信頼できるテクノロジーで、より統合され
たクラウド環境を実現する

クラウド エクスペリエンス
ITリーダーは、その容易さと俊敏性を高く評価し、
今ではあらゆる場所でそれらを期待しています。

迅速な
プロビジョニング

Pay as
you go
オンデマンドで
拡張

マルチクラウドの世界
現在、ほとんどの組織は、パブリックとプライベートの 2 つ以上のクラウドで構成されるマルチクラウド戦
略を追求しています。それは、卓越した成果の達成を支援するプロバイダーが提供する、クラス最高
レベルの機能を利用したいと考えているからです。IT リーダーからは、単一のクラウド プロバイダーや 1
つのアプローチに縛られたくないという意見が聞かれます。彼らが求めているのは、目標を達成するた
めに最適なパスを選択できるという、柔軟性です。

必要な場所でシンプルなクラウド エクスペリエンスを実現
IT リーダーがクラウド エクスペリエンスの容易さと俊敏性を高く評価していることは明らかです。特に彼
らは、サービスの迅速なプロビジョニング、オンデマンドでのリソースの拡張、サブスクリプションのような
長期的な支払い方法を望んでいます。その結果、ほとんどの IT リーダーは、パブリック クラウドだけで
なく、データセンターやエッジ環境など、アプリケーションやデータが存在するあらゆる場所でこれらの機
能を利用できることを期待しています。

マルチクラウド バイ デザインへの移行
私たちが日々話をするお客様たちは、マルチクラウド戦略がうまく稼働していると言います。しかしそ
の多くは、マルチクラウドに移行することにデフォルトで付随する、不要な複雑さに悩まされているこ
とも認めています。そのため、今日の多くの組織が、マルチクラウド バイ デザインをシンプルにするこ
とができる Dell のような戦略的パートナーを探しています。

デジタル トランスフォーメーションへのシンプルな道筋を選ぶ
ここでご紹介するのが Dell APEX です。Dell APEX は、IT の俊敏性と管理性を高めながらデジタ
ル トランスフォーメーションをシンプルにする当社のマルチクラウド ポートフォリオです。Dell APEX を
使用すると、これまで以上に簡単にマルチクラウドの可能性を最大限に引き出すことができるため、
必要な場所でクラウド エクスペリエンスを活用し、イノベーションを推進するクラス最高レベルのテク
ノロジーを利用することができます。
Dell APEX なら、テクノロジーとビジネス要件を確実に一致させることができるため、新たなチャンス
にすばやく対応することができます。Dell APEX により、データの管理性を高めて、自社の条件に
合わせてリスクを最小限に抑えつつパフォーマンスを最大化できます。

企業全体で整合性を高める
マルチクラウド バイ デザインは、より統合されたクラウド エクスペリエンスを提供します。パブリック ク
ラウド環境とオンプレミス環境のクラス最高レベルのイノベーションを組み合わせることで、IT エンター
プライズをモダナイズしてクラウド エクスペリエンスからより多くの成果を得ることができます。その結果、
不要なコストや複雑さが排除され、テクノロジーとビジネス ニーズが一致し、競争優位性を獲得す
るためのイノベーションを優先することができます。
Dell APEX は、お客様が望むパブリック クラウドの俊敏性と、お客様に必要なプライベート クラウド
の管理性の間の分断を解消します。これらすべてが、お客様の業界に適応し、成功するために信
頼できるデル・テクノロジーズの革新的な技術に基づいています。
Dell APEX をどこに導入しても、マルチクラウド、マルチエッジ、マルチデータセンター環境にわたる IT
エンタープライズ全体で一貫した運用を実現できるため、より柔軟で自由な選択が可能になり、よ
り優れた成果を達成できます。
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両方のメリットを結び付ける
マルチクラウド バイ デザインとは、パブリック クラウド環境とオンプレミス環境のテクノロジーを統合す
ることであり、両方のメリットを活用することができます。
まず、パブリック クラウドにおいてよくご存知の信頼できる、業界をリードする Dell のインフラストラクチャ
の基盤となっている革新的なソフトウェアを利用することができます。これにより、すでにオンプレミス
で使用している Dell のツールとテクノロジーに対して行った投資の価値が高まり、プライベート クラ
ウド環境とパブリック クラウド環境の整合性が向上するとともに、IT チームのスキル セットをさらに拡
張することでその効率を最大化することができます。
次に、Dell の広範なポートフォリオ全体で、迅速なプロビジョニングと拡張、フレキシブル コンサンプショ
ンが可能な、よくご存知のシンプルなクラウド エクスペリエンスを活用することができます。また、当社
はパブリック クラウド ソフトウェアとサービスを革新的なインフラストラクチャ製品に統合しているため、
お客様は運用をシンプルにするハイブリッド クラウド ソリューションと、俊敏なアプリケーション開発を
加速する DevOps 対応プラットフォームの両方のメリットを得ることができます。

