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境界のないデータとなった Big Data
膨大な量のデータを収集、 保存、 分析する際には、 常に独特の課題に直面することになります。 何年も前
の一元化されたモデルでは、 Big Data の問題に対処するために、 十分なストレージと処理能力をオンサイト
で手に入れていました。 ただし、 データを 1 つまたは複数の場所に保持することで、 データの転送、 保存、
保護、 およびガバナンスに関する一元管理が可能になります。  

現在では、 規模と地理の両面でこの課題が変化しました。 データは依然として急激に増加していますが、 中
央のデータセンターまたは主にクラウドで、データが作成、消費、保存されることはなくなりました。 今日のデー
タは、 1 つの場所を中心するわけではありません。 これは、

   モバイルおよびワイヤレス ：モバイルおよびワイヤレス ： 世界全体のモバイル データ トラフィックの 45% は 2025 年までに 5G になり、
ワイヤレス IoT 接続数は 2025 年に 240 億を超えます。 1  

 • データは常にストリーミングされており、 5G のような新しいテクノロジーにより、 帯域幅の拡大とレイテン
シーの低減が可能になっています。

 • 輸送システムから家畜まで、 すべてを監視するワイヤレス デバイスによって、 新しいアプリケーションが
可能になります。   

   ストリーミングおよび非構造化 ：ストリーミングおよび非構造化 ： IT プロフェッショナルの 41% 以上が、 既存のテクノロジーをストリーム処
理に置き換えています。 2 

 • コンテナーとマイクロサービスの台頭により、 多くのアプリケーションが、 ストリーム処理およびデータを
リアルタイムで情報に変換する機能をサポートできるようになりました。

   短い保存期間 ：短い保存期間 ： 企業の 33% が、 人工知能 （AI） のためにリアルタイムでデータを処理しています。 3 

 • データの時間的制約が大きくなっています。 一部のデータの有効な保存期間は、 ほんの数秒ということ
もあります。

データから価値を引き出すには、 データを活用し、 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
く安全にインサイトを生み出す必要があります。
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エッジで差をつける

制約の最適化

エッジ コンピューティングは、 場所または物ではな
く、 システム全体のコンピューティングおよび分析
戦略であり、 制約を最適化しながら制約を最適化しながらデータの作成
場所またはアクセスされた場所で価値を引き出し
ます。 多くの場合、 データの作成時点は、 いくつ
かの制約があることが特徴です。

   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

   寸法 ：寸法 ： 狭いスペースに収める必要がある

   電気 ：電気 ： 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 

   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

これらの制約により、 企業はリアルタイムの価値を
生み出す能力を制限されることがあります。 IT 部
門がこれらの制約を最適化する機能を備えている
場合、 コンピューティングおよび分析機能をデータ
の作成場所に近づけることができ、 ほぼリアルタ
イムですぐに適用できるインサイトを実現可能にし
ます。

境界のないデータに対する責任

この境界のないデータを活用するため、 IT 部門は
次のようなソリューションを提供する必要があり 
ます ：

   システム全体 ：システム全体 ： IT 部門は、 戦略を積極的に推
進し、 企業に価値をもたらすと同時に、 サイロ
化された実装を排除し、 シャドー IT を回避し、
LoB 主導型のソリューションをサポートする必要
があります。

   規範 ：規範 ： 型にはまったソリューションはもう機能 
しません。 厳選されたエッジ ソリューションの組
み合わせによって、 課題に対処する必要があり
ます。  

   価値創出までの時間短縮 ：価値創出までの時間短縮 ： ＩＴ部門は、 事後対
応型から事前対応型に移行する必要がありま
す。 これにより、 迅速に価値を創出する方法を
念頭に置いて意思決定を行うことができます。  

新しいデータの時代によって、 IT 部門に新たな課題が生まれています

エンドユーザーは、 必要なときに指先に魔法のように現れる無形の情報としてデータを考えることがよくあり
ます。 しかし、IT 部門はそうでないことを知っています。 これだけ大規模なデータには質量があり、データセン
ター外のフォーカス ポイントに集まり、 ますます重くなります。 大量のデータを移動するとリソースを大量に消
費し、国境を越えて移動すればコンプライアンス要件が発生する可能性があります。 さらに、ユーザーはせっ
かちです ： 事業部 （LoB） は回避策を作成し、 IT 部門にサポートを依頼する場合がありますが、 お客様は
ただ競争しようとします。 このような環境で価値を提供するために、 IT 管理者は、 LoB の表明、 インサイトの
獲得、およびお客様に対する豊富な経験の提供を支援する革新的なソリューションによって、エッジ コンピュー
ティングの課題に対処する必要があります。  
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エッジ用に設計 ：エッジ用に設計 ：

