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概説
ITとそれを活用する企業の変革の必要性は多くの方が述べていますが、デジタルおよび
ITの変革について実際に何を行う必要があるかに関しては、業界の回答は不明瞭なまま
です。変革を主導するのは結局のところ分析とBig Dataなのでしょうか？または、あら
ゆる意味でクラウドに移行することでしょうか？モバイルに対するサポートは？ソフト
ウェアをよりアジャイルに運用および開発する方法は？それとも実際にチームを構築し
て、ビジネスとITの間でよりプロアクティブな対話を推進することでしょうか？
実際には、当然のことながら、デジタルおよびITの変革は
これらすべておよび他の要素にも依存します。他にも、ビ
ジネスの優先度の変化に簡単に対応する、保守、更新、
サービスの可用性に関する問題に対処するために時間をか
ける必要のない、復元性に優れたインフラストラクチャに
依存します。しかし、これらがすべて明確かつ密接に機能
するソリューションは、ソフトウェア管理の観点からも、
ハードウェア インフラストラクチャの観点からも、ほと
んど存在しません。
このレポートでは、ITを活用してこのデジタル時代で成功
に導く独自のアプローチについて説明します。具体的に
は、システムを管理、更新、構成するための豊富なサポー
ト機能、セキュリティ、全体的な復元性が確保され、完全
にエンジニアリングされたコンバージド インフラストラ
クチャを取り上げます。特に、このレポートではコンバー
ジド/ハイパー コンバージド インフラストラクチャに関す
るDell EMCの比類のないリーダーシップに注目し、1つは
エンタープライズ、もう1つはグローバル サービス プロバ
イダーという2つの導入事例で達成された数多くの説得力
のあるメリットを紹介します。

IT組織の「変革」が必要な理由とその方法 
ITはデータセンターのパフォーマンスと効率性を最適化するように新しい運用方法が推
し進められています。変更を促進する要素のうち、より重要なもののいくつかを次に紹
介します。

• 増大するデジタル トランスフォーメーションの役割：EMAの調査によると、IT組織
とビジネス パートナーはITを使用してビジネス ニーズをサポートするだけでなく、
ビジネスの効果を新たなレベルにプロモートする方法をよりプロアクティブに模索
しています。これにより、デジタル サービス向けに最適化されたまったく新しいビ
ジネス モデルをどんどん取り込んでいます。1しかし、データによると、これを行う
には数多くの障害が伴います。IT組織はビジネス要件やセールス チャンスに対して
よりクリエイティブに取り組むよりも、サイロ化された方法で業務を遂行すること
にあまりにも慣れ過ぎているからです。

• アジャイルなソフトウェアのデリバリとDevOps：デジタル トランスフォーメーショ
ンには通常、アプリケーションの機能の導入が非常に頻繁に発生しますが、これを
アプリケーションの品質、適合性、パフォーマンスを犠牲にせずに行う必要があり
ます。これを行うには、真のドメイン間の（つまり、サイロを超えた）アプローチ
によりアプリケーション インフラストラクチャを最適化する必要があります。

• あらゆる形態のクラウド：特にパブリック/プライベート環境と非クラウド環境で構
成されるハイブリッド クラウドで、コストと価値の最適化を実現するには、すべてが
連動する必要があります。しかし、繰り返しになりますが、これにはドメイン間のア
プローチにより、システム、ネットワーク、ストレージ、アプリケーションの相互依
存性についてすべてまとめて理解した上で管理する必要があります。また、アジャイ

1 EMAの調査研究、「Digital and IT Transformation:  A Global View of Trends and Requirements」、2015年9月。
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ルなITなど、従来の厳格な相互依存性は仮想化された世界ではるかにリアルタイムに
なっているため、クラウドはよりリアルタイムでの普及が要求されています。

• モバイル エンド ユーザーの強化：クラウド、アジャイル、デジタル変革への「移行」
は、エンド ユーザーの期待に大幅な変化がなければ、特に、人々の生活や仕事におい
てモバイルが大きな役割を担うようになっていなければ、まだゆっくりとしていたで
しょう。速度やデジタル サービスの選択に対する期待は、マーケットが提供できる
ものを常に超えており、従来の仕事のやり方に囚われているビジネスはまもなく消滅
することが予想されます。モバイルには、エンドポイントの管理（統合されたエンド
ポイントの資産管理を含む）、アプリケーションのパフォーマンスとデリバリ、ユー
ザー エクスペリエンスの管理、適切なバックエンド データセンターとインフラストラ
クチャ全体の適切な効率性の間にシームレスなサポートが必要です。

今日の主な課題 
ITが独自の「変革」を遂げる中、データセンターを運用および管理する従来の方法は、
より革新的なオプションと競合しています。投資とインフラストラクチャの管理に対す
るサイロ化されたアプローチに加えて、ハードウェアとソフトウェアの投資に対する総
合的なインサイトが不十分であることが、大きな問題を引き起こしています。これには
次のものが含まれます。

• アップグレードやハードウェアおよびソフトウェア コン
ポーネントの変更など、変更に伴うシステム停止による
サービスの縮退とパフォーマンスの低下。EMAのコンサル
ティングによると、サービスのパフォーマンスに関する問
題の60%以上が変更に伴うもので、多くの環境で80%または
90%にも達します。

• 変革のイニシアティブの効果が最も低かった部分はどこか
と尋ねると、回答者は設定や変更管理に関連する障害を打
開しようとするときであると強調しました。2

• 在庫管理や資産管理に関連する運用コストや設備コスト
の増大は、多くのIT組織にとって引き続き取り組む必要の
ある課題です。これは分断されたツールセット、不十分な
データ コレクション、さらに不十分なデータ照合、そして
繰り返しになりますが、最終的にはドメイン間で行う必要
があるサイロ化されたアプローチによるものです。これらの問題に対処する方法を
示すデータをいくつか紹介します。
 ◦ EMAの最近の調査によると、平均的なIT組織は資産関連の検出や棚卸しに7種類以
上のツールを使用し、18%は20種類以上使用しています。3

