ソリューション概要

エッジで差をつける
Dell Technologies による小売エッジ向けの包括的なソリューション

小売

2 分の 1 超
2022 年までにデータ センターまた
はクラウド以外で作成および処理
される、 企業データの割合 1

754 億 4000 万
2025 年までに世界で IoT 接続さ
れるデバイス数の予測 2

70%
小売業者と消費者向け製品提供
業者の自動化されていないバック
オフィス プロセス 3

今日の小売業者は、 エッジ デバイス、 つまり、 数例あげるだけでも、 店舗や物流セン
ターのセンサー、携帯電話および Wi-Fi 追跡システム、位置情報に基づいてターゲッ
ト広告を表示するモバイル アプリケーション、 ビデオ カメラ、 Radio-Frequency
Identiﬁcation （RFID） チップおよび POS デバイスなどから流入する大量のデータを
処理しています。 こうしたデータ主導型の環境は、 すばらしいビジネス チャンスを生
み出します。 小売業者は、 IoT データからインサイトを獲得することで、 サプライ
チェーンの物流を最適化し、 カスタマー エクスペリエンスを向上させるとともに、 大規
模な効率性を実現できます。
データ レイテンシーと帯域幅のコストを最小限に抑えるため、 小売業者は、 アプリケー
ションとその基盤となるコンピューティング リソースをクラウドとコア データ センターから
エッジに移行しています。 ただし、 このプロセスならではの課題もあります。 従来のデー
タ センターのハードウェア ソリューションは、 スペースが制約される可能性がある店舗
ではなく、 データ センター向けに設計されています。 エッジでのその他の課題としては、
オンサイトのサポート リソース、 新旧のテクノロジー間の非互換性、 最適でない動作条
件、 サイバー攻撃やランサムウェアなどのセキュリティ上の課題があります。
こうした課題を解決するため、 小売業者は、 エッジでのデータ収集と分析を最適化
するように設計されたソリューションを必要としています。 Dell Technologies は、ハー
ドウェアおよびアプリケーションの導入とインフラストラクチャおよびデータの管理で一
貫したアプローチを可能にする、 エッジ向けに最適化されたプラットフォーム ファミ
リーを提供します。 この概要では、 新しい Dell EMC PowerEdge XE2420 をはじめ
とした主要なポートフォリオについて説明します。

Dell EMC PowerEdge サーバーをエッジ ソリューションに導入し、
管理するためのベスト プラクティス
エッジの導入はデータ センターの制御された環境から遠く離れた遠隔地で行
われることが多いため、PowerEdge ソリューションの導入と構成を行う際には、
セキュリティを確保し、 綿密な監視を行うベスト プラクティスを使用することが
重要です。
• セキュリティの点では、 ベスト プラクティスには、 Dell LifeCycle Controller を
起動して、 ファームウェアと BIOS を最新の状態に保ち、 不正な変更を防止す
るためのロックダウン モードを有効にすることも含まれます。
• 管 理 の 点 で は、 iDRAC9 に よ る リ モ ー ト アク セ ス と ア ラ ー ト の 設 定、
OpenManage によるロール ベースのアクセスの設定により、 権限を持つ管理
者に対し、問題や潜在的な脅威を検知し、防止する堅牢なツールを提供します。
これには、 OpenManage Enterprise や OpenManage Mobile を使用して複
数のデバイスでサーバー環境を監視する機能や、 VMware vCenter ® および
Microsoft Systems Center との統合、 さらには主要なハードウェア障害やそ
の他のサーバーの問題を検知する監視ツールも含まれます。
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エッジでの小売業者へのベスト プラクティス
小売業者にとって、 データは主に、 オンライン、 店舗、 サプ
ライ チェーンの 3 つのソースから発生します。 オンライン ス
ペースは、 クラウドとコア データ センターからサービスが提供
され、 エッジとはやり取りしません。 そのため、 店舗とサプラ
イ チェーンは、 エッジ テクノロジーによる最適化にうってつけ
の分野となっています。

