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概要 — プライベート クラウドとコンバージド インフラストラクチャの理論的根拠 

クラウド コンピューティングは、サービスの提供方法、インフラストラクチャの導入と管理の方法、IT組織が自らを構造化する方法と

いう観点で、ITを変革しています。この調査の目的上、Forresterはクラウド ソリューションを「セルフ サービス アクセス、プロセスと

ポリシーの完全自動化、使用状況の測定とトラッキング」の 3つの主要な特性を持つものとして定義しています。1これはひいては、

クラウドを自社で管理するかアウトソーシングするか、プライベート クラウド リソースとパブリック クラウド リソースのハイブリッドの組

み合わせを使用するかどうかということが論点になります。 

クラウド コンピューティングへの移行は、さまざまな要因によって促進されます。これには次のものが含まれます。 

› 信頼性に問題があり非常に大きな運用コストと労力が求められる老巧化したインフラストラクチャを置き換える。 

› インフラストラクチャ全体をシンプルにして、より優れた仮想化を導入する。 

› タイム トゥ マーケットを短縮し、イノベーションを向上させるためのビジネス ニーズをサポートする。 

› ビジネスの成長をサポートし、新しいサービス/製品を立ち上げ、新しい地域への進出を効率化するための付加的な能力をほぼリ

アルタイムで導入する。 

これらの目標を達成するうえで、ITプロフェッショナルはかつてない数の代替アプローチと向かい合っています。一方には、Webサ

イトやWebアプリケーションなどのいくつかのアプリケーションに大規模なパブリック クラウドを使用するというアプローチがあり、そ

の対極には、従来のインフラストラクチャ コンポーネントをクラウド管理ソフトウェアと統合して自社内プライベート クラウドを構築す

るという DIYアプローチがあります。この両極の間に位置するのがコンバージド インフラストラクチャ ソリューションであり、プライ

ベート クラウドを構築するためのもう 1つのアプローチとなります。Dell EMCは、コンバージド インフラストラクチャ プライベート クラ

ウド ソリューションの一例です。実際には、ほとんどの企業がパブリック クラウドとプライベート クラウドを組み合わせたハイブリッド 

アプローチを採用することになるでしょう。 

Forresterの 2014年の調査（次の図 1を参照）で、グローバル企業の約 3分の 2がソリューション全体の一部として何らかのタイプ

のプライベート クラウドを導入しようとしていることが明らかになりました。2
 

図 1 

パブリック クラウドとプライベート クラウドの導入 

出典：Forrester Research, Inc. 

前述のように、クラウドに移行する理由、特にプライベート クラウドを導入する理由はさまざまです。主な理由として、しばしば TCO

（総所有コスト）の削減が挙げられます。これは非常に重要な理由であり、場合によっては最も重要な理由ですが、企業がプライ
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ベート クラウドを導入する唯一の理由では決してありません。4つの異なるプライベート クラウド戦略を調べた Forresterの調査で

は、北米 166社の調査でさまざまなメリットが浮き彫りになりました。3
 

図 2 

ハイブリッド クラウドに関連するメリット 

出典：Forrester Research, Inc. 

企業は、ソリューション全体の一部にプライベート クラウドを採用することを決めた場合、DIYルートを進むのか、Dell EMCなどの

完全コンバージド インフラストラクチャ ソリューションを購入するのかを決定する必要があります。ここでは、TCOとタイム トゥ バ

リューは大きな考慮事項です。2015年の調査で、Forresterは次のように述べています。「ほとんどの組織にとって、クラウドへの最

短パスは、コンバージド プライベート クラウド ソリューションを提供するいずれかのベンダーからの完全に統合されたソリューション

である。このアプローチは、テクノロジーの観点から見れば「クラウドへの移行」の早道であり、真の効率的なプライベート クラウドを

サポートするために必要な組織とプロセスの変革に注力できる。」4
  

クラウドにおける選択肢を評価するためのフレームワーク 

下記のフレームワークは、クラウドへの移行の初期に、パブリック クラウドかプライベート クラウドか、あるいはハイブリッド クラウド

かを決定するときにも使用できます。Forresterはこの調査で、プライベート クラウドを選択する事例に焦点を当てています。Dell 

EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションを最終的に導入したインタビュー対象企業で行われた解析がこのソリューショ

ンだったからです。 

プライベート クラウドに移行する際は、選択肢を評価し、組織の要件に最適なアプローチを選択することが非常に重要です。これら

のニーズは、プライベート クラウドが何に使用されるかによって変わります。Forresterは大まかに 4つの用途を設定しています。つ

まり、拡張仮想化、テスト/開発用クラウド、パブリック クラウド ライト、変革クラウドです。5この調査の目的上、Dell EMCコンバージ

ド インフラストラクチャ ソリューションが得意とする変革クラウドを読者が導入しようと考えていることを前提としています。 
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図 3 

プライベート クラウドの 4つのシナリオ 

出典：Forrester Research, Inc. 