 ◦ 資産関連のほとんどのデータは、いまだスプレッドシートで管理されています。
 ◦ 平均的なIT組織は、資産および財務データを正確に保つために、週に10時間以上
費やしています。

 ◦ 同時に、平均的なIT組織は資産またはコンプライアンス関連の監査の準備に、週
に30時間以上費やしています。

• セキュリティの問題はIT全体にわたる懸念として、運用およびセキュリティ プロ
フェッショナルの間を騒がせており、舞踏（連携）というよりも乱闘（競合）の様
相を呈しています。いまだにこれらは主に文化の問題に留まっていますが、分析、
ワークフロー、そしてここで示すようにコンバージドおよびハイパー コンバージド 
インフラストラクチャの革新的なアプローチによって対処されつつあります。

2 EMAの調査研究、「Digital and IT Transformation:  A Global View of Trends and Requirements」、2015年9月。
3 EMAの調査研究、「Next-Generation Asset Management and IT Financial Analytics:  Optimizing IT Value in a World of Change」、 
2014年5月
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前進のために必要なもの
これらの課題から、前進のために優先すべき要件の候補が示されます。候補は次のとおり
です。

1. パフォーマンス、変更、セキュリティに対するドメイン間（コンピューティン
グ、ストレージ、ネットワークなど）のリアルタイムのインサイト

2. この最新かつドメイン間のインサイトのニーズをサポートする、インフラストラク
チャのドメイン全体で互いに競合しない完全に統合されたデータ ソースに対する強
力な要件。これはITおよびデジタル変革の要件として一貫して広まっています。4

3. ITのプランニングや会計処理に時間を取られることなく資産、容量、コストを同
時に最適化。これらのインサイトは仮想化された環境、クラウド環境、非クラウ
ド環境のデータセンター/アプリケーション インフラストラクチャ全体をサポート
する必要があります。

4. サービスのパフォーマンスの停止および数週間、数か月、数年にわたるITのプラ
ンニングや遅延を引き起こすことのない、流動的に連携して進行するデータセン
ターのアップグレード。

コンバージド/ハイパー コンバージド インフラストラク
チャの「革命」：差別化を図る方法 
真のコンバージド インフラストラクチャおよびハイパー コンバージド インフラストラ
クチャは、変化するビジネスとテクノロジーのニーズに対応する際の脆弱性を最小化で
きます。具体的には次のとおりです。

• サイロ化されたインフラストラクチャ（ネットワーク/システム/ストレージ）はバラ
バラな部品の集まりではなく、単一のシステムになります。この単一システムは、
ビジネス上の成果とビジネス ニーズをサポートするように最適化されています。
業界で言う「開発か購入か」は、データセンターのプランニングを行うまったく新
しい方法を提案します。コンバージド インフラストラクチャにより、ITは車を部品
（エンジン、シャーシ、ブレーキなど）別に購入するのではなく、実地試験済みの
品質が保証された完成車に投資できます。

• また、このアプローチによりITは関連付けられた単一アカウンタビリティ ポイント
により、単一のインフラストラクチャのデリバリに投資で
きます。

• 後でこのレポートで紹介しますが、コンバージド インフ
ラストラクチャのアプローチは、次の面から比類ない価値
を提供します。
 ◦ 導入、管理、DevOps、継続的なサービス管理の運用コス
トの効率化

 ◦ ハードウェアおよびソフトウェアの投資全体に対する統
合の互換性 

 ◦ セキュリティおよびコンプライアンスに関する独自のメ
リット 

 ◦ インフラストラクチャの安定性、インフラストラクチャ
の最適化、アプリケーション/インフラストラクチャの
パフォーマンスに対する大きなメリット

 ◦ データ センター全体にわたる統合された管理と正常稼
働、容量、使用率に関する関連性の高い最新かつ総合的
なインサイト

 ◦ 反復的なタスクを減らし、インシデント、パフォーマンス、アップグレードの
ニーズに対する全体的な応答性を向上させる自動化のレベルの大幅な向上

• これらはすべて、ITの負担を取り除き、サイロ化の制約を受けることなく、よりプ
ロアクティブにビジネスとの調整を図るのに役立ちます。

4 EMAの調査研究、「Digital and IT Transformation:  A Global View of Trends and Requirements」、2015年9月。

真のコンバージド イン
フラストラクチャおよび
ハイパー コンバージド 
インフラストラクチャ
は、変化するビジネス
とテクノロジーのニー
ズに対応する際の脆弱
性を最小化できます。

http://www.enterprisemanagement.com


ページ4 ©2017 Enterprise Management Associates, Inc. All Rights Reserved.（不許複製・禁無断転載） | www.enterprisemanagement.comページ4

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ システムおよび
ソフトウェアによるデジタルおよびITの変革

コンバージド インフラストラクチャが中心に
Dell EMCは、コンバージド インフラストラクチャとVCEの創設により生まれた統合管
理を提供します。VCEは2009年11月のCisco Systems、EMC Corporation、VMwareによる共
同出資により、広範なITマーケットに比較的最近参入した企業です。続く2014年10月に
EMCがVCEの経営権を取得し、2016年にEMCがDellに統合されました。Dell EMCコン
バージドおよびハイパーコンバージド システムへとブランドが変更されましたが、過去
6年間で3,500台以上導入されており、既に業界に大きな影響を与えています。
Dell EMCコンバージド インフラストラクチャの次に示す5原則は、ソリューション セッ
ト全体の方向性と意図の両方を指し示します。