Dell Technologies のポートフォリオには、 インテルのイノベーションが組み込まれており、 さまざまな制約に対
応できるため、 企業はアプリケーションの場所に関係なくサポートできるようになっています。  

エッジからインサイトを得る分析 ：エッジからインサイトを得る分析 ：

Dell Technologies のエッジ ソリューションは、 IT 組織がエッジからコア、 クラウドまでのデータ　ストリームに
対するインサイトを得るのに役立ちます。

エッジに対するセキュリティと管理 ：エッジに対するセキュリティと管理 ：

新しい機能により、 データセンターレベルのセキュリティとエッジ環境での管理が可能になります。
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Dell Technologies のエッジ コンピューティング ポートフォリオは、 ほぼすべてのエッジ要件に対応しています。 のエッジ コンピューティング ポートフォリオは、 ほぼすべてのエッジ要件に対応しています。 
完全なポートフォリオを見渡してみると、完全なポートフォリオを見渡してみると、 Dell Technologies にはエッジにおける明確なメリットがあります。にはエッジにおける明確なメリットがあります。

OpenManage Systems Management ポートフォリオ »

Dell EMC PowerEdge XE2420 »

Dell EMC Modular Data Center Micro 415 »

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジ用に設計

Dell EMC PowerEdge XR2 »
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OpenManage Systems Management ポートフォリオ

Dell EMC OpenManage Systems Management ソリューションのポートフォリオは、 インテル テクノロジーを搭
載した PowerEdge サーバーの最先端で完全なライフサイクル管理、 および関連するインフラストラクチャを提
供します。 基盤となるテクノロジーは、 iDRAC （Integrated Dell Remote Access Controller） と OpenManage 
Enterprise コンソールで、 インテルが提供するビルトインの最適化を活用して、 すべてのコンポーネントをシー
ムレスに管理できるようにします。 これらのイノベーションのおかげで、 ポートフォリオの他の製品とともに、
業界でも有数の包括的なサーバーの導入および管理ソリューションとなっています。 エッジ向けに最適化され
たハードウェアを追加すると、 ユーザーはインフラストラクチャ全体で一貫した管理を行えます。

iDRAC9 データセンター

エッジからコア、 クラウドまでの一貫した管理体験エッジからコア、 クラウドまでの一貫した管理体験

iDRAC9 のデータセンター埋め込み型管理機能は、 サーバー 1 台あたり最大 290 万のデータ　ポイントを使
用して、 予測型の事前管理機能を強化します。 4 また、 iDRAC9 は、 リモートでの導入、 強化された熱管理、
およびセキュリティも提供します。 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。

« ソリューション概要

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジ用に設計
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Dell EMC PowerEdge XE2420
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

コアからエッジ、 クラウドまで、 インテルは、 お客様のコンピューティング、 ネットワーキング、 およびストレー
ジのニーズに対応し、 Dell Technologies のプラットフォームを通じて導入されている拡張性の高いテクノロジー 
ソリューションを提供します。 インテル ® Xeon® を搭載した Dell EMC PowerEdge XE2420 は、 インテルの最
新 Xeon プロセッサー、 アクセラレーター、 ストレージ、 およびネットワーキング テクノロジーをサポートしてお
り、 エッジに対応したハイパフォーマンスのサーバーを提供しています。  

   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：最大 4 つのインテル アクセラレーターと 92 TB のインテル ストレー
ジ リソースを柔軟に追加できる、 低レイテンシーの浅型システムです。  

   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） レベル 1 認定、 拡
張された動作温度許容範囲、埃っぽい環境向けのオプションのフィルター付きベゼル。NEBS コンプライアン
スの追加レベル （レベル 3） が進行しています。