クラウドの上記メリットをすべて実現するために組織が変革アプローチを採用することが決まったら、決定フレームワークを導入する

必要があります。これらのプライベート クラウド戦略に関する Forresterの調査の一部として、前進するための最適な方法を評価し

て選択する際の第一歩となるベスト プラクティスとして、次の 4つを挙げました。 

› 優先度を見極める。プライベート クラウド ソリューションが実現に寄与するビジネス目標は何であるかを明確にすることから始め

ます。次に、インフラストラクチャの統合や悪意のある ITの排除など、追加のテクノロジー目標に目を向けます。最後に、プライ

ベート クラウドでサポートする必要がある、他の取り組み（ITとビジネスの両方）に目を向けます。 

› スコープを定義する。次のような質問に答えを出す必要があります。IT組織内の全体的運用変更の触媒としてプライベート クラ

ウド イニシアティブが使用されるか？ IT組織はこれを実現するために必要な深い知識と管轄権を備えているか、または組織の

他の部署を活用する必要があるか？ 稼働するまでどのくらいの期間を見込んでいるか？ 

› 予算を定義する。これは、全体的コスト メリット解析（詳細については後述）の一部として行う必要があります。設備投資と運用コ

ストの両面でいくらお金を使えるかを把握した後に、より詳細な評価と選択を行うことが重要です。 

› 短期計画を策定する。短期的な目標と目標達成の近道を設定することが重要です。これにより、プロジェクトの ROIが向上するこ

とになり、社内クラウド完全導入を継続するために必要な実例が IT組織とビジネス組織に示されます。 

› 長期ビジョンを策定する。評価される選択肢の多くは、リソースのクラウド管理とプロビジョニングの最も基本的な要件を満たすこ
とができます。長期ビジョンに目を向け、それをビジネス目標に再度結び付けることが重要です。このビジョンを軸としたビジネス 

ケースを構築する必要があります。こうしたことは、クラウド コンピューティングの分野ではまだ始まったばかりであり、Big Dataと

機械学習、カスタマー、サプライヤー、パートナーとのより緊密なコラボレーション、新たなテクノロジー、新しいビジネスの方向性

などの将来のさまざまな取り組みは、この基礎の上に構築されるので、将来の柔軟性を考慮しておくことが重要です。 
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これらのステップは、さまざまなインフラストラクチャ モダナイゼーション選択肢の評価の基盤となります。インフラストラクチャ モダナ