店舗
• シームレスなカスタマー エクスペリエンスの構築 ： お客
様の店舗とオンラインでの購買体験を統合する （例え
ば、 お客様がオンラインでアイテムを購入して、 店舗で
受け取ったり返品したりできるようにする） には、 トラン
ザクションの場所に関係なく、 同期されているデータ
ソースとアプリケーションが必要です。
• 例えば、 アプリケーション駆動型の受け取り用ロッ
カー、 従業員用スキャナー、 一元化された在庫デー
タベースなどのエッジ デバイスは、 リアルタイムで
データの通信と更新を行う必要があります。
• センサーを使用した店舗プロセスの改善 ： これには、
フロア上の在庫を記録しているシェルフ センサーや、
在庫やお客様とのやり取りを追跡する RFID パッシブ タ
グ、 列が動く速さをキャプチャーするスーパーマーケッ
トのセンサーやビデオ カメラなどが含まれます。
• 小売業者は、 このセンサーで生成されたデータを使
用して、 パターンを分析し、 この情報を活用して現在
のプロセスを改善できます （トラフィックのピーク時に
レジにスタッフを増員するなど）。
• この分析をさらに一歩進めることで、 提案を行う機械
学習モデルを作成できます。 例えば、 過去の消費パ
ターンに基づいて、 物流センターから店舗に在庫を
移動させるタイミングで小売業者にアラートを送信で
きます。
• ビデオ監視機能を使用したパターンの検出とスタッフ効
率の最適化 ： このビデオ データは、 複数の場所の客
足や、 お客様が店舗の商品とどのように関わっている
かを分析するのに必要なツールを企業に提供します。
従業員の動きとパターンを調査することで、 小売業者
が店舗での効率を最適化できます。
すべてのお客様
• 財務データとビジネス
のトランザクションでデータが生成されます。 購入金額
や、 購入した場所、 何を購入したか、 店舗のクレジッ
ト カードやクーポンを使用したか、 または報酬プログラ
ムに参加したかなど、すべての POS データを使用して、
将来の購入体験をより正確に予測し、 それに対応でき
ます。
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サプライ チェーンでの
• リモートからの監視 ： 企業は、 倉庫内のセンサーや
RFID タグを使用して、 出荷日や、 機器が最大効率で
運用されているかどうかを監視するとともに、 使用可能
な出荷ベイなどの最適化を検出できます。
• オートメーションやロボットの効率の向上 ： RFID などの
コンポーネントを使用して自動デバイスの場所を追跡す
ることで、 企業は、 倉庫内のデバイスの場所を確認し、
それに応じてタスクを割り当てるモデルを作成できます。
• 輸送の最適化 ： 小売業者が GPS データを使用して、
配送トラックのルートを追跡し、 ルートを最適化したり、
アイテムの店舗への配送日時をより正確に予測したり
することができます。
• 生鮮食品の在庫の保護 ： 小売業者は、 冷凍庫と冷却
装置の内部のセンサーを使用して、 温度を調節し、 食
品の腐敗を防ぎます。 小売業者は、 人的介入を伴うモ
デル （例えば、 異常温度のアラートをマネージャーが
受信し、手動で対処するなど） から、機械学習モデルを
活用して異常に対処するための一連のルールをアク
ティブ化するといった自動プロセスへの移行を進めてい
ます。

Dell EMC のポートフォリオには、
コアからクラウド、 エッジまで、
あらゆるニーズに対応する
ソリューションがあります。
iDRAC9 データセンター
iDRAC9 の新しいデータ センター ライセンスには、 テレメ
トリー ストリーミング、リアルタイムの BIOS ライブ スキャン、
SSL 証明書の自動登録と自動更新、 強化された熱管理が
含まれています。
Dell EMC PowerEdge XR2
これまでは、 IT 部門にサーバー購入の決定権があり、 OT
部門はデータ センター外部のすべてを保有していました。
Dell EMC PowerEdge XR2 は、 両方の組織が合意でき
るプラットフォームによって変革をもたらします。 過酷な環
境にも対応できるようにゼロから構築されたこのコンパクト
なソリューションは、 耐温度性と耐衝撃性に優れており、
設置面積も最小限で済みます。

エッジでの小売業者のトップ 5 の考慮事項
これらのベスト プラクティスを実施するため、 小売業者は、 柔軟性、 電源、 ストレージ容量、 メンテナンス性、 耐久性を適切に
組み合わせたコンピューティング ソリューションを必要としています。 次の表は、 インテルを搭載した Dell EMC PowerEdge
XE2420 がそれらのニーズを満たしていることを示しています。
エッジにインフラストラクチャを構築した小売業者の
要件

Dell EMC PowerEdge XE2420 によるそれらの
ニーズへの対応

1. 省スペース ： 小売業者には、 貴重な店舗のフロ
ア面積を使い切ることなく、 既存のスペースに適合
する、 2 ポスト ラック セットアップなどのコンパクト
で効率的なソリューションが必要

高密度で適応性の高いコンピューティング ソリュー
2U の浅い奥行（600 mm）のフォーム ファクターは、
ションにより、 電力および冷却コストを削減し、 コス
狭いスペースと既存の IT アーキテクチャに適合
トのかかる IT の構築を防止