   統合セキュリティと一貫性に優れた管理 ：統合セキュリティと一貫性に優れた管理 ： サイバー レジリエント アーキテクチャを使用した堅牢な統合セ
キュリティ、 およびインテル Xeon スケーラブル プロセッサーによって提供されるハードウェア対応シリコン
と、 iDRAC9 の一貫した管理エクスペリエンスのメリットを備えています。

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジ用に設計
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Dell EMC Modular Data Center Micro 415
過酷なエッジ環境向けの強固な過酷なエッジ環境向けの強固な IT インフラストラクチャ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いるモジュラー型データ センター （MDC） Micro は、 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。

   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 ： 耐候性と防塵性のあるエンクロージャは、 極端な温度と落下する
破片に耐えるように構築されています。 煙検知と火災の抑制などのオプションもあります。

   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。計されています。 エッジからコアまで、インテル プロセッ
サーなどの基本的なテクノロジーを含む、 一貫性のあ
る Dell EMC アーキテクチャを実装することで、 管理を
容易にできます。 Dell EMC Modular Data Center Micro 
415 は、 高度な電源アクセスと閉ループ冷却を備えて
いるため、 組織はデータセンター以外の場所へ IT を簡
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。

   統合エンクロージャ管理 ：統合エンクロージャ管理 ： 包括的なインフラストラクチャ
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。

   大きなストレージ容量 ：大きなストレージ容量 ： Modular Data Center Micro 415
に は、 冗 長 ネ ッ ト ワ ー ク ス イ ッ チ と 最 大 7 台 の
PowerEdge XE2420 サ ー バ ー （14U） を 収 納 で き、 
単一ラックで、 すべてにインテルを搭載して、 644 TB
のストレージを実現できます。

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジ用に設計
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エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジ用に設計

Dell EMC PowerEdge XR2
過酷な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
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
環境以外の用途に対して、 軍事、 船舶、 通信対応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 ： 新しい PowerEdge XR2 （インテル Xeon を搭載） は、 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 1U 短深度サーバーであり、 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。
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Dell EMC Streaming Data Platform »

Dell EMC HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics »

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジからの分析をインサイトに

分析はすべての組織にとって不可欠なものとなってきています。分析はすべての組織にとって不可欠なものとなってきています。 Dell Technologies ポートフォリオの分析ソリューポートフォリオの分析ソリュー
ションは、 お客様がすべてのデータから価値を引き出すことができる統合ソリューションを提供することで、 分析のションは、 お客様がすべてのデータから価値を引き出すことができる統合ソリューションを提供することで、 分析の
複雑さに対処します。複雑さに対処します。
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エッジからコア、 クラウドまでのデータ ストリームに対するインサイトを広げます。エッジからコア、 クラウドまでのデータ ストリームに対するインサイトを広げます。

Dell EMC Streaming Data Platform 
エッジからのリアルタイム分析エッジからのリアルタイム分析

このソフトウェア製品を使用すると、 リアルタイムのストリーミング データの取得と分析が可能になります。 階
層型ストレージを使用すると、組織は履歴データをコールバックして分析し、リアルタイムのストリーミング デー
タと組み合わせて無限の知識とビジネス インテリジェンスを実現できます。  

  統合されたデータ ストリームによってストレージのニーズを簡素化ストレージのニーズを簡素化し、 データ サイロを低減します。

  自動スケーリングの取り込みエンジンを使用して、 ボリュームに関係なく信頼性の高い取得信頼性の高い取得を実現します。

  利用可能なデータの力を利用し、 次のレベルのインテリジェンスを可能にする一連のアプリケーションで 
無限に革新無限に革新を遂げていきます。  

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジからの分析をインサイトに
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Dell EMC HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics
データセンターでのデータ分析とデータセンターでのデータ分析と AI のためのハイパフォーマンス コンピューティングのためのハイパフォーマンス コンピューティング

多くの組織にとって、 AI やデータ分析などの高度なコンピューティング 
ワークロードは、 競争していく上で優位性を持つための重要なソースにな
りつつあり、 大規模なデータセットを分析する機能と柔軟性を提供してい
ます。 ハイパフォーマンス コンピューティング （HPC） システムがより小
さく、 よりシンプルに、 より低コストになるにつれて、 企業の IT チームは
HPC をより適切に採用して、 高度なコンピューティングやその他の企業
ワークロードに必要なスループットと容量を提供できるようになりました。  