イゼーション代替オプションを評価する上での次のステップには次が含まれます。 

› 既存の環境のベースラインを設定する。 

› 改善が必要な領域と、ターゲットとする改善点を特定して定義する。 

› 社内/プライベート（およびパブリック）クラウド モダナイゼーション選択肢のそれぞれを、次に示す改善目標に割り当てます。 

o 全体的な目標と優先度（短期および長期）に照らして実現できること。 

o 改善ターゲットの達成のしやすさ。 

o IT戦略全体との整合。 

o タイム トゥ バリュー。 

o コスト/複雑さ/メリットの大まかな比較と予算上の制約。 

› 付録 Aには、ベースライン データ、ターゲット改善点、実装後データの収集に使用できるサンプル テンプレートがあります。これ

は新しいインフラストラクチャのビジネス上の理論根拠の主なカテゴリに使用できます。 

これらのアクティビティを完了すると結果として最上位の導入選択肢が選択されます。この時点で、ビジネス ケースを完了すること

が重要です。Dell EMC Vblockユーザーの体験に基づいた、ビジネス ケースの実装後のメリットの部分に関する例が、このガイド

の実例に関するセクションにあります。ビジネス ケースには TCO計算以外のことも含める必要があります。なぜなら実務と ITの俊

敏性の向上、タイム トゥ マーケットの短縮、ITリソースの整理による価値の創出などの他の領域に、単なる最上位選択肢間の

TCO比較を十分に相殺するような別のメリットが存在する場合があるからです。この文書では、多くの組織や状況に適した実用的

な中度集約型ビジネス ケース アプローチに関するガイダンスを示します。対極に位置する Forresterの包括的ビジネス ケース用

TEI（Total Economic Impact™）方法論は、包括的ビジネス ケースのためのもので、以下に挙げるはるかに集中的な取り組みが求

められます。 

› すべてのメリット。これには、ハードウェア、ソフトウェアおよび人件費のテクノロジー コストの節減（TCO関連）、ITセキュリティの

向上、アプリケーション開発者やビジネス ユーザーなどの生産性の向上、アップタイムと信頼性、予備容量、将来の IT投資の軽

減、タイム トゥ マーケットの短縮などのビジネス上の成果の改善が含まれます。 

› すべてのコスト。これには、社内人件費とプロフェッショナル サービスの初期導入、継続的なサポートと保守、データセンターのホ

スティングまたはマネージド サービス、あるいはその両方に関する契約費用、教育、再編成作業などのビジネスにとっての他のコ

ストが含まれます。 

› すべてのリスク（定義については付録 Bを参照）。期間の経過/支出の経過に伴うプロジェクトのコスト、ビジネス ニーズを満たさな

いソリューション、予測したほど大きくないメリットが含まれます。 

› 実現可能で現在のソリューションと投資の上に構築できる、すべての柔軟性成果（定義については付録 Bを参照）。これには、将

来システム変更を行うための時間と労力の削減、コンバージド インフラストラクチャ上への新しいアプリケーションの導入、ビジネ

スの成長に応じたインフラストラクチャの拡張、新たなテクノロジーの統合、さらには、市場状況、戦略的イニシアティブ、優先度の

変化に応じてビジネス プロセスを迅速に変更できる機能が含まれます。 

TEIビジネス ケース フレームワークの使用 — 実例 

下記の調査結果は、Dell EMC Vblockを対象とした Forrester Total Economic Impact調査（方法論の詳細は付録 Bを参照）だけ

でなく、Vblockソリューションを実装したその他の企業を対象とした調査にも基づいています。上記のフレームワークとともにこの例

を使用して、組織で使用できる Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションの価値を定量化することをお勧めします。 
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インタビューした組織 

Forresterは、Dell EMCソリューションを実装した 3つの組織にインタビューしました。 

› 鉄道事業者。北米に拠点を置く従業員約 15,000人のこの鉄道事業者は、ITのすべての運用とシステムを社内に戻すための広

範な取り組みの一環として、ERPソリューションを Vblockシステム

に再プラットフォーム化しました。それまでは、アウトソーシング パー

トナーが従来の x86環境で SAPを実行していました。今では、主要

アプリケーションはすべて Vblockシステムで稼働しています。 

› 政府機関。この米国連邦政府機関は、x86環境から Vblockシステ

ムに移行しました。これは、共有 ITサービスの強化とディザスタリカ

バリ時間の大幅な短縮への取り組みの一環として行われました。主

要アプリケーションはすべて Vblock Systemに移行されました。約

4,200人のユーザーがいます。 

› ITサービス企業。この国際的な ITサービス企業は、社内利用およ

び顧客への SAPホスティング サービスのために、SAP Hanaを含

む SAPインスタンスを Vblockシステムに移行しました。この企業に

は世界中に 70,000人を超える従業員がいます。30を超える顧客が、SAPのホスティング サービスを利用しています。 

メリット 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションに投資してインフラストラクチャとデータ運用をプライベート クラウドに移

行することにした、今回のインタビューと調査の対象組織は、次のようなメリットを実感しました。これらのメリットは、ネットワーク、ス

トレージ、サーバの環境のコンポーネントを社内で保守していた組織で顕著に見られます。 

アプリケーション開発者の生産性が 25%向上 

大規模な混在ワークロード アプリケーションを実行している組織の開発者にとって、俊敏性と柔軟性が向上したことの

メリットがありました。ITチームはアプリケーションのデリバリに重点をシフトできるので、迅速なプロビジョニングやパ

フォーマンスの改善を含め、ビジネスのニーズと要件を満たす作業に力を向けることができました。このシフトにより、

外部でリソースを探す必要が少なくなります。Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションは、開発者が

アイデアをより速くより簡単に市場に送り出せる標準化された事前構成済みプラットフォームを提供します。開発チーム

にとって、システム パフォーマンスの向上とプロビジョニング時間の短縮というメリットもありました。これは、ダウンタイ

ムが短縮されたことで生産性の向上につながったということになります。 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャでは、開発者はセルフ サービス ツールを使用してインフラストラクチャ コン

ポーネントを素早く簡単に導入して構成することができるので、ユーザー開発者のダウンタイムが短縮されます。ビジネ

ス向けアプリケーションやカスタマー向けアプリケーションでは迅速で反復的な更新が必要とされますが、従来の DIY

環境では、頻繁な変更を行えるほど柔軟ではありません。その結果開発者は、アプリケーションの導入やビジネス 

ユーザーの要求への対応の方に多くの時間を費やしていました。さらに、ドラッグ アンド ドロップ方式のグラフィカル 

ツールはアプリケーション構築時間の節約につながるので、開発者の生産性が向上し、以前よりも短期間で開発を完

了できるようになりました。インタビューと調査の対象組織は、Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューショ

