
VxRailは継続的な革新を 
お約束します。

VxRailは可能性
に満ちた未来を
もたらします。 

明るい未来を切り 
開くイノベーション 
がここに。
詳細をご覧 
ください。



2016年に、両社は汎用ワークロードとVDIの分野に参入しま
した。現在、VxRailは発展を続けており、VMwareとの共同
エンジニアリングの成果もあり、新しい可能性が大きな広が

りを見せています。

Dell VxRail + VMware

VMWAREを 
基盤とする設計

VMWAREに 
最適な設計

VMWAREを 
強化する設計

VMware



クラウド コア エッジ

IT環境を変革 
一貫性のある統合型エコシステムを実現します。

VxRail HCIシステム ソフトウェア >

オートメーションが強化され、一貫性のある運用が可能になります。 
統合、最適化、試験、検証が自動化されます。

ワークロードを実行

エコシステム

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/briefs-summaries/dell-emc-vxrail-hci-system-software-infographic.pdf


ランドスケープ

VxRail HCIシステム ソフトウェア

ダイナミック ノード

プライマリー ストレージ

NEW

サテライト ノード

VCF on VxRailリ
モート エッジ

2～3ノードのエッジ 
クラスター

エッジ検証済み 
設計

VxRail

CLOUD SERVICES

APEX Cloud 
Services

コア >

エッジ >クラウド >

ランドスケープ

https://www.dell.com/en-us/blog/reimagine-hci-with-vxrail/
https://www.dell.com/en-us/blog/consolidate-your-edge-with-dell-emc-vxrail/
https://www.dell.com/en-us/blog/changing-the-game-with-hybrid-cloud-and-apex/


コア
1/3のフットプリントでパフォーマンスが50%向上、可能性が大き

く広がります。

データ センターをモダナイズしましょう。 

VxRailと次世代型PowerEdge >

第3世代インテル® Xeon® スケーラブル・
プロセッサー・ファミリーと最新のOptane
テクノロジーを搭載しています。
• 大量のワークロードに対応
• メモリー容量166%増、帯域幅2倍 

VxRailダイナミック ノード >

• 既存のVxRailクラスターの未使用
ストレージを共有 

• コンピューティングとストレージを
別々に拡張してワークロードに対応

• きめ細かなライセンス管理機能パフォーマンスと生産性を改善し、質
の高い市民サービスを実現します。 

アマリロ市 >

激しく変化する世界に対
応できる、限界のない学
習体験を実現します。 
PARKWAY SCHOOLS >

教育サービスへのアクセスを改善
することで、学生が容易にアイデ
アを共有できるようになります。  
TEXAS A&M UNIVERSITY >

コア

https://www.dell.com/en-us/dt/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#tab0=0&tab1=4&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/briefs-summaries/vxrail-next-gen-platform-infographic.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#tab0=0&tab1=4&video-overlay=6266189652001
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-city-of-amarillo-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-city-of-amarillo-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/infrastructure-solutions/customer-stories-case-studies/dell-technologies-parkway-school-district-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/infrastructure-solutions/customer-stories-case-studies/dell-technologies-parkway-school-district-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/customer-stories-case-studies/dell-technologies-customer-story-tamusa-case-study.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/customer-stories-case-studies/dell-technologies-customer-story-tamusa-case-study.pdf


エッジ
運用をシンプルにし、データ センターで使用しているもの
と同じ管理インフラストラクチャでエッジ上のアプリケー

ションを実行できます。

シングル サテライト ノード >  
2～3ノードに拡張可能なクラスター > 
ソリューション別の検証済み設計 >

可能性をさらに 
エッジへと広げる。

ライフサイクル管理の
自動化

ワークロードの統合 コストのかかる 
ハードウェアの排除 

命を救う医薬品をリアル タイム
の対応で貧困地域に届けます。  

MERCY SHIPS >

スマート シティの基盤 
となります。 

CITY OF DORAL FLORIDA >

地域の急病人や負傷者をいち早
く救護します。  

ROCKLAND MOBILECARE >

エッジ

https://www.dell.com/en-us/dt/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#tab0=0&tab1=4&video-overlay=6277715208001
https://www.dell.com/en-us/dt/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#tab0=0&tab1=4&video-overlay=6228679310001
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/edge-computing/manufacturing-edge-solutions.htm#scroll=off&video-overlay=6270669584001
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-mercy-ships.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-mercy-ships.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-mercy-ships.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/customer-stories-case-studies/delltechnologies-customer-story-doral.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/customer-stories-case-studies/delltechnologies-customer-story-doral.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/industry-solutions/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-rockland-mobile-care.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/industry-solutions/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-rockland-mobile-care.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/industry-solutions/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-rockland-mobile-care.pdf


