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DELL EMCの変革がもたらすハイ

パー コンバージド インフラストラク

チャ 
モダンIT組織が生き残るには、最新のテクノロジーのあらゆる進化を取り入れる必要があります。幸いな

ことに、Intel
®
 Xeon

®
プロセッサーを搭載するDell EMC VxRailやDell EMC XCシリーズ アプライアンス、

Dell EMC VxRack System 1000など、HCI（ハイパー コンバージド インフラストラクチャ）ソリューションを

提供するためのテクノロジーが輻輳する時代が到来しました。このようなハイパー コンバージド ソリュー

ションは、より細分性の高い拡張性と俊敏性、およびリソースをより短時間で導入する機能を提供します。

業界アナリスト企業であるEnterprise Strategy Groupは、スピードと俊敏性が非常に重要であることに同

意しています。 

「現代のデータセンターでは、プロビジョニングに数週間または数か月をかけるようなインフラストラクチャ

では競争力を維持できません」と述べています。 

既存のアプリケーションのモダナイズや最適化だけでなく、ターンキー設計ソリューションの展開において

も、Dell EMCハイパー コンバージド ポートフォリオは、変革の次の段階においてビジネスで必要となる性

能、シンプルさ、確実性を提供します。 

Intel
®
 Xeon

®
プロセッサーを搭載するDell EMC PowerEdgeサーバをDell EMC HCI製品に組み込むことで、

価値が高まり、展開オプションが広がります。その結果、より包括的な専用ソリューションが構築され、IT環境

のコアからエッジまで、設備投資/運用コストの削減、導入における柔軟性、直線的で予測可能な拡張性、タ

イム トゥ バリューの短縮を実現できます。 

適切なハイパー コンバージド ソリューションは、ワークロードとストレージ要件、現在のIT環境、利用モデ

ルと範囲の環境設定に適合します。ソリューションを選択するときに重要なのは、そのソリューションが、

ワークロード要件とワークロードのストレージ要件にどの程度対応しているかを見極めることです。パ

フォーマンス、容量、信頼性、可用性と保守性、RASはすべて、アプローチを決めるための重要な判断材

料です。また、ハイパー コンバージド ソリューションをIT環境にどのように取り込めば、人、プロセス、他の

テクノロジーへの影響を最小限に抑えられるかを理解することも欠かせません。ハイパー コンバージド ソ

リューションを利用する方法としてベストなのは、ほとんどの場合、ライフサイクル管理と一元化されたサ

ポートが完全に統合されたものを購入することです。構築ではなく購入することで、最善のタイム トゥ バ

リュー、運用の効率化、総所有コスト削減が実現します。独自のアプローチを構築した場合の総所有コス

トに比べ、その削減率は30%を超えます
1
。 

柔軟性と選択 

Intel
® 

Xeon
®
プロセッサーを搭載するVxRail、XCシリーズ アプライアンス、およびVxRackシステムは、あ

らゆる用途に応じて構成およびノード数を調整できる受注生産型ハードウェアです。Dell EMC 

PowerEdgeサーバや次世代のIntelプロセッサーを選択したり、RAM、ストレージ、キャッシュ容量を変更

して処理能力を高めたりできるため、その時点で必要なものだけを購入することができます。シングル 

ノード拡張とストレージ容量拡張により予測可能な「成長に応じた投資（または購入）」アプローチが可能で、

ビジネス要件やユーザー要件の進化に伴う将来のスケールアップおよびスケールアウトに対処します。 

                                            
1出典：Edison Group：VCE VxRail Appliance Cost and Maintenance Advantages、2016年 5月  
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必要なだけ購入し、成長に応じて投資 

VxRailアプライアンス 

VxRailアプライアンスは、VMwareワークロードを導入しているお客様に最適なハイパー コンバージド プ

ラットフォームで、VMwareと共同で開発された市場で唯一の HCIアプライアンスです。VxRailアプライア

ンスを既存の VMware管理ツールとプロセスに接続するだけです。同時に、ストレージ QoS（サービス品

質）、統合エンド ツー エンド データ保護などの重要な機能を追加していきます。オール フラッシュ モデル

を選択すると、パフォーマンスが向上し、重複排除、圧縮、消去訂正符号などのエンタープライズ データ 

サービスが活用できるので、有効な容量が増加します。 

Dell PowerEdgeサーバ ベースのプラットフォームをはじめとする VxRail ノードは、ハードウェアの柔軟

性に優れており、グラフィック中心の VDI、Microsoft SharePointのような大容量のストレージ要件、高パ

フォーマンスのワークロード、エントリー レベルの導入など、幅広い用途に適しています。 

 