ンを使用することで、アプリケーション開発と開発者の生産性が 3年間で 25%向上したと評価しています。 

インフラストラクチャ コストを 20%抑制 

組織の主要な優先事項は、インフラストラクチャ コストを削減することです。インフラストラクチャ コストはソフトウェア使

用、ストレージ、ネットワークに関連するからです。図 1に示すように、組織が ITのフォーカスをビジネス バリュー提供

「我々には、コンバージド インフラ

ストラクチャ ソリューションででき

る限りのことを行うための長期戦

略があります。Vblockシステム

は、パフォーマンスの向上とコス

ト削減を可能にしました。」 

IT管理者 
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「我々は、従来の Linuxベースの

ソリューションを検討していまし

た。Vblockと同程度の性能を持

つ他の選択肢は遙かに多くのコ

ストがかかりそうでした。」 

ITインフラストラクチャ管理者 

にシフトしても、データセンターとインフラストラクチャのコストに注目し続ける限り、コストが重要な判断要素であることに

変わりはありません。Dell EMCコンバージド インフラストラクチャを実装したお客様を対象としたインタビューと調査で、

次のメリットによって達成できたコスト削減が明らかになりました。 

設備投資を回避 

組織が直面している主な課題は、資産使用率の低い制約されたデータセンターの扱いです。Dell EMCコンバージド イ

ンフラストラクチャを使用すれば、組織は必要な物理サーバの設備投資購入コストを削減できるほか、施設費用も削減

できます。また、サーバ使用状況の管理をより適切に行えます。将来、ビジネス要件を満たすために必要になったら追

加で購入できます。 

サーバ容量使用率向上の取り組みと同様に、組織はストレー

ジ資産とネットワーク資産に加えてソフトウェア使用に必要な

投資を削減できました。ネットワークのコスト削減は、組織が

ISP ネットワーク コストを回避したり削減したりしただけでなく、

データセンター設置面積を減らしてネットワーク資産を仮想化

した結果として実現しました。Dell EMCのお客様への

Forresterのインタビューによれば、組織はサーバ、ストレー

ジ、ソフトウェア全体の費用の削減効果が 3年目までに表れ

たと推定されます。 

仮想化 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャによる仮想化テクノロジーでは、単一物理マシン上に複数の仮想マシンが

可能なので、組織が負担するハードウェアと電源のコスト削減になります。 

リソース使用率 

ITリソースをプライベート クラウド アーキテクチャにプールし、リソースを迅速にプロビジョニングしてコンピューティング 

ワークロードの要求に対応する機能は、結果としてコスト削減になります。さらに、Dell EMC Vblockシステムのセルフ 

プロビジョニングのメリットにより、インフラストラクチャの管理や、Webサーバ、ミドルウェア ソフトウェア、システムの保

守に関連するシステム管理コストが削減されます。セルフ サービス機能は、インフラストラクチャ リソースのより迅速で

簡単なプロビジョニング機能と相まって、組織が実現するコスト削減をいっそう促進します。 

Dell EMCのお客様を対象とした Forresterのインタビューと調査では、購入したり保守したりする必要があるサーバ、ス

トレージ、ネットワーク、継続的保守に関連するインフラストラクチャ コストが、DIYで行う同等のソリューションと比較して、

20%削減または回避できたことが明らかになっています。 

ITの運用効率が 30%向上 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションに投資した組織は、開発者も含めた IT運用で、はるかに簡

単にリソースを利用できることを実感しました。この投資以前は、サイロ構造で管理されていた組織のデータセンターは

非常に複雑で制約されていると述べています。これは手動プロセスで行っていたことが原因で、遅れが発生したり、ビジ

ネス ユーザーが自社の IT部門を軽視して外部リソースを探し求めたりしていました。Dell EMCコンバージド インフラス

トラクチャを使用すれば、ITチームは、資産統合、仮想化、リソース プーリングに重点を置くことで、ビジネス ニーズに

応えることができます。 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションを導入した組織は、管理とプロビジョニングに関連する ITプ

ロセスの自動化を開始できるようになりました。Dell EMCコンバージド インフラストラクチャのプライベート クラウド コン

ピューティングは、自動化と使いやすいWebコンソールおよび APIにより、リソースのプロビジョニングと拡大縮小をシ

ンプルにします。オン プレミスのプライベート クラウドによるコンピューティングの効率により、ITシステム管理者がイン

フラストラクチャの管理とサポートに費やさなければならない時間が減り、データセンターでサポートを提供するために
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必要なサーバ数の管理者数に対する比率が大きくなります。さらに、Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソ

リューションの自動化機能により、リソースの要求とプロビジョニングの効率が上がるので、既存のアプリケーションを拡

大縮小したり、新しい機能を構築したりできます。アプリケーション所有者と IT管理者の全体的な時間節約が 3年間で

5%から 10%増加したとこれらの組織は見ています。クラウド アプリケーションの開発とホスティングのための追加の

サービスを使用して、組織はアプリケーション開発者用のプラットフォームを標準化できました。こうした付加的な改善に

伴い、2年目と 3年目でプロジェクトあたり 300日の節約につながったとこれらの組織は評価しています（図 4 を参照）。 

Dell EMCのお客様を対象とした Forresterのインタビューと調査で、組織の IT運用効率が 30%向上したことが明らか

になりました。 

図 4 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャがもたらす IT管理とプロジェクト デリバリの効率 

 

出典：Forrester Research, Inc. 