2. 電源 小売業者向けのエッジ ソリューションに
は、 高度な分析機能と機械学習のトレーニングと
推論を処理できるアクセラレーターが必要

最大 4 つのアクセラレーターをサポートし、
ハイ パフォーマンスを実現

イノベーションと最適化に必要なデータのインサイ
トを提供するハイ パフォーマンス ソリューションに
より、 ROI を向上

3. 大きなストレージ容量 ： お客様や倉庫によって
生成された大量のデータには、 大容量ストレージ
が必要

PowerEdge XE2420 は、 最大 92TB のストレー
ジによる構成が可能です。

データ センターの密度を高め、 高いストレージ
ニーズに対応

4. 修理とメンテナンスが容易 ： 小売業者には、 狭
いスペースやエッジ テクノロジー向けに最適化され
ていないインフラストラクチャでも、 メンテナンス担
当者が容易にアクセスして修理できるソリューション
が必要

前面からアクセス可能な I/O と電源

窮屈な環境や狭い環境でも機器に簡単にアクセス

5. 堅牢性 ： 小売業者には、 店舗の裏にあるクロー
ゼット内や空調の限定的な大規模な倉庫内など、
過酷な条件に耐える堅牢なソリューションが必要

幅広い動作温度の許容範囲 （5° ～ 40°C）、
ほこりの多い環境の機器を保護するオプションの
フィルター ベゼル、 Network Equipment Building
System （NEBS） レベル 1 認定

過酷なエッジ環境向けに最適化されたソリュー
ションにより、 修理コストとメンテナンス コストを
削減

小売業者のメリット

さらに、 小売業者は以下が可能なソリューションを必要としています。
• データの迅速な提供 （特に、 監視やビジュアル セキュリティ用のビデオ データなど）
• お客様のニーズの変化に迅速に対応する構成
• 悪意のある人物からのデータの保護
こうしたニーズに応える Dell EMC PowerEdge XE2420 は、 高速ネットワークと高いネットワーク スループット （1 ～ 100 GbE） を
提供する低レイテンシー システムであり、複数の構成のアクセラレーターとストレージをサポートしているほか、iDRAC9 データ センター
ライセンスによるリアルタイムの BIOS ライブ スキャンを採用しています。

エッジでの
アプリケーション
•
•
•
•
•

スマート ストア
監視
ブランチ イン ア ボックス
ビジュアル セキュリティ
資産の追跡

3 | エッジで差をつける
©2020 Dell Inc. またはその関連会社。

エッジ向けに設計されたソリューションにより、 最適
化されたインフラストラクチャのメリットを享受
小売業者は、 エッジで収集されたデータを使用して主要なメト
リックを分析し、 そのインサイトを使用して運用を向上させ、
店舗での体験をカスタマイズして個々のお客様のニーズに対
応するとともに、 サプライ チェーンの物流を最適化できます。
ただし、 そうしたイノベーションを導入するには、 電源、 スピー
ド、 柔軟性、 セキュリティをエッジで実現するように設計された
機器が必要です。
Dell Technologies は、 エッジで運用されている小売業者の運
用の、 コンピューティング、 ネットワーク、 およびストレージの
ニーズに対応するソリューションをすべて網羅したポートフォリ
オを提供しています。 Dell EMC PowerEdge XE2420 サー
バー、iDRAC9 管理ソフトウェアにより、組織は ROI を向上し、
総所有コストを低減し、 貴重なデータを保護できます。 Dell
Technologies は、 エッジからクラウド、 コア データ センターま
で、 企業の繁栄を支援します。
デル ・ テクノロジーズのソリューションによって企業が競争力を
獲得するための詳細については、
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers をご覧ください。

インテルと Dell Technologies
連携してエッジの包括的なソリューションを構築
インテルは、 革新的なソリューションを提供し、 幅広い小
売環境をサポートしています。 こうしたソリューションは、
お客様の行動の理解を促進する AI テクノロジーから、 分
析機能を使用して販売スタッフの効率を向上し、 コストを
削減するとともに、 カスタマー エクスペリエンスを向上させ
るインテル ® レスポンシブ リテール プラットフォームまで
多岐にわたります。 インテルによる小売の変革への注力
の結果、 これまでよりも豊かなカスタマー エクスペリエン
ス、 効率的なサプライ チェーン マネジメント、 高度な小売
分析が実現されています。 さまざまな小売ワークロードを
実行し、 ツールを使用してさらなるインサイトを入手する機
能と、 Dell EMC PowerEdge XE2420 組み合わせること
により、 信頼できるパートナーの最新機能をエッジで活用
できるようお客様をサポートできます。 そのパートナーが、
Dell Technologies とインテルです。
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