信頼できるテクノロジーでマルチクラウドを統合
その結果、お客様は、必要としている統合クラウド エクスペリエンスと、運用をシンプルにし、ビジネ
スの俊敏性を向上させ、データの管理性を強化するために必要なクラス最高レベルのテクノロジー
を獲得できます。これがマルチクラウド バイ デザインであり、Dell APEX の方法です。

シンプルさ

あらゆる場所でクラウド エク
スペリエンスを活用
Dell APEX により、デル・テクノロジーズのイノ
ベーション アズ ア サービスを実装できるため、
テクノロジー エクスペリエンスがシンプルになり、
お客様は重要な優先事項に集中できるよう
になります。
Dell APEX は不要な複雑さと、それに付随
する非効率性やコストを排除することで、トラ
ンスフォーメーションの合理化、運用のモダナ
イズ、卓越した成果の達成を可能にします。

より多くの選択肢

整合性の向上

自由度を高める

卓越した成果をより簡単に
達成するために必要なクラ
ス最高レベルのテクノロジー
を選択してください。Dell
APEX は、世界中のあらゆ
る業界のあらゆる規模の組
織が日常的に利用してい
る、革新的で広範なデル・
テクノロジーズのポートフォリ
オを基盤として構築されて
います。

複数の環境にわたり運用を
統合し、トランスフォーメーショ
ンをシンプルにします。Dell
APEX は、ハイブリッド マル
チクラウドを次のレベルに引
き上げ、パブリック クラウド
環境とオンプレミス環境にわ
たって整合性と互換性をも
たらす真の統合クラウド エク
スペリエンスを提供します。

ベンダー ロックインを回避し
ながら、ワークロード移行と
データ接続を簡単に行えま
す。Dell APEX では、プライ
ベート クラウドとパブリック ク
ラウドの間でワークロードを
自由に移動することも、す
べての主要パブリック クラウ
ド プロバイダーに同時接続
する単一のデータ ストアを
構築することもできます。

俊敏性

迅速に対応し、新たなチャ
ンスを捉える
Dell APEX は、トランスフォーメーションを加
速し、進化し続けるダイナミクスに適応するた
めに必要なスピードと俊敏性をもたらします。
Dell APEX により、お客様は日々利用する
デル・テクノロジーズのイノベーションからより柔
軟な方法でより多くの価値を引き出すことが
できるため、お客様は時間、資金、リソースを
さらに解放し、組織の持続的な価値を生み
出すことができます。

適応性の向上

優れた柔軟性

予測可能性の向上

必要に応じて、サービスを迅
速にプロビジョニングし、リソー
スをオンデマンドで拡張でき
ます。Dell APEX を使用す
ると、プロジェクトのタイムライ
ンを短縮し、変化するビジネ
ス要件に迅速に対応できる
ため、必要な成果をより多く、
迅速に達成できます。

パブリック クラウド環境また
はオンプレミス環境でテクノ
ロジー アズ ア サービスを利
用できます。Dell APEX を
利用すると、クラウド エクス
ペリエンスのメリットを、IT エ
ンタープライズ全体で、お客
様がデル・テクノロジーズの
イノベーションの導入を決め
たあらゆる場所に拡張する
ことができます。

透明性の高い価格設定と
月払いにより、財務上の柔
軟性を確保できます。Dell
APEX では、支払いを契約
期間全体に分散でき、何
に対して支払っているのかを
正確に把握できるため、よ
り効果的に資本を温存し、
支出を管理できます。

管理性

自社の条件に合わせてリ
スクを最小限に抑えつつパ
フォーマンスを最大化
Dell APEX を使用すると、データを配置する
場所や、アクセス可能なユーザー、保護方
法まで、データをより詳細に管理することがで
きます。
Dell APEX なら、必要なときにデータからより
大きな価値を引き出すために、必要な場所
にデータを配置することが可能であり、可用
性を最大限に高めて、全体的なガバナンス
を向上させ、増大する懸念からデータを保護
するためのさまざまな方法を提供します。

セキュリティの強化

ガバナンスの強化

より高いパフォーマンス

サイバー攻撃や計画外のダ
ウンタイムから保護します。
Dell APEX を使用すると、
サイバーセキュリティ インシ
デント対応を完全に管理で
きるため、知的財産を保護
し、組織に最適な方法で
データ プライバシーを確保
することができます。