1. 設計：（Dell EMC、Cisco、VMware、Intel のコンポーネントにまたがる）ハード
ウェア、ファームウェア、ソフトウェアが、単一のコンバージド/ハイパー コン
バージド プラットフォームとして一緒に設計されています。

2. 製造：ISOの認定を受けた製造プロセスにより、数百にわたる物理コンポーネント
と論理コンポーネントが単一の「実地試験済み」の製品に融合されます。これは
信頼できる唯一の情報ソースということだけではなく、クエリー、サポート、コ
ミットメントの唯一の情報ソースです。

3. 管理：構成、正常稼働、ライフサイクルを管理するソフトウェアがすべてのシス
テムに組み込まれており、ビジュアル化、自動化、プロアクティブなインサイト
が密接に結合されて比類ないメリットを実現します。

4. 持続：ファームウェアとハイパーバイザーのリリースのアップグレードが投
資の全ライフサイクルにわたって発行されるとき、Dell EMCのRCM（Release 
Certi�cation Matrix）とプロセスが大きな強みを発揮します。

5. サポート：Dell EMCは、すべてのシステムに対して、一元的なサポート ソースを
提供し、教育を受けた専任のスタッフが24時間365日対応にあたります。

Dell EMCコンバージドおよびハイパーコンバージド シス
テム 
コア コンポーネントとビルディング ブロック
Dell EMCソリューションのオプションは、独自の幅広い機能、選択の多様性、前述の5
原則すべてに対する取り組みを反映しています。
Dell EMCソリューションのコア オプションの概要は次のとおりです。

• Dell EMC Vblockシステムは予測可能なパフォーマンス、拡張性、信頼性により、
ハードウェアベースの復元性に依存するミッション クリティカルなアプリケーショ
ンの混在ワークロードをサポートするように設計された、コンバージド インフラ
ストラクチャ システムです。これには、CiscoのUCS（Unified Computing System）、
スイッチングおよびビジュアル化機能が組み込まれたサーバ プラットフォーム、
Cisco Nexusローカル エリア ネットワーク スイッチ、MDSストレージ エリア ネット
ワーク スイッチ、Dell EMCの各種ストレージ システム（VNX、Unity、XtremIO、
VMAX3、Isilon）とデータ保護スイート（Avamar、Data Domain、RecoverPoint、
VPLEX）、VMwareのvSphere仮想化ソフトウェア、CiscoのSDN（ソフトウェア デ
ファインド ネットワーク）用のACI（Application Centric Infrastructure）が含まれま
す。Vblockシステムが混在ワークロードを実行し、SAP HANA、マルチベンダーの
VDIソリューション、Oracle、Microsoftのビジネス アプリケーションに対して最適化
されたサポートを提供します。

• Dell EMC VxBlockシステムは、Vblockシステムと同様に、プラットフォーム2アプリケー
ションの混在ワークロードに対して最適化されています。これらは同じくハードウェ
アベースで、Vblockシステムと同様に復元性の高いコンバージド アーキテクチャに基
づき、SDN用のオプションのVMware NSXを提供します。

http://www.enterprisemanagement.com


ページ5 ©2017 Enterprise Management Associates, Inc. All Rights Reserved.（不許複製・禁無断転載） | www.enterprisemanagement.comページ5

Dell EMCコンバージド インフラストラクチャ システムおよび
ソフトウェアによるデジタルおよびITの変革

• Dell EMC VxRackシステムはサーバ ノードに基づくハイパー コンバージド システム
であり、プラットフォーム3アプリケーション用、およびHadoop Big DataやDev/Ops
などの急速に拡大する環境やアジャイル開発中心のニーズを満たすように最適化さ
れています。（VblockシステムやVxBlockシステムのように）物理ストレージ アレイ
とブレード シャーシによる復元性の代わりに、VxRackシステムのストレージ/コン
ピューティング リソースと復元性はソフトウェア デファインド仮想ストレージ エリ
ア ネットワークが備わったDell PowerEdgeサーバをベースとします。Webスケールや
モバイル アプリケーション用に最適化されたVxRackシステムは、他のすべてのDell 
EMCシステムを超えて拡張します。

• Dell EMC VxRailアプライアンスは、中小企業およびリモート オフィス向けのハイ
パー コンバージド インフラストラクチャの累積適用可能なアプライアンスです。こ
れらのソフトウェア デファインド アプライアンスもDell PowerEdgeサーバをベース
にしており、VMwareハイパーバイザーと仮想ストレージ エリア ネットワーク ソフ
トウェアに加えてレプリケーション、バックアップ、クラウド階層化用にDell EMC
とVMwareデータ サービスがすべて搭載されています。これらは、仮想化された混在
ワークロードと仮想デスクトップ コンピューティング向けに最適化されています。

• Dell EMC VscaleアーキテクチャとそのVscale Fabricは、Dell EMCシステムに一般的な
Ciscoベースのスパイン リーフLANやコア エッジSANファブリックを介した接続を許
可して一貫した予測可能なパフォーマンスを実現することにより、リソース共有と
拡張性を提供する柔軟なフレームワークを提供します。

• Dell EMC Technology ExtensionsとDell EMC Vscale Fabric Technology Extensionsはそれ
ぞれ、直接接続された特定のコンバージド システムまたはネットワーク ファブリッ
クにコンピューティング、ストレージ、データ保護の各リソースを、複数のシステ
ムによる共有リソースとして追加します。