クラウドお好みのマルチクラウド プラットフォームに 
対応できます。

高度に統合され自動化
されたインフラストラクチャ
により、開発者の生産性

を加速 >

コア、エッジ、クラウドにま
たがって複数のコンテナ 
オーケストレーション プラッ
トフォームを運用できる柔

軟性 >

APEX Cloud 
Servicesによるター
ンキー導入 >

先進的なアプリケーションとクラウドを手軽な手段で迅速に 
実現します。

デジタル病理学サービスを 
モダナイズし、質の高い治療を

迅速に施します。  
UMC UTRECHT >

データ  センターを全世界に 
迅速に拡大し、顧客の金融

ニーズに応えます。  
TRINTECH SAAS PROVIDER >

ITを統合してコラボレーション
とイノベーションを促進します。 

SMC >

クラウド

https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/vmware-cloud-foundation-on-vxrail.htm#tab0=0&video-overlay=6191329166001
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/vmware-cloud-foundation-on-vxrail.htm#tab0=0&video-overlay=6191329166001
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/vmware-cloud-foundation-on-vxrail.htm#tab0=0&video-overlay=6191329166001
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/vmware-cloud-foundation-on-vxrail.htm#tab0=0&video-overlay=6191329166001
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/devops-ready-platforms.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/industry-market/empowering-modern-application-development-with-vxrail.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/devops-ready-platforms.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/industry-market/empowering-modern-application-development-with-vxrail.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/devops-ready-platforms.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/industry-market/empowering-modern-application-development-with-vxrail.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/devops-ready-platforms.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/industry-market/empowering-modern-application-development-with-vxrail.pdf
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/cloud/devops-ready-platforms.htm#tab0=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/industry-market/empowering-modern-application-development-with-vxrail.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/h18166-apex-cloud-services-modern-applications-solution-brief.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/h18166-apex-cloud-services-modern-applications-solution-brief.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/apex/briefs-summaries/h18166-apex-cloud-services-modern-applications-solution-brief.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/customer-stories-case-studies/dell-technologies-hybrid-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/customer-stories-case-studies/dell-technologies-hybrid-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/industry-solutions/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-rockland-mobile-care.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/industry-solutions/customer-stories-case-studies/dellemc-customer-profile-rockland-mobile-care.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-smc-corporation-customer-story.pdf


より多くの成果 
をあげるために。

ほぼすべてのワークロードに対応できるシングル
HCIプラットフォーム、それがDell VxRailです。
インフラストラクチャのモダナイズ—運用の合理化—
コア、エッジ、クラウドにまたがって従来型アプリケー
ションと最新アプリケーションの両方をホスト可能。

Dell VxRail
Dell.com/VxRail >

IDC Business Value of VxRail >

インタラクティブ ビデオを見る >製造業の作業効率化、海外請
負業者とのエンゲージメントおよ

びコンプライアンス

小売業の支店オフィスのITコスト
削減、遠隔地のベンダーとのエン
ゲージメントおよびコンプライアンス

地方政府機関を結ぶ ITおよび
サービスの統合、政府機関の間

のセキュリティ

リモート ラーニング、幼
児および小中高校生
からのアクセス確保、高
度な教育コラボレーション

政府機関のテレワー
ク、業務、運用の継続
性確保、トレーニング 
センターの開設

保険代理店の業務効
率化、 ITコスト削減、
データ コンプライアンス、
顧客プライバシーの確保

医療用デスクトップと
ターミナル間のモビリ
ティーおよびデータ コン
プライアンスの実現、運
用コストの削減

より多くの成果をあげるために

http://Dell.com/VxRail
https://www.dell.com/en-us/dt/converged-infrastructure/vxrail/index.htm#tab0=0&tab1=0&pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/industry-market/idc-white-paper-the-business-value-of-dell-emc-vxrail-and-vmware-cloud-foundation-on-dell-emc-vxrail.pdf
https://vxrail.is/interactivelandscape
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