AI とデータ分析対応の Dell EMC アーキテクチャは、 企業がコア データ
センターで AI モデルを構築およびトレーニングし、 それをエッジで展開し
て、 推論と分析がデータソースで行われるようにすることで、 コアとエッ
ジの AI を接続します。 エッジの AI クラスターは、主要なデータをコア デー
タセンターに送信して、 追加の AI モデル トレーニングや履歴データのさ
らなる分析を行うことができます。 その結果、IT 部門ではサイロを削減し、
運用を統合して TCO の最大 3 分の 1 を削減しながら、 チームはより包
括的なデータセットにすばやくアクセスできるようになります。

    柔軟なワークロードのスケジュール設定 ： 柔軟なワークロードのスケジュール設定 ： ノードを Kubernetes から
Slurm に、 またはその逆に移動します。

  HPC/AI/ データ分析の高速化 ：データ分析の高速化 ： システム インフラストラクチャは、 オ
プションの Mellanox® HDR100 InfiniBand® を備えた PowerSwitch 25
または 100GbE （インテル Atom プロセッサーを搭載） に接続された
Isilon、 BeeGFS、 または PixStor ストレージとともに、 新しい DSS 
8440 高密度アクセラレーション サーバー ノードを活用します。

   拡張性に優れたコンピューティングとストレージ ：拡張性に優れたコンピューティングとストレージ ： ワークロードのニー
ズの変化に合わせて、コンピューティングやストレージを追加できます。  

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジからの分析をインサイトに
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エッジからコア、 クラウドにまで及ぶセキュリティを実現します。エッジからコア、 クラウドにまで及ぶセキュリティを実現します。
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エッジ管理 »

包括的な制御 »

データ セキュリティ »
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データ セキュリティ

エッジでのデータ セキュリティはとりわけ困難です。 機器を物理的に保護することは、 コア データセンターの
保護の外側では、 リモートでの侵害の管理と同様にさらに困難です。 セキュリティの確保に役立つリモートの
自動管理機能を有効にしていないベンダーでは、 更新やパッチの適用さえ難しい場合があります。  

iDRAC9 を使用したリモート自動データ セキュリティを使用したリモート自動データ セキュリティ

  Thales®/Vormetric® を使用した一元化されたキー管理

  自動化された SSL 証明書の登録と更新によるコンプライアンスの強化

  悪意のあるファームウェアのリアルタイム BIOS ライブ スキャン 5

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジに対するセキュリティと制御
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エッジ管理

包括的なリモート導入および管理機能がない場合、エッジ システムをインストールして構成するには、IT リソー
スが数時間または数日間オンサイトにいる必要があります。 自動導入機能により、 熟練した IT プロフェッショ
ナルを必要とせずにエッジ システムを配信、 インストール、 ケーブル接続できるため、 時間と費用の両方を
節約できます。

iDRAC9 による容易な一元管理による容易な一元管理

  ゼロ タッチの構成、 アップデート、 および帯域外 OS の導入

  シンプルな 2 要素認証

  リモートでの温度管理とカスタマイズにより、 冷却コストを削減可能

  アイドル状態のサーバー検出

エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジに対するセキュリティと制御
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エッジのソリューションエッジのソリューション | エッジに対するセキュリティと制御

包括的な制御

今日、 サーバーは豊富な情報を提供し、 個々のコンポーネントとサーバーの全体的な状態を制御します。 た
だし、 この制御とは、 サーバーのライフサイクル全体についての制御です。 導入後は、 セキュリティを確保し、
予測可能な更新を提供し、 電力と熱の要件を管理し、 変更と拡張をサポートできる必要があります。   

iDRAC9 を使用して、 コアからエッジまで一貫した管理を実現を使用して、 コアからエッジまで一貫した管理を実現

  分析のためのテレメトリー ストリーミングによるきめ細かなインサイトと制御 — ストリーミングは、 ポーリン
グの最大 10,000 倍の効率倍の効率を実現します （1 対 17,780 の http リクエストに基づく） 4

  iDRAC9 データセンターでは、テレメトリー ストリーミング機能を使用して、分析のために価値の高いデータを
抽出できます。 業界をリードする iDRAC9 のエージェント フリーのアーキテクチャにより、 ユーザーは 180
の独自サーバーと周辺機器のメトリックを手に入れることができます。 ツールはインテルのハードウェアで
最適化されており、 監視用に正確な時系列データを使用して追加のレポートを作成します。  