Dell EMC Release Certification Matrix 
RCM（Release Certi�cation Matrix）は、システム アップグレード
用の固有のサービスです。マルチベンダーのハードウェアおよ
びソフトウェア コンポーネント全体に完全にテストおよび検証
済みの統合を提供します。RCMは、アップグレード関連のすべ
てのプランニングとテストを、お客様自身が行うのではなく、
お客様の代わりに実施することを保証します。
Dell EMCでは、これをエンジニアで構成される専属チームが
担当します。専属チームはベース回帰テストを実行して各コン
ポーネントに存在する相互運用性を確認する一方で、新しいテ
ストを作成して新しい機能が正しく動作しているかどうかを評
価します。ただし、エンジニアはコンポーネントが選択される
前にも、各種リソースから新しいRCMのリリースのコンテンツ
に関する推奨事項を確認します。これにはコンポーネント メーカー（Cisco、VMwareな
ど）やファームウェア、ソフトウェア アップグレード、パッチを供給するDell EMCの製
品エンジニアリング グループのほか、製品管理チーム、品質保証サービス チーム、サ
ポート チームが含まれます。さらに、Dell EMCは互換性の問題が発生しないように、自
社の各種テクノロジー ソースからの新しいリリースを継続的にテストします。
RCMのリリースは毎月利用可能ですが、RMCのメジャー リリースの提供は毎年9月/10月
に予定しています。新機能は追加契約によって不定期に提供され、その後次のリリース
に含められます。

RCM（Release 
Certification Matrix）
は、システム アッ
プグレード用の固有
のサービスです。
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コンバージド インフラストラクチャ  
システム 最小テスト テスト ケース 一般にテストと検証に

かかる時間

小規模構成 220 450 160～240時間

中規模構成 306 540 160～280時間

大規模構成 356 600 160～320時間

その他の投資（抜粋）：
• 80時間のリリースの計画と妥当性検査
• 400～500時間の既存システムに対するアップグレード テスト 

• テスト用ラボ システム

図1：Dell EMC Visionファームウェア/ソフトウェアの相互運用性テストと妥当性検査のプラクティス

Dell EMC Vision Intelligent Operations管理ソフトウェア
Visionソフトウェアは、すべてのコンバージド システム コ
ンポーネントに単一の管理ペインを提供することで、複数
のシステムに対して統一された可視性を提供します。この
レポートに含まれるインタビューで後述しますが、この統
一された可視性により運用コストの大幅な効率化が促進さ
れ、データセンターのアップグレードが改善されること
で、ビジネスにとってより一貫した最適なパフォーマンス
を実現します。ソフトウェアがコンバージド システムの投
資の正常稼働、設定、セキュリティに関する正確で完全な
インサイトを提供します。Vision Intelligent Operationsには、
次の機能が含まれます。

• ライフサイクル管理/RCMの更新：これはRCMコンプラ
イアンス監査で、オン デマンドまたはスケジュール設
定により実行できます。これらの監査は、コンバージ
ド アーキテクチャの豊富なインテリジェンスを活用し、
Visionのマルチ システム管理ダッシュボードで実行できます。この機能には、アップグ
レードまでの時間を短縮し、アップグレードされたファームウェア/ソフトウェアのリ
リースが一貫してDell EMCのエンジニアリング基準との完全な互換性が維持されるよ
うに、RCMコンテンツの事前配置（Dell EMCカスタマー サポート ポータルからユー
ザーのコンバージド システムへのリリースのダウンロード）が含まれています。

• 正常稼働管理：Visionは標準のローカルエリアおよびワイドエリア ネットワーク接
続を通じて、単一システムまたは複数のシステム全体に対してヘルス チェックを実
行します。これらのチェックはログ、イベント、その他データにわたってオン デマ
ンドまたはスケジュール設定により実行可能で、「計算された正常稼働スコア」と
パフォーマンス/容量のメトリックを提供し、あらゆる問題に簡単にアクセスできる
ほか、全体のステータスも確認できます。Visionの正常稼働評価は、Dell EMCカスタ
マー サポートのプロセスとも完全に統合されています。

Visionソフトウェアは、
すべてのコンバージド シ
ステム コンポーネントに
対して単一の管理ペイン
を提供することで、統一
されたマルチシステムの
可視性を実現します。
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図2：Dell EMC Visonの正常稼働およびライフサイクル管理

• セキュリティ：Visonは2種類のオン デマンドまたはスケジュール設定されたセキュ
リティ アセスメントを提供します。まず、Dell EMCカスタマー サポートはユー
ザーにセキュリティ アラートを送信して新しく検出されたセキュリティの脆弱性
（HeartbleedやShellshockのバグなど）を通知し、Visionはそれらのアラートを使用し
てユーザーのシステムの脆弱性を評価し関連するパッチを提供してバグを解消しま
す。次に、Visionはシステムのコンプライアンスをセキュリティ ポリシーを使用して
評価します。セキュリティ ポリシーは工場出荷時に設定されているセキュリティ構
成によりデフォルトで定義されているか、これらのデフォルトのセキュリティ構成
をユーザーが変更することで定義されます。

• 技術的な欠陥の修正：Dell EMCはテクニカル アラートをユーザーにEメールし、シ
ステム コンポーネントで新たに検出された欠陥をチームに通知します。Visionはお
客様のシステムに問題がないかどうかを評価し、パッチのダウンロード、ファーム
ウェア、カスタマー サポート ポータルからのアドバイスによってユーザーのシステ
ムの改善を支援します。