ビジネスの生産性が 5～10%向上 

インタビューと調査の対象組織は、ITのパフォーマンスとプロセスの改善がユーザーの生産性を直接向上させ、ビジネ

ス バリューを推進すると断言しています。Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションでは、ビジネス要件

に迅速に対応できるので、組織が外部リソースを探す負担が軽減されます。ビジネス ユーザーにとって、信頼できるア

プリケーションが増える、新しいアプリケーションやプロジェクトのタイム トゥ マーケットが短縮される、ダウンタイムが短

縮されてビジネス バリューが推進されるというメリットがあります。システムとプロセスの改善が組織にどのような影響を

与える可能性があるかを検討することをお勧めします。 

Dell EMCのお客様を対象とした Forresterのインタビューと調査で、組織はエンド ユーザーとビジネスの生産性を 3年

間で 5%から 10%向上させたことが明らかになりました。 
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セキュリティとコンプライアンスのコストを 15～20%削減 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションは、社内 ITサービスをより使いやすくし、その信頼性を高め

ます。このことは、ビジネス ユーザーが外部リソースを探す前にプライベート クラウド リソースを採用することにつながり

ます。これによって組織は、機密データのセキュリティに対してより大きな制御権を発揮できます。パフォーマンスが重要

なアプリケーションやデータ保護が非常に重要であるアプリケーションは、組織のファイアウォールの背後のプライベート 

クラウドでホストできます。この場合も、パブリック クラウドのメリットと使用モデルは維持されます。このようにすれば、組

織でのセキュリティ違反やコンプライアンス違反を減らせます。 

Dell EMCのお客様を対象とした Forresterのインタビューと調査で、Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソ

リューションへの投資でデータ セキュリティとコンプライアンスのコストが 3年間で 15%から 20%削減したことが明らか

になりました。 

コスト  

インタビューと調査の対象組織は、Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューションへの投資でインフラストラクチャとデー

タの運用をプライベート クラウドに移行することを決めた組織です。これらの組織はコストについて次のことを実感しました。これらの

コストは、ネットワーク、ストレージ、サーバの環境のコンポーネントを社内で維持していた組織に関するものです。 

アプリケーションを Vblockシステムに完全に導入するためにかかる時間は、ユーザー数や、使用可能な ITリソース数など、導入の

全体的な規模によって異なります。Dell EMCのお客様を対象としたインタビューと調査で、Dell EMCコンバージド インフラストラク

チャ ソリューションのインストールの時間とコストは、DIYサーバ ソリューションの設計とインストールに要する時間とコストよりも小さ

くなることが明らかになりました。 

これは、インタビューした組織が、ソリューションに関連した初期の計画、実装、継続的な保守で認識した、内部コストと外部コストの

合計を表しています。IT運用チームの継続的サポートに対応するコスト項目はありません。たとえば、コンピューティング、ネットワー

ク、ストレージのコンポーネントの購入、インストール、テスト、保守などを含む従来の DIYアップグレードの場合に必要なコストより

も低いからです。 

次のコスト カテゴリは、あらかじめアセンブルされた Dell EMC Vblockを導入する場合でも、ストレージ、コンピューティング、ネット

ワーク、仮想化の別々のコンポーネントの社内構築を導入する場合でも、適用されます。 

実装コスト 社内人件費 

現在のアプリケーションとプラットフォームをテストして新しいインフラストラクチャに移行するための社内人件費が必要です。 

プロフェッショナル サービス 

既存のアプリケーションを更新して新しいインフラストラクチャに移行する際に、しばしばプロフェッショナル サービスが利用されます。

組織のビジネス プロセスを最適化し、新しいインフラストラクチャの 運用に関して社内スタッフを教育するために、外部コンサルタン

トも利用されます。 

ハードウェアとサイトのコスト 

組織は通常、プライマリ データセンターとディザスタリカバリ サイトの両方のハードウェアに投資します。年間保守およびサポートの

コストと、スペース、冷却装置、電力などのデータセンター ハウジング コストがあります。 

まとめ 

Dell EMC Vblockコンバージド インフラストラクチャ ソリューションへの移行は、組織にさまざまなメリットをもたらします。ITコストが

削減され、インフラストラクチャと運用の組織はより柔軟で効率的になります。アプリケーション開発者だけでなく、ビジネス ユーザー

の生産性も向上します。図 5は、主要な調査結果を示しています。 
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図 5  

3年間のリスク調整後の結果に関する財務的要約 

アプリケーション

開発者の生産性： 

25% 

インフラストラク

チャ コスト：

20% 

IT運用効率：

30% 
ビジネスの 

生産性： 

5～10% 

セキュリティおよび 

コンプライアンスの 

コスト： 

15～20% 

出典：Forrester Research, Inc. 