 VxRailは、vSAN と vSphereの排他的なカーネル レベルの統合によって効率性を高め、仮想ストレー

ジ アプライアンスを使用するプラットフォームよりも低い CPUおよびメモリのオーバーヘッドを実現し 

ます。 

 

 VxRail は、優れた柔軟性を備えており、あらゆる用途に特化したプラットフォームを提供します。さらに、

わずか 3 ノードからノードを 1個ずつ拡張したり、ストレージ容量を拡張したりすることができます。コス

ト パフォーマンスに優れたエントリーポイントから始めて、ビジネスのペースに応じて拡張できるため、

広範囲にわたる事前の計画が不要です。 

 

 VxRailは既存の vSphereライセンスと VMwareツールを保持できるように、VMware環境と緊密に統

合されます。エンタープライズ データ サービス、QoS、およびデータ保護ソフトウェアが組み込まれてい

るため、VxRailはすぐに使用が可能です。 

XCシリーズ 

XCシリーズ アプライアンスは、Microsoft Hyper-Vとオープン ソース環境向けに、最も用途が広いハイ

パー コンバージド プラットフォームを提供します。これらのアプライアンスは、Dell EMCの業界をリードす

るPowerEdgeサーバとNutanixソフトウェアをさまざまなフォーム ファクタに統合し、特定の用途やアプリ

ケーションに応じてカスタマイズできます。ビジネス アプリケーション、サーバ仮想化、ハイブリッドやプライ

ベート クラウド プロジェクト、仮想デスクトップ インフラストラクチャなど、さまざまな仮想化ワークロードに

迅速かつ効率的に導入することができます。 

 ビジネスの俊敏性：XCシリーズ クラスタは迅速な導入とスケール アウト拡張によって、将来の容量や

パフォーマンスのニーズに応じて無停止で拡張できるため、オーバー プロビジョニングになることはあ

りません。 

 Prismの簡単かつ効率的な管理によって、Nutanixの強力な管理ツールは単一のインターフェイスによ

る仮想マシンとストレージ管理を実現し、ハイパーバイザーやソフトウェアのアップグレードもワン クリッ

クでできます。 

 工場出荷時にテストおよび確認されているプロセッサー、メモリ、ストレージと柔軟に組み合わせること

で、アプリケーションとワークロードを正確に一致させます。すべてのモデルは2Uフォーム ファクタで、

SSD容量最大90TBのオール フラッシュ構成で提供されます。 

 ハードウェアおよびソフトウェアの包括的なサポートが、Dell EMCグローバル サービスとサポートの組

織から提供されます。 

 
 

VxRail  

 
VxRailは、市場で唯一、完全に統合された事

前構成/事前テスト済みのVMwareハイパー 

コンバージド インフラストラクチャ アプライア

ンス ファミリーです。VxRailは、VMware 

vSphere、Virtual SAN、EMCソフトウェアを

基盤に、SDDC（ソフトウェア デファインド 

データセンター）向けの実証済みのビルディン

グ ブロックを活用して、オール イン ワンのIT

インフラストラクチャの変革を実現します。 

XCシリーズ 

 
Dell XCシリーズWebスケールのコンバージド 

アプライアンスで単一のシャーシにコンピュー

ティングとストレージを統合し、Nutanixソフト

ウェアを搭載。XCシリーズ アプライアンス

は、迅速なインストール、あらゆるデータセン

ターとの簡単な統合を実現し、複数の仮想化

ワークロードに導入可能です。  

 

VxRack System 1000 

 
エンタープライズ クラスのソフトウェア デファ

インド オン プレミス インフラストラクチャの迅

速な導入を実現する、ハイパー コンバージド 

ラック スケール システム。業界標準のx86

サーバ、統合ネットワーキング、特定の用途

を対象としたノードを使って、ターンキー型の

ハイパー コンバージド ソリューションをさまざ

まなデータセンター アプリケーションとワーク

ロードに提供します。 
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ハイパー コンバージド（ラック スケール） 