• 統合：Visionソフトウェアは、処理の監視および実行のために、RESTful API、
SNMP、その他プロトコルを通じてシステムのコンポーネントおよびエレメント管理
システム ソフトウェアに統合されています。サード パーティのIT管理ツールとの統
合は、RESTful APIによって有効化されます。また、サード パーティ製品との統合を
開発するお客様やパートナー様向けに、無料のSDK（Software Development Kit）とシ
ミュレーターを用意しています。

• ユニファイド ダッシュボード：このダッシュボードは、Vscale Architectureを活用し
てシステムと共有リソースの正常稼働と容量を共通ネットワーク ファブリック全体
にわたってビジュアル化、管理、最適化することで、他の製品とは明確に異なるメ
リットを数多くもたらします。Visionのダッシュボードは正常稼働と構成のコア イン
サイトを得るためにサード パーティのワイドエリア接続にも対応しており、ドメイ
ン間の統合された機能をすべて活用してマルチサイトのIT環境を解析およびビジュ
アル化できます。
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図3：Dell EMC Visionのマルチシステム管理ダッシュ ボード 

Dell EMCカスタマー サポートの支援
当然ながら、Dell EMCカスタマー サポートについてはこのレポートのお客様との両方の
インタビューで言及されています。カスタマー サポートはグローバルおよびビジネス ク
リティカルなIT環境を24時間365日サポートするだけでなく、ITプロフェッショナルがベ
ンダーの複雑なオプション セットの中から回答を探す手間を省きます。お客様の照会の
90%以上は直接解決し、残りの問題はエスカレートすることで透過的に処理します。カ
スタマー サポートと統合されたVision Intelligent Operationsソフトウェアは、ユーザーのシ
ステムにファームウェアやパッチをダウンロードすることで、RCMとセキュリティ コン
プライアンスを維持します。
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インタビュー：世界規模の通信、ホスティング、クラウ
ド、ITサービス企業で働くアーキテクト/コンサルタント 
あなたの経歴と現在の職務について教えてください。
「SaaSホスティングの会社を10年ほど運営し、その後に企業向けの
モビリティ管理を提供する会社にてデータセンター運用のディレク
ターを経験しました。この仕事の中で、CiscoとEMCのコンポーネン
トとのハイブリッド クラウドの実装のサポートを経験しましたが、
実現には苦戦を強いられました。その経験から、1年ほど前に現在
の会社に入社したときに進むべき方向として、よりエンジニアリン
グされたソリューションに目を向けるようになりました。」
「現在の職務は、担当クライアントである旅行会社をDell EMCのソ
リューションでサポートすることです。現在所属している会社で、
クライアントのアーキテクト、アドバイザ、アドボケートとしての
役割を担っています。Vblockインスタンスは2台あり、それぞれ（米
国の）東海岸と西海岸にある当社のデータ センターに設置されてい
ます。このクライアントは100以上の国に拠点がありますが、私はその中の米国のデータ
センターの1つに常駐しています。」

Dell EMC Vblockシステムへの移行を促した要因は何ですか？
「Vblockは私たちがやりたかったことをすべて満たしていました。アップグレードを27
回行う代わりに、責任の所在が明確かつ整合性の取れた方法で単一の統合された管理製
品に移行できる、エンジニアリングされたソリューションを必要としていました。いわ
ば提供元が「1つに絞られた」エンジニアリングされたソリューションです。今のところ
は非常に満足しています。」
「この取り組みはクライアント側の非常に革新的なCIOとともに始めました。彼のビ
ジョンと指揮により、より速くアジャイルなやり方で進められています。このクライア
ントはサービスをお客様に提供するサイクルを短縮し、社内のビジネス プロセスの速度
を高めるように進化することを望んでいました。」
「当社の他地域のクライアントの中にも、Dell EMCを導入しているクライアントがいま
す。その中のある大手製造業者は、複数のDell EMCプラットフォームを使用していま
す。クライアントのサポートにVblockを導入している件数は、共有のものを含めて30ほ
どに上ります。」 

クライアントは現在、どのようにVblockソリューションを活用していますか？
「Vblockを導入する前、この旅行会社にはマネージド データ センター サービスを提供
していましたが、現在はすべてVblockに移行済みです。ビジョンは、Office 360、独自の
ホスピタリティや予約サービスを注文するカスタマー ポータルなどのすべてのサービス
を、Vblockを通じて利用できるようにすることでした。カスタマー ポータルは、空港、
レンタカーなどのロードマップや旅程表を提供するなど、全旅程のロジスティクスもサ
ポートします。実際、カタログとそれをサポートするオーケストレーションを通じて利
用できるビジネス サービスのホスト全体が、現在はVblock内に存在します。とはいえ、
Oracleデータベースなど、Vblock外のレガシー インフラストラクチャに存在するサービ
スもいくつか残っています。」
「最後に、クライアントの開発チームやQ/AテストにもVblockが採用されており、よりア
ジャイルにビジネスとの調整がとれた成果を達成するのに役立っています。」

Vision Intelligent Operations管理ソフトウェアについてコメントをいただけますか？
「Visionソフトウェアでは、システム内のすべてのコンポーネントを単一のペインで管
理できます。これにより、ヘルス チェックに簡単にアクセスできます。97か所の検査
を行う代わりに、問題点がどこにあるかを直ちに確認し、その結果に従って行動するこ

「現在の職務は、担
当クライアントで
ある旅行会社をDell 
EMCのソリュー
ションでサポート
することです。」
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とができます。また、アップグレードの進捗と目的を評価するのにも役立ちます。例え
ば、VMware 6に移行するには何を行う必要があるかを確認できます。これはすべて、
Visionソフトウェアによって統合されたビューのおかげです。多数のWebサイトを検索し
たり、関連性が高いものを断片的に評価したりする必要はありません。このため、これ
までよりはるかに効果的なセルフ サービスを実現できるうえ、Vblockへの投資強化のス
ピードを上げることもできます。」