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ ソリューション：概要 

以下の情報は Dell EMCが提供しています。Forresterでは、内容の妥当性を確認したり、Dell EMCまたはその製品を支持するこ

とはありません。 

DELL EMCコンバージド システムの説明 

カスタム構成の Dell EMCコンバージド システムは通常、購入オーダーから 45日以内に納品されます。Dell EMCシステムは、コ

ンポーネント間の相互運用性を最適化するために、広範囲にわたってエンジニアリングされて調整されています。これらは、コン

ピューティング、ストレージ、ネットワーク、仮想化の組み合わせであり、あらかじめ完全にアセンブル、テスト、検証されています。

Dell EMCのオンサイト デリバリと統合サービスにより、システムは通常、お客様の設置場所に納品後数日以内に稼働運用できる

状態になります。同等システムを DIYで実現する場合、社内での購入、アセンブリ、テスト、妥当性検査には通常、はるかに多くの

月日を必要とします。また、必要な社内スタッフの時間または外部リソース数、あるいはその両方が大幅に増えます。Dell EMCは、

システム全体を対象としたワン コール サポートを提供します。Dell EMCのリリース認定マトリックス プロセスは、システム全体で互

換性を事前テスト済みのソフトウェア アップグレードを通じてパフォーマンスを維持するための手順ガイドを示しています。Vision シ

ステム管理ソフトウェアは、システムの正常性、ポリシーへのコンプライアンス、リリース、セキュリティの設定に関する全体像と細分

性の高いデータを提供します。 

Dell EMCは、コンバージド インフラストラクチャ（Vblock）、ハイパー コンバージド ラック システム（VxRack）、ハイパー コンバージド 

アプライアンス（VxRailおよび XCシリーズ）を含む、コンバージド システムの最大限広範囲のポートフォリオを提供します。Dell 

EMCは、ハイブリッド クラウド ソリューション、Big Dataソリューション、サービスとしてのプラットフォーム ソリューション、エンド 

ユーザー コンピューティング ソリューション、ホステッド プライベート クラウド ソリューション（Virtustream、vCloudAir）、マネージド ク

ラウド オプションを提供します。 

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/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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付録 A：値収集テンプレート 

目標を定義して結果を評価する際に、このテンプレートを使用して、ベースライン メトリック、目的とする改善、ターゲットとする改善

のカテゴリの実際の結果を収集できます。6か月目、1年目、2年目、3年目に評価列を追加してください。 

ベースライン、ターゲット、インフラストラクチャ 

モダナイゼーションによる実際の改善 

 
 

ベースライン メト

リック既存システ

ム 

（時点：日付） 

ターゲットとす

る改善 

（新しいシステ

ムでのパーセ

ント） 

新しいシステム 

実際のメトリック 

 （期間を指定：6か月目、

1年目、2年目、3年目） 

実現した実際

の改善（パー

セント） 

サーバ、ストレージ、ネットワーク、アプリケー

ションの管理専任の ITスタッフ 

    

合計 IT正規スタッフ（FTE）数     

サーバの管理、導入のための FTE数     

ストレージの管理、導入のための FTE数     

ネットワーク関連の管理のための FTE数     

サーバ+ストレージ+ネットワークのための
合計 FTE数 

    

システムを維持して「明かりをつけておく」た
めに必要な合計 ITスタッフ時間のパーセン
テージ 

    

アプリケーションの開発、導入のための
FTE数 

    

計画外のダウンタイム     

月あたりのダウンタイム発生件数     

ダウンタイム解決までの平均時間（時間）     

ダウンタイム発生あたりまたはダウンタイム
時間あたりの平均売上損失（￥） 

    

外部アプリケーションの開発と導入     

アプリケーション開発チーム—FTE数      

開発/導入されたアプリケーションの数      

アプリケーションを開発/導入するための平
均時間（週単位） 

    

データセンター ファシリティ関連コスト     

電力コスト（￥/年）     

冷却コスト（￥/年）     

ファシリティ コスト（￥/年）     

セキュリティ コスト（￥/年）     

 

 



 

 

  13 

     

 ベースライン メト

リック 

（時点：日付） 

ターゲットとす

る改善 

（新しいシステ

ムでのパーセ

ント） 

新しいシステム 

実際のメトリック 

（期間を指定：6か月

目、1年目、2年目、 

3年目） 

実現した実際

の改善（パー

セント） 

ビジネス面でのメリット     

新しいサービス（例：クラウド、モビリティ、Big 

Data）を構築して提供するためのタイム トゥ 

マーケット（月単位） 

    

拡張性：追加のストレージ、コンピューティン
グ、ネットワークを稼働状態にするために必
要な時間 

    