 • 電源 

 • 温度 

 • 統計 （たとえば、 NIC、 GPU、 およびストレージの SMART 属性） 

 • パフォーマンス （1 秒あたりのコンピューティング使用率 （CUPS） で測定されます。 これは、インテル サー
バー チップ セットに組み込まれた管理エンジンで実行されるインテル ノード マネージャー ファームウェ
アによって提供されるテクノロジーです。 このツールは、 電力制限などの温度レポート機能と制御機能を
提供します。） 

  テレメトリー ストリーミングは、 Splunk、 ELK スタック、 InfluxDB などのよく使われている分析ソリューション
に簡単に統合できます。 また、 iDRAC9 データセンター ライセンスは、 業界標準の JSON レポート形式で
テレメトリー ストリーミングを提供します。 これにより、 変換の手間を省くことができます。  
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完全なポートフォリオの構築

Dell EMC SD-WAN Solution Powered by VMware »

Dell Edge Gateway | Dell Embedded Box PC »

Dell Technologies Cloud »

Dell EMC Data Protection »

最近の状況では、 IT 部門にはさまざまなソリューションを含むシステム全体のビューが必要です。 また、 エッジから
生成されたデータを効果的に収集、 送信、 分析、 および保護するために必要なインフラストラクチャを、 企業も考慮
する必要があります。 Dell Technologies は、 ニーズに応える、 完全なポートフォリオを提供します。 エッジからコアに
至る環境の導入と管理をシンプルにするクラウドベースのソリューションをはじめとして、 IOT デバイスへワイヤレス 
ネットワーク接続する SD WAN ソリューション、 さらなる分析のための重要なデータを集約して準備できるようにする
エッジ・ゲートウェイ、 データ ロスを防止する自己完結型で機能豊富なデータ保護ソリューションまでをも提供します。
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Dell Edge Gateway | Dell Embedded Box PC
Dell Edge Gateway を使用すれば、 エッジで分析を強化できます。 ゲートウェイは、 有線およびワイヤレスの
デバイスとシステムを接続し、 入力を集約して分析し、 送信します。 ゲートウェイはデバイスとセンサーの近
くに配置されているため、 意味のあるデータのみをクラウドまたはコントロール センターに送信し、 コストのか
かる帯域幅を節約できます。 Dell Edge Gateway は過酷な条件にも耐えるように作られています。 産業グレー
ドのフォーム ファクターを使用すると、 現場での作業が可能になります。 また、 工場の床や HVAC システム
でも作業を行うことができます。  
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Dell EMC Data Protection
Dell EMC Data Protectio により、 組織はエッジからコア、 クラウドに至るまでデータを保護できます。  

  IDPA DP4400 は、 最大のアプリケーション エコシステム （MySQL や MongoDB などの最新アプリケー
ションを含む） 全体に渡って保護を提供し、 複数のハイパーバイザー （たとえば、 vSphere® と
HyperV） をサポートします。 これは、 VMware、 SQL、 および Oracle のネイティブ管理ツールとの統合を
可能にし、 HCI 環境に必要なすべてをコンパクトな 2U フォーム ファクターに組み込んでいます：バックアッ
プ ソフトウェア、 保護ストレージ、 検索、 分析、 すべてが単一のダッシュボードから管理できます。