サード パーティの管理に関連する統合についてはどうですか？
「ITサービスの管理についてはServiceNowと統合し、アクティブ構成管理のサポート
のためにPuppetおよびChefと統合しています。また、Vblockにはアプリケーション パ
フォーマンス管理ソリューションが存在し、すべて一元化されており簡単にアクセスで
きます。他にも、レポートやビジュアル化のレベル改善のためなどに、既存の管理ソ
リューションをスワップ アウトして別のソリューションに簡単に置き換えることができ
ます。」 

Dell EMCのサポートはどの程度重要ですか？
「カスタマー サポートは24時間365日利用できる管理されたエスカレーションを提供し
ます。この一貫性はグローバルな組織とやりとりする必要がある当社のような企業に
とって比類ないメリットであり、時間の効率化を図ることができます。当社のVblockは
ヨーロッパとアジアにあります。このため、異なるグループのVblockに必要なサポート
を24時間365日受けることができます。この理由からもこの理由以外からも、カスタマー 
サポートは必要不可欠なサービスであると言えます。個人的な意見として、このような
サービスなしに導入は考えられません。」 

RCM（Release Certification Matrix）を使用した感想はいかがですか？
「RCMによるアップグレードにより、アップグレードにかかる時間
を大幅に短縮できました。以前は、例えば27種類のコンポーネント
とバージョンを移動するには、年に1回のアップグレードが限度で
した。現在は年2回のアップグレードを目標にしており、これはDell 
EMCによるOS、ファームウェア、進行中に発生するすべてのハード
ウェアの課題に対する統合されたテストとコンプライアンスで実現
します。これがRCMを目に見えるようにし、価値を示す場面です。
問題が発生した場合に備えて、Dell EMCにはラボ環境が用意されて
おり、そのラボが問題をエンド ツー エンドで保有します。責任の所
在は明確で、問題を迅速かつ効果的に解決します。」

この年に経験したRCMに関連する具体的な事例を教えていた
だけますか？
「前にも言及しましたが、あるクライアント用のVblockインスタン
スが2台それぞれ東海岸と西海岸にあります。RCM 4.5.4からRCM 5.0.8に移行していま
す。今年、両方の環境でVMware 4からVMware 6に移行する予定です。両方の環境用に
256 Cisco UCSブレードを注文しました。LANスイッチはCisco Nexus 3048を4台、Nexus 
5000を3台、Nexus 7710を2台購入しました。これらにはファイバ チャネルのサポート
が含まれています。現在、両方の環境で、合計90個のVMwareハイパーバイザー ソフト
ウェアのインスタンスがあり、今月さらに72個追加します。ストレージ機能の中心は
Dell EMC VNX 5800の2つのインスタンスで、それぞれの環境に1つずつ設置されてい
ます。アップグレードには4つのDell EMCデータ保護インスタンスがあります。ハード
ウェアの変更は、一部のブレードにメモリを追加することのみでした。これは簡単かつ
効率的に行うことができました。」
「要するに、RMCによるアップグレードで本当に驚いたのは、Dell EMCを使用すること
で得られる速度と安心感です。そしてビジネス上の重圧とビジネス ニーズに対応する上
でITが最も懸念していたのがまさに速度の問題でした。」

「RCMアップグ
レードにより、
アップグレード
にかかる時間を
大幅に短縮で
きました。」
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インタビュー：北米の有名大学のITディレクター
あなたの経歴と所属するIT組織の使命を教えてください。
「Vblockを評価するとき、私は小規模でありながら高度な通信分野の大学院のシステム
およびインフラストラクチャのITディレクターでした。私の所属していたIT組織の専属
チームは約14人の小規模なチームでした。また、インフラストラクチャ、ビジネス アプ
リケーション、セキュリティ、調査研究コンピューティングなどの領域には外部コンサ
ルタントのサポートを受けていました。」
「当大学のキャンパスには12を超える大学院と24を超える大学院課程がありました。私
がサポートした博士号課程は、通信や調査研究の分野において国でも最上位に位置づけ
られている課程の1つでした。私たちはBig Dataやソーシャル メディアのほか、ヘルスケ
アなどの独自の調査研究分野をサポートするテクノロジーを極めて重視しました。当大
学院の学生や学部は世界中の他の学部とコラボレーションを行いました。大学院生の多
くは公共政策に関わるようになっていたため、政府の政策も興味のある分野でした。こ
れらのニーズに加えて、当大学院のコンピューティング インフラストラクチャは調査研
究ジャーナルの発行に必要な情報をサポートしました。」 

コンバージド ソリューションに移行するきっかけは何ですか？
「2年前、私たちは主にデータセンターの要件を満たすために別のベンダーを使用してい
ましたが、ある時、データセンターを更新するための投資を受けました。以前のデータ
センターは、処理負荷の高いニーズを満たすのに十分ではありませんでした。チームは
システムの正常稼働の確保のために多くの時間を費やしていました。また、同様にメン
テナンスにも時間を取られていました。また、パフォーマンスとメンテナンスの問題か
ら許容できないレベルのダウンタイムが発生していました。メンテナンスをスケジュー
ルするのに「都合のよい」時間はまったくありませんでした。影響を最小限に抑えるよ
うに、ITチームは家で家族と共に過ごすはずの週末も休日も働いていました。例えば、
クリスマス休暇中にストレージとシステムのハードウェアとソフトウェアをアップグ
レードしましたが、想定よりも長い遅延が発生していました。」
「その段階で、インフラストラクチャのメンテナンスに常に労力をかける必要がなく、
学部や学院生の要望を満たすことに集中できるよう、より優れたソリューションの必要
性に気付きました。こう思っていました。『なぜファームウェアをサーバやストレージ
に適用する前にそのファームウェアをテストする必要があるのか？この種のメンテナン
スを実行するために何日も時間を取られることのない製品を見つけよう』と。その後、
自問しました。『どのようにして自動化できるか？』と。」

