
外、 携帯電話基地のベース、 または地元の近隣など、 世界中のほぼどこにで
も設置できます。

• • エッジでの保護を強化するために構築 ：エッジでの保護を強化するために構築 ： 耐候性に優れたエンクロージャは、 極
端な温度、雨や雪、および物理的な衝撃に耐えるように構築されています。 また、
煙検知および火災対策システムも搭載されています。

• • 統合エンクロージャ管理 ：統合エンクロージャ管理 ： 包括的なシステム管理ツールである MDCi を使用し
て最適なパフォーマンスを確保し、 エッジで IT 環境を監視します。  

データセンター オプションを備えた新しい iDRAC9
エッジに対するセキュリティと制御

データセンター オプション ライセンスを備えた新しい iDRAC9 v4.0 埋め込み型管理
機能は、 リモート インフラストラクチャ管理の自動化に役立つ新しいイノベーションで、
現在出荷されているすべての Dell EMC PowerEdge サーバーを更新します。 これ
には、 テレメトリー ストリーミング、 リモートでの OS 導入、 強化された熱管理、 およ
びセキュリティが含まれます。 現在 IT は、 すべての iDRAC9 対応システムがどこに
導入されていても、 AI operations （AIOps） 分析を活用できます。 これにより、 エッ
ジ用に設計され、 コアからクラウドまでの一貫した操作性を備えたシステム管理が可
能になります。 1 日に最大 300 万のデータ ポイントをストリーミングすることにより、
iDRAC9 は高度な分析アルゴリズムを有効にして、 遠隔地のサーバーの問題をより
迅速に予測して修正し、可用性を高めることができます。 iDRAC9 は、包括的な制御、
リモート導入、 および管理機能を提供し、 エッジ システムをより効率的に配信、 イン
ストール、 およびケーブル接続できるようにします。  
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81%
米国の組織は IoT
へのサイバー攻撃

に直面しています。 7

7  Health Security、 「82% IoT Devices of Health 
Providers, Vendors Targeted by Cyberattacks」

2019 年 8 月。

Dell Technologies Services とファイナンス

Dell Technologies パートナーは、その行程のあらゆるステップでお客様と連携し、人、
プロセス、 およびテクノロジーをリンクさせてイノベーションを加速し、 最適なビジネス
上の成果を実現します。  

• Big Data Vision Workshop は、 実装の実現性とビジネス バリューの組み合わ
せを見つけることによって 1 つのユースケースを特定し、 それを優先的に使用す
るというユニークな手法を採用しています。 3 週間にわたる取り組みで、研究、イン
タビュー、 データ サイエンスの専門技術と手法を組織に適用します。 最後に 1
日のワークショップを行い、 ユースケースとその道筋を特定し、 合意を得ます。
デルのこのアプローチは、多くのベンダーが推し進める 「たくさんのテクノロジーを
導入して、何ができるか見てみましょう」というアプローチとは一線を画しています。

• Consulting Services では、認定を受けたエキスパートが、エッジ コンピューティン
グのビジネス バリューを高める方法を提案します。サービスは、評価、ワークショッ
プ、テスト、概念実証、本番環境への実装などで構成されます。 どこにエッジ コン
ピューティングを導入するのが最適なのかについての判断をエキスパートが支援
します。 さらに、 各ステップで知識の伝達を行うことによって社内でのエキスパー
ト チームの構築も支援します。

• Dell Education Services では、 自分のペースで進められるオンライン ラボとイン
ストラクター主導型のワークショップを通して、 データ サイエンスと高度な分析に
おけるコースと認定書を提供します。

• Dell Deployment のエキスパートは、 豊富な経験、 専門技術、 ベスト プラクティ
スに基づいて、 コアまたはエッジでのデータ分析、 HPC、 AI の各ソリューション
でお客様の成功を後押しします。世界中で数千件の成功実績を誇るデルは、パー
トナーとして最適です。

• Dell サポートのエキスパートは、 包括的なハードウェアとコラボレーション ソフト
ウェアのサポートを 24x7 体制で提供し、 最適なシステム パフォーマンスを確保
す る と と も に、 ダ ウ ン タ イ ム を 最 小 限 に 抑 え る た め の 支 援 を 行 え ま す。
ProSupport では、 4 時間 /8 時間以内の部品およびサービス対応オプション付
きの翌営業日オンサイト サービスや、お客様が定義する重大度レベル オプション
付きのエスカレーション管理を用意しています。 オプションの ProSupport Plus
には、 サポート ニーズの一元化された窓口として機能するテクノロジー サービス 
マネージャーが含まれています。

• Dell Financial Services の豊富なリース / ファイナンス オプションをご利用になれ
ば、 設備投資、 運用コスト、 キャッシュ フローに関して判断を迫られる際の助け
となります。  

• 21 か所の専用 Dell カスタマー ソリューション センターからなるグローバル ネット
ワークは、 信頼できる環境です。 世界レベルの IT エキスパートが既存のお客様
や導入を検討されているお客様と協力してベスト プラクティスを共有し、 ブリー
フィング、 ワークショップ、 概念実証を通じて効果的なビジネス戦略について深く
議論し、 成功と競争力の向上を促します。 デル カスタマー ソリューション センター
は、新しいテクノロジー投資に伴うリスクを軽減し、導入のスピードを向上させます。  

Dell Technologies の エ ッ ジ
で差をつける

信頼性の高いテクノロジー ソリューション
の包括的なポートフォリオにより、 エッジ
からコア、 クラウドに至るまで、 データの
集約、 分析、 および精選を行うことがで
きます。 Dell Technologies を利用する
ことで、 機動性の向上、 より的確な意思
決定を行い、 カスタマー エクスペリエン
スを向上させることができます。  
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