  PowerProtect x400 は、 Kubernetes に依存する次世代のアプリケーションを保護します。 コンテナがどこ
に あ っ て も、 Kubernetes ワ ー ク ロ ー ド は、 PowerProtect x400 お よ び Dell EMC PowerProtect Data 
Manager for Kubernetes によって保護されます。
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Dell EMC SD-WAN Solution Powered by VMware
ソフトウェア定義の広域ネットワーク （SD-WAN） のモダナイズにより、 ワイヤレス接続が可能になり、
VMware® クラウドへの接続など、さまざまなタイプのエッジ ネットワーキング トラフィック用に最適化されます。
Dell EMC SD-WAN アプライアンスには、 インテル Atom プロセッサー、 DDR4 メモリー、 フラッシュ ストレージ、
包括的なネットワーキング オプションが含まれています。 アプライアンスは、 VMware VeloCloud SD-WAN ソ
フトウェアと完全に統合されています。 Dell EMC SD-WAN アプライアンスにはブランチおよびデータ センター
のモデルがあり、 さまざまな帯域幅とアプリケーション ニーズに合わせた構成オプションが用意されています
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Dell Technologies Cloud
企業は、 今日の最新アプリケーションを実装し、 リモート サイトをサポートするというプレッシャーに直面して
います。 こういった新しい IT の課題には、 保証されたアプリケーション サービス レベルと、 ミッションクリティ
カルなデータのための、安全で強力な接続が必要です。 何よりも、デジタル変革の時代に成功を収めるには、
企業は IT 戦略を刷新し、 エッジ、 プライベート、 パブリック クラウドを統合する必要があるということを意味し
ています。  

Dell Technologies Cloud は、VMware と Dell EMC のインフラストラクチャのメリットを組み合わせたクラウド イン
フラストラクチャ ソリューション セットです。 ハイブリッド クラウド環境の導入と管理をシンプル化できるように
設計されています。 お客様は、 プライベート クラウド、 パブリック クラウド、 エッジをまたぐ、 場所に関係の
ない、IT リソース全体に渡って一貫性のある運用とインフラストラクチャを備えた、ハイブリッド クラウド ソリュー
ションを導入することで、 マルチクラウド運用サイロの複雑さを解消できるようになりました。 Dell Technologies 
Cloud により、 日常業務を中断することなく、 ビジネスを迅速にクラウドに移行できます。
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Dell Technologies の強み

サービスとファイナンス

Dell パートナーはお客様とともに、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、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。  

  データ分析コンサルティングサービスは、 企業が
IT、デジタル、ワークフォースの変革イニシアチブを
加速するのに役立ちます。 エキスパート コンサル
タントは、 分析成熟度のすべての段階で企業と協
力して、 ソリューションと最新のインフラストラク
チャを計画、 実装、 最適化し、 データ資本を解放
し、 AI や機械学習などの高度な技術をサポートで
きるようにします。

  コンサルティング サービスは、 認定された専門家
によって提供され、 ここには評価、 ワークショップ、
テスト、 概念実証、 本番環境への実装が含まれ
ます。 組織のどこに高度な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組織内のエキスパート 
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、 デー
タ分析、 HPC、 AI の各ソリューションでお客様の
成功を実現します。世界中で数千件の成功実績を
誇る Dell は、お客様の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します。 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
れる際に組織の助けとなります。  

  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、 ビジネスの成
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。  
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関連資料

巻末注

1 「Ericsson Mobility Report」 https://www.ericsson.com/en/mobility-report2019 年 11 月。

2 Lightbend、 「Streaming Data and the Future Tech Stack」 https://www.lightbend.com/white-papers-
and-reports/survey-streaming-data-future-tech-stack2019 年 5 月。

3 TechRepublic、 「Data streaming on the rise according to developers」 https://www.techrepublic.com/
article/data-streaming-on-the-rise-according-to-developers/2019 年 5 月。

4 Dell EMC から委託された、 「The Tolly Group」 レポートに基づく、 iDRAC9 テレメトリー ストリーミング ： 新
しい iDRAC9 v4.0 リリースでのテレメトリー ストリーミングのパフォーマンスと効率性の評価、2020 年 2 月。
実 際 の 結 果 は 異 な る 場 合 が あ り ま す。 詳 細 な レ ポ ー ト ： https://reports.tolly.com/DocDetail.
aspx?DocNumber=220101.

5 一部のサーバーでは、 2020 年 2 月から利用可能です。

その他の関連資料

Dell Technologies 

OEM | 埋め込み型およびエッジ ソリューション : https://www.delltechnologies.com/ja-jp/oem/index2.htm

サーバー ： https://www.delltechnologies.com/ja-jp/servers/index.htm

データ ストレージ ： https://www.delltechnologies.com/ja-jp/storage/data-storage.htm

Dell Technologies Cloud ： https://www.delltechnologies.com/ja-jp/solutions/cloud/dell-technologies-
cloud.htm
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