Dell EMCとVblockシステムを最終的に選択するに至った理由は何ですか？
「Dell EMCシステムとNetAppなどのその他のコンバージド インフラストラクチャ ソ
リューションとともに評価した結果、Dell EMCの圧勝でした。『コンバージド インフ
ラストラクチャ』と自称するその他の製品は、別のコンポーネントを注文する必要があ
り、全データセンターのオプションをサポートするのに十分な幅広さを持ち合わせてい
ませんでした。」
「Dell EMCのRelease Certification Matrixの更新とそのVision管理機能は、完全に際立って
いました。最も重要なことは、Dell EMCを選ぶことは標準、つまり本物のプラグ アンド 
プレイ ソリューションを購入するということでした。」

Vblockの導入作業はいかがでしたか？
「機器のラッキングとスタッキングにではなく、全体的な設計要件を評価するのに大半
の時間を費やしました。Vblockを設置してから30日後には完全に動作するようになりま
した。Vblockのコンポーネントには、Cisco NexusおよびCisco MDSのファイバ チャネル 
スイッチ、Cisco UCSブレード、数テラバイトのデータを格納する2テラバイトのフラッ
シュ搭載のDell EMC VNX 5600ストレージが含まれます。災害復旧用の2台目のVblockシ
ステムもあります。」

http://www.enterprisemanagement.com
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「エンドポイントのサポートのために、大部分はリモート 
アクセスを強力にサポートするVDI（仮想デスクトップ イ
ンフラストラクチャ）に移行済みです。この組織は現在、
当社のVblockシステムに導入されているVDI向けVMware 
Horizonを使用しています。」 

Vblockシステムからどのようなメリットを享受しまし
たか？
「当大学のビジネス アプリケーションのダウンタイムはゼ
ロになり、仮想デスクトップ インフラストラクチャにより
エンド ユーザーのアクセス性とパフォーマンスのほか、シ
ステムのパフォーマンス全体が大幅に向上しました。」

アプリケーション ソフトウェア環境について教えてい
ただけますか？
「当大学のほとんどのソフトウェアはMicrosoftベースです。
それが約70%です。残りの30%はLAMP、つまりLinux、Apache、MySQL、PHPです。」 

Vision Intelligent Operationsなどのうち、特に言及する管理機能はありますか？
「Vision Intelligent Operationsはとりわけレポート作成に使用しました。これにより、シ
ステム全体の正常稼働についてインサイトを得ることができました。全体の正常稼働を
確認するためにすべてのコンポーネントを確認する必要はありませんでした。さらに、
Visionは各Vblockシステムの正常稼働スコアを提供し、問題が発生したらすぐに把握でき
ました。また、正常稼働以外にVisionの適用範囲をセキュリティ要件のサポートにも拡大
しました。かつては週の10～15時間をヘルス チェックなどに費やしていました。Vision
ならわずか1～2時間で済みます。」
「Dell EMCの24時間365日対応のカスタマー サポートは、もう1つの大きなプラスでし
た。これにより、休日のメンテナンス時間中も中断なくサービスを利用できるため、ダ
ウンタイムは実質ありません。」 

RCM（Release Certification Matrix）についてはいかがですか？
「RCMの使用経験は比較的シンプルで率直なものでした。RCMは年に2、3回活用しまし
た。いわばシステムのレシピ本のようなものでした。冗長性が自動的に確保されていた
ため、サービスが停止することはありませんでした。また、ガイド付きのプロセスであ
り、EMC Dellがファームウェアとハイパーバイザーのリリースの互換性テストを代わり
に実施するため、何も心配することはありませんでした。」
「通常、アップグレードのプランニングには3、4日間かかっていました。しかし、機器
を実際に設置する時間は8～12時間しかかかりませんでした。これはハードウェアだけ
でなく、ファームウェアとソフトウェアも含まれます。また、ある時にはvSphere 5から
vSphere 6へのアップグレードもありました。すべてのコンポーネントを別個に確認する
必要があったときは、プランニングとメンテナンスに数か
月は必要でした。実際、手動でのファームウェアの更新と
パッチ適用はほとんどなくなりました。かつてはシステム
の更新に5日かかり、12時間のダウンタイムが発生していま
した。しかし、それらをVisionを通じてRCMを使用して管理
するようになってからは、RCMのプロセスが1日で完了し、
ダウンタイムはゼロになりました。」
「具体的には、私たちはCisco USCブレード、Cisco Nexus 
5000シリーズのスイッチ、Dell EMC VNX F-5000ストレー
ジをアップグレードしました。また、Dell EMC RecoverPoint
ディザスタリカバリも活用しました。これらはすべて必要
な機能がすべてそろったラックに構成されました。」

「当社のビジネス アプ
リケーションのダウンタ
イムはゼロになり、仮想
デスクトップ インフラ
ストラクチャによりエン
ド ユーザーのアクセス
性とパフォーマンスが大
幅に向上しました。」 

「Release Certification 
Matrix は革新的かつコ
ラボレーションを可能
にするソリューション
で、私たちに優れた価値
をもたらしました。」 
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「総合すると、Release Certification Matrixは革新的かつコラボレーションを可能にするソ
リューションで、私たちに優れた価値をもたらしました。」