VxRack System 1000 

Intel
®
 Xeon

®
プロセッサーを搭載するDell EMC VxRack System 1000は、ハイパー コンバージド ラック 

スケール エンジニアド システムで構成され、統合されたネットワーキングを備え、多様なワークロードの拡

張性と管理に関する要件を満たします。VxRack Systemは、サービスとしてのインフラストラクチャまたは

プライベート クラウド アーキテクチャを、お客様がすばやく展開できるように設計されています。 

Dell EMCでは、特定のアプリケーション環境の要件を満たすのに最適なVxRackシステムを、2つのソフト

ウェア デファインド ノード（FLEXとSDDC）から選択できるようになっています。 

 VxRack System with FLEXは、Dell EMC ScaleIOソフトウェアを採用し、すべてのハイパーバイザーと

OSに対応する極めて高い柔軟性を有しています。オール フラッシュのハイブリッドまたはストレージ構成

にPowerEdge R630/R730xdが追加されたことで、I/O集約型ワークロードの経済性とパフォーマンスも飛

躍的に向上しました。 

 VxRack System with SDDCは、完全なVMwareソフトウェア デファインド データセンターへの最もシン

プルなパスを提供します。PowerEdge R630は、オール フラッシュ構成とハイブリッド構成を提供し、

オール フラッシュの経済性および新しいお客様の用途に対応する能力を向上させます。 

VxRack System 1000は、統合ネットワーキングを備えた業界唯一のラック スケール ハイパー コンバー

ジド システムで、小規模な構成から開始して容易に拡張でき、フットプリントやコストを増大させることなく

容量とパフォーマンスが向上します。 

 オール フラッシュの経済性の向上：最新のIntelプロセッサーを搭載する新しいDell Power-Edgeベース

のノードでは、有効容量2.5倍のフラッシュ容量を提供します。 

 アプリケーションの高速化：SanDisk DAS Cacheとの完全な統合により、ストレージのI/O（入出力）動

作が加速され、レイテンシが減少するため、Microsoft SQL OLTPアプリケーションなど、I/O集約型ア

プリケーションのパフォーマンスが向上します。 
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POWEREDGEのメリット 

Intel
®
 Xeon

®
プロセッサーを搭載するDell EMC PowerEdgeサーバが追加されたことで、VxRailとXCシリーズ、VxRackはユーザーに重要なメリットを提供します。

まず、Dell EMC PowerEdgeポートフォリオにより、上記で説明した固有のRAS機能のほかにDell EMCのハイパー コンバージド インフラストラクチャ ソリューショ

ンの機能が強化され、管理の合理化、省電力、密度のメリットを通して運用効率が上がります。また、Dellプラットフォームの整合性、拡張性、多様性のおかげで、

IT部門が新しいアプリケーションをすぐに採用して提供でき、24時間365日の運用が実現するほか、プラットフォームやインフラストラクチャの変更による停止が排

除されます。 

最適なソリューション – 事前構築、事前構成済みの共通の管理と拡張性 

HCIアプライアンスとラック スケール インフラストラクチャ ソリューションは、多くの場合、ソフトウェア デファインド インフラストラクチャにおいて最善の選択肢になり

ます。このソリューションは統合管理による導入に向けて事前構築、事前構成、事前テスト、最適化が行われているためです。結果として、完全なライフサイクル管

理と、小規模から開始しダウンタイムなしで拡張できる機能により、リスクが最小限に抑えられます。DellとEMCの統合によってDell EMCハイパー コンバージド 

ポートフォリオには直ちに相乗効果がもたらされ、世界最高クラスのモダンITサービスをお客様の組織に提供する上で役に立ちます。そして、新しい用途、長期的

な投資保護、迅速なイノベーションなど、さまざまな価値の選択をサポートします。 

Dell EMCについて 

Dell EMCは、コンバージド インフラストラクチャおよびコンバージド ソリューションにおける世界のリーディング カンパニーです。Dell EMCコンバージド インフラス

トラクチャおよびソリューションにより、Dell EMCは、タイム トゥ マーケットを短縮しながら、コンバージド インフラストラクチャとクラウド ベース コンピューティング モ

デルの導入を加速し、ITコストを削減します。Dell EMCは業界で唯一の完全に統合された仮想化クラウド インフラストラクチャ システムを提供することにより、お

客様が ITインフラストラクチャの統合、妥当性検査、管理にではなく、ビジネスの革新に注力できるようにします。Dell EMCソリューションは広範なパートナー ネッ

トワークを通じて提供されます。 

詳細については、www.dellemc.com/ja-jp/ciをご参照ください。 

詳細については、EMCセールス担当者または EMC認定リセラーまでお問い合わせください 
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