新しい開発プロジェクトの提供までに要する
時間（日単位） 

    

運用環境への新しいアプリケーションの提
供までに要する時間 

    

顧客満足度：高評価のパーセント     

その他：業界固有のビジネス メトリック     

その他：ビジネス固有の生産性メトリック     

     

     

 

初期導入 Dell EMCコンバージド インフラス

トラクチャ導入 

DIYの導入 

（ストレージ、コンピューティング、ネットワーク、仮想化

の購入とアセンブリ） 

導入時間と投資   

導入時間（月）   

導入に必要な従業員/従業員の時

間の% 

  

導入に関連するその他のコスト

（￥） 
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付録 B：Total Economic Impact™の概要 

Total Economic Impact（TEI）は、Forrester Researchによって開発された方法論です。TEIは、テクノロジーに関する社内の意思

決定プロセスに役立ちます。また、ベンダーが自社の製品やサービスの価値提案を顧客に伝える際にも役立ちます。TEI方法論を

使用すれば、経営幹部などの主要な利害関係者に対して ITイニシアティブの具体的な価値を提示、実証、正当性を示すことができ

ます。TEIは、顧客の獲得、顧客へのサービス提供、顧客の維持の面でテクノロジー ベンダーを支援します。 

TEI方法論は、投資価値を評価するための 4つの要素（メリット、コスト、柔軟性、リスク）から成ります。 

メリット 

利益とは、提案された製品やプロジェクトによってユーザー組織（IT部門またはビジネス部門、あるいはその両方）にもたらされる価

値のことです。多くの場合、製品またはプロジェクトの検証は、ITコストとコスト削減のみを対象にして行われ、組織全体へのテクノロ

ジーの影響を分析する余地はほとんどありません。TEI方法論およびそれに基づく財務モデルでは、利益の測定とコストの測定が

同じように重視されるため、組織全体に対するテクノロジーの効果が十分に評価されます。利益の見積りを計算する際は、ユーザー

組織との率直な話し合いを行い、生み出される具体的な価値を理解する必要があります。さらに、Forresterではプロジェクト完了後

に利益見積の測定と正当性について明確に説明できることも条件としています。これにより、利益の見積りと最終的な利益が直接

結びつけられます。 

コスト 

コストとは、提案されたプロジェクトの価値、つまり利益を得るために必要な投資のことです。IT部門やビジネス部門は、労働、下請

け業者、資材などの形でコストを負担します。コストでは、提案された価値を実現するために必要な投資と費用がすべて考慮されま

す。さらに、TEIのコスト カテゴリーには、ソリューションに関連する継続的コストについて、既存環境で追加コストが発生する場合は、

それも考慮されます。コストはすべて、生み出される利益に関連づけられる必要があります。 

柔軟性 

TEI方法論では、直接的利益は投資価値の一部でしかありません。一般に直接的利益はプロジェクトを正当化するための主な手段

ですが、Forresterは、組織は投資の戦略的価値を測定できる必要があると考えています。柔軟性とは、実行済みの初期投資の上

に構築される、将来の追加投資のために取得できる価値のことです。たとえば、社内にあるすべてのオフィス スイート アプリケー

ションをアップグレードするための投資は、標準化を推進し（効率の向上）、ライセンス コストを削減できる可能性があります。また、

組み込まれたコラボレーション機能を有効にした場合、従業員の生産性が向上する可能性があります。コラボレーション機能を使用

できるようになるのは、将来のある時点でこの機能のトレーニングに追加投資を行った後です。ただし、その利益を享受できる能力

があるということは、見積り可能な PV（現在価値）があることを意味します。TEIの柔軟性コンポーネントは、その価値を捉えるもの

です。 

リスク 

リスクとは、投資に含まれる利益とコストの見積りの不確実性を測定したものです。不確実性は次の 2つの面で測定されます。（1）

コストと利益の見積りが元の予測値と一致する可能性、（2）見積りが長期間にわたって測定および追跡される可能性。TEIリスク要

因は、入力された値に対する「三角分布」と呼ばれる確率密度関数に基づいています。各コストと利益に関するリスク要因を見積も

るため、少なくとも 3つの値が計算されます。  
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付録 C：ディスクロージャと TEI方法論 