最後に付け加えることはありますか？
「私がDell EMCについて最も気に入っていることは、プロジェクト全体に対する全体
的なアプローチです。山のようなドキュメントに目を通す必要がなく、完全なソリュー
ションを提供してくれます。また、導入の初日からデータセンター インフラストラク
チャ全体にわたって高度なレベルのサポートを提供します。Cisco、Dell EMC、VMware
と、問い合わせ先によってサポート コールが分かれることがありません。」
「私は現在、Dell EMCのシステムを積極的に伝道しています。今回が当大学のキャンパ
スに導入した初のVblockであり、さらに導入を進める予定です。」

EMAの視点
このレポートで特集した2件のカスタマーのインタビューにより、Dell EMCコンバージ
ド インフラストラクチャ システムの優れたメリットが明らかになりました。ここで述べ
られているメリットには、次のようなものがあります。

• 細分化されたドキュメントやアップグレード計画に悩まされることも、多数のコン
ポーネントにわたる長期間のメンテナンスも不要の完全にエンジニアリングされた
ソリューション。ある時は5日かかり、12時間のダウンタイムが発生していたデータ 
センター インフラストラクチャのファームウェアとパッチの更新が1日で済み、ダウ
ンタイムがゼロに。

• 正常稼働とセキュリティのより効率的な管理により、ある時は週に10～15時間か
かっていたヘルス チェックを週に2時間に短縮。

• 24時間365日完全対応のカスタマー サポートにより「フォロー ザ サン」モデルを実
現することでグローバル エンタープライズの要望を満たし、すべてのお客様に比類
ないメリットを提供。

• サード パーティの管理ソースと簡単に統合。
• 完全に統合されてリソースにより、重要なビジネス アプリケーションでより一貫し
たアップタイムを実現し、パフォーマンスを改善。

• 開発、アジャイル、DevOpsの要件をサポートし、新しいアプリケーション サービス
をビジネスに提供する時間を短縮。

• ドメイン間の機能と完全に統合された管理と、コンバージドおよびハイパー コン
バージド インフラストラクチャのプロモートを希望するその他のすべてのブランド
からサポートの両方の完成度により差別化されるソリューション。

• サポート、プランニング、正常稼働、アップグレード、セキュリティの更新を一手
に担うソース。いわば真の「プラグ アンド プレイ」ソリューションの「標準」。

Dell EMCは今後も、VMware vRealize Operationsソフトウェアと
の拡張された統合などのVisionソフトウェアの機能拡張を目
指し、利用可能になった新しいDell EMCシステム コンポーネ
ントを監視します（例：ハイパー コンバージド システムの
オールフラッシュ ストレージ デバイスやDell PowerEdgeサー
バ ベース ノードの拡張ライン）。その場合でも、Dell EMCは
ITインフラストラクチャと管理の投資に真の「エンジニアリ
ング」された「コンバージド」アプローチ、つまりIT組織が
よりプロアクティブにビジネスに沿って、デジタルおよびIT
の変革の需要に合わせて細かく調整された独自のアプローチ
を提供することにおいて、市場をリードしています。このた
め、Dell EMCはコンバージドおよびハイパー コンバージド イ
ンフラストラクチャのためだけではなく、IT全体に対して価
値を実現する新しい経路を定義しています。

Dell EMCはITインフラ
ストラクチャと管理の投
資に真の「エンジニアリ
ング」された「コンバー
ジド」アプローチを提供
することにおいて市場
をリードしています。
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Dell EMCについて 
Dell Technologiesのユニークな企業ファミリーの一員であるDell EMCは、組織がデジタル
の将来を築き、ITを変革し、最も重要な資産である情報を保護するために不可欠なイン
フラストラクチャを提供することにおいて、重要な役割を果たしています。Dell EMC
は、信頼性に優れたハイブリッド クラウド ソリューションとBig Dataソリューションに
より、エンタープライズ環境のお客様のITおよびデジタル ビジネスの変革を実現しま
す。これらのソリューションは業界をリードするコンバージド インフラストラクチャ、
サーバ、ストレージおよびサイバーセキュリティ テクノロジーを統合するモダン データ
センター インフラストラクチャに構築されます。
詳細については、www.dellemc.com/ja-jp/ci をご参照ください。

Enterprise Management Associates, Inc.について
1996年に設立されたEMA（Enterprise Management Associates）は業界をリードする業界アナリスト企業であり、ITお
よびデータ管理テクノロジー全体にわたる深いインサイトを提供します。EMAのアナリストは実用的な経験、業界
のベスト プラクティスに対する得インサイト、現在および計画されたベンダー ソリューションを独自の組み合わ
せで活用し、EMAのクライアントの目標達成をサポートします。EMAのエンタープライズ基幹業務のユーザー、
IT プロフェッショナル、IT ベンダー向けの調査、分析、コンサルティング サービスに関する詳細情報は、www.
enterprisemanagement.com またはblogs.enterprisemanagement.com をご参照ください。または、Twitter、Facebook、LinkedIn
でEMAをフォローしてください。

本レポートを全体的または部分的に複写または複製すること、あるいは取得システムに保存または配布すること
は、Enterprise Management Associates, Inc.の書面による事前の許可がない限り許可されません。本レポート内の見解
や予測は当時の判断によるもので、通知なしで変更されることがあります。本レポートに記載されている製品名
は、各社の商標および登録商標です。「EMA」および「Enterprise Management Associates」は、Enterprise Management 
Associates, Inc.の商標です。
©2017 Enterprise Management Associates, Inc. All Rights Reserved.（不許複製・禁無断転載） EMA™、ENTERPRISE 
MANAGEMENT ASSOCIATES®、メビウス シンボルはEnterprise Management Associates, Inc.の登録商標またはコモンロー
商標です。
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