ディスクロージャ 

読者は以下の点を認識する必要があります。 

› この調査は Dell EMCから委託され、Forrester Consultingが提供するものです。これは競合分析として使用することを目的とし

たものではありません。 

› Forresterは、他の企業が得る潜在的な投資収益率に関してはどのような推測も行っていません。Forresterは、読者がこのレ

ポートに記載されているフレームワークの範囲内で独自に見積もりを行い、SAP向けの Vblock Systemへの投資の妥当性を判

断されることをお勧めします。 

› Dell EMCはレポートを確認し、Forresterにフィードバックを提供しましたが、Forresterはこの調査やその結果に対する編集権を

保持しており、この調査に対する Forresterの所見に反する変更や、調査の趣旨を曖昧にする変更には応じていません。 

› インタビュー対象の顧客は Dell EMCから紹介を受けました。Dell EMCは顧客のインタビューには参加していません。 

TEIのフレームワークと方法論 

インタビューで得た情報を基に、Forresterでは、Vblock Systemにコア SAPの実装を検討している企業向けに、TEIフレームワー

クを構築しました。このフレームワークの目的は、投資決定に影響を与えるコスト、利益、柔軟性、リスク要因を明らかにすることで

す。 

Forresterは、複数のステップから成るアプローチを使用して、Vblockシステムへの SAPの P2V（物理から仮想）移行が組織に与

える影響を評価しました。具体的には次のとおりです。 

› Dell EMCのマーケティング担当者と Forresterのアナリストにインタビューし、Vblockシステムとコンバージド インフラストラクチャ 

ソリューション市場に関するデータを収集しました。 

› コスト、利益、リスクに関するデータを得るために現在 Vblockシステム上で SAPの大規模な運用を行っている組織にインタ

ビューして調査しました。 

› TEI方法論を使用して、インタビュー内容を反映した財務モデルを作成しました。インタビューから得たコストと利益のデータを財

務モデルに入力します。 

Forresterは、Vblockシステムでの SAPランドスケープ統合のモデリングに、4つの基本的な TEIの要素（利益、コスト、柔軟性、リ

スク）を採用しました。 
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付録 D：Forrester と顧客の時代 

テクノロジーによって力を与えられた企業の顧客は、企業の製品とサービス、価格設定、企業評価について、企業以上に知るように

なっています。競合他社は、競争するために企業が取る手段をコピーしたり弱体化したりすることができます。顧客を獲得し、顧客に

サービスを提供し、顧客を維持するための唯一の方法は、お客様第一になることです。 

お客様第一企業は、戦略、エネルギー、予算の重点を、顧客についての知識と顧客との関わりを充実させるプロセスに置き、それを

競争上の従来の境界を維持することよりも優先させます。 

 

CMO と CIOは、この全社的な変革を行うために連携する必要があります。 

 

Forresterには、顧客の時代の戦略のための 4つの部分から成るブループリントがあります。これには、新しい競争優位性を 

確立するために必要な次の項目が含まれます。 

カスタマー エクスペリエンスを変革して継続的な競争優位性を獲得する。 

 

 

ビジネスの成長を促進する新しいテクノロジー戦略でデジタル ビジネスを加速する。 

 

 

必要なものを必要なときに顧客に提供することで、モバイル意識の変化を利用する。 

 

 

革新的な分析を通してデータ（Big Data）をビジネス インサイトに変える。 
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付録 E：用語 

割引率：資産の時間的価値を考慮するために、キャッシュ フロー分析で使用される利率。各企業は、自社の事業と投資環境に基づ

いて独自の割引率を設定します。Forresterはこの分析に関して、年間割引率を 10%に設定しています。一般的に、組織は現在の

環境に基づいて 8%～16%の割引率を使用します。読者には、所属する組織と相談して、自社の環境に最適な割引率を判断するこ

とをお勧めします。 

NPV（正味現在価値）：利率（割引率）が指定されているときの、（割引後の）将来の正味キャッシュ フローの現在価値。通常、プロ

ジェクトの NPV がプラスの場合、投資すべきであることを意味します。ただし、他のプロジェクトの NPVの方が高い場合を除きます。 

PV（現在価格）：利率（割引率）が指定されている場合の（割引後の）コストおよび利益見積の現在の価値。コストおよび利益の PV

はキャッシュ フローの合計正味現在価値に組み入れられます。 

回収期間：投資の損益分岐点です。純利益（利益からコストを引いた値）が初期投資またはコストと等しくなる時点。 

ROI（投資収益率）：パーセンテージで表したプロジェクトの期待利益。ROIは純利益（利益からコストを引いた値）をコストで割ること

によって求められます。 

IRR（内部収益率）：一連のキャッシュ フロー（プラスとマイナス）で NPV=0となるような利率。 

付録 F：巻末の注 
 

1出典：「Four Common Private Cloud Strategies」、Forrester Research inc.、2013年 10月 28日。 

2出典：「Architect Hybrid Cloud Management To Boost Your Digital Business」、Forrester Research, inc.、2015年 8月 25日。 

3出典：「Four Common Private Cloud Strategies」、Forrester Research inc.、2013年 10月 28日。 

4出典：「Vendor Landscape: Converged Infrastructure-Based Private Cloud Solution」、Forrester Research inc.、2015年 6月

10日。 

5出典：「Four Common Private Cloud Strategies」、Forrester Research inc.、2013年 10月 28日。 