データを既知の場所に確
実に配置するため、遵守
義務の履行に役立ちます。
Dell APEX は、データ プラ
イバシー、データ主権、デー
タ ローカリゼーションの各規
則に違反する問題やそこ
から生じる罰則の回避に
役立ちます。

データを適切な場所に適切
なタイミングで配置すること
で、必要なスピードを実現
します。Dell APEX は、大
規模なデータ セットを簡単
に移動できなくするデータの
重力を払拭し、データ ロー
カリティーを提供するため、
アプリケーションとデータが互
いに近くに存在し、パフォー
マンスを最大限に高めます。
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環境を選び、必要な成果を選ぶ
Dell APEX では、成果がすべてです。必要なテクノロジーを最大限に活用しながら、負担を軽減
できる環境を想像してみてください。もしチームがメンテナンスに費やす時間が減り、イノベーション
にもっと時間をかけることができたら、どんなアイデアを実現できるか考えてみてください。
私たちは、テクノロジーが人類の進歩を促し、Dell APEX はその進歩を加速する手段であると考え
ています。不要な複雑さと、それに付随する非効率性とコストを排除することで、お客様は、テクノ
ロジーがもたらすメリットを少ない負担でより多く得ることができます。
私たちは、お客様が望む成果をお客様が選んだ環境で簡単に達成できる未来に向かっています。
このシンプルなビジョンが私たちの目指すところであり、私たちは順調に進んでいます。

Dell APEX のビジネス バリューを明確に示す
コストの最適化
モダンなコンサンプション エクスペリエンスと透明性の高い価格設定により、IT インフラストラクチャのコストを最適化
できます。
最大

39%

3 年間の運用コストを削減

最大
1

34%

最大

オーバー プロビジョニング容量を
削減 1

39%

同等のワークロードの容量コスト
を削減 1

生産性
インフラストラクチャの管理に要する時間とリソースを削減することで、IT チームの生産性を向上させます。
最大

38%

IT インフラストラクチャ スタッフの
効率性が向上 1

最大

43%

最大

プランニングとパッチ適用の作業
にかかる時間を短縮 1

53%

ハードウェアの使用停止と廃棄
にかかる時間を短縮 1

デジタル レジリエンス
サービス レベル アグリーメントを満たす、ミッション クリティカルなアプリケーションおよびデータのパフォーマンスと可用
性を確保します。
最大

64%

計画外の停止を 1 年あたり最
大 64% 削減 1

最大

46%

平均リカバリー時間を短縮

最大
1

88%

IT のアウテージによるユーザー
/ 年あたりの生産性の低下を
削減 1

ビジネスの加速化
IT サービスの導入とプロビジョニングを迅速化して、新しいビジネス チャンスを獲得し、イノベーションを加速化します。
最大

60%

新しい IT リソースの導入時間を
迅速化 1

最大

64%

新しい IT リソースの導入にかか
るスタッフの時間を短縮 1

最大

33%

ビジネスの拡張に向けた IT の準
備にかかる時間を短縮 1

Dell APEX を使用したマルチクラウドに対する高い期待
業界をリードするデル・テクノロジーズのイノベーションを、かつてないほど容易に活用できるようにな
りました。不要な複雑さを排除するために設計された成果重視のアプローチを採用することで、IT
チームは戦略的な取り組みにより多くの時間と労力を集中させることができます。デル・テクノロジー
ズと当社のパートナー コミュニティーは、グローバルなサービス、規模、サプライ チェーンのリーダーシッ
プに支えられ、世界中で比類のないタイムトゥバリューを実現できます。

Dell APEX を今すぐ
活用
Dell APEX Console から、デル・テク
ノロジーズのマルチクラウドへの道のり
の第一歩を踏み出しましょう。このコ
ンソールで、成果ベースのサービスの
カタログに簡単にアクセスできます。担
当のアカウント チームが、Dell APEX
サービスの特定、設定、導入、監視、
拡張がいかに簡単かをすぐにご説明
いたします。Dell APEX Console の
デモをご覧いただき、詳細については
当社にお問い合わせください。

Dell APEX の
詳細はこちら

デル ・ テクノロジーズのエキス
パートへの
お問い合わせ

他のリソースを
表示

#DellTechAPEX で
会話に参加

Copyright © 2021 Dell Inc. その関連会社。 All rights reserved.（不許複製 ・ 禁無断転載）Dell Technologies、 Dell、 EMC、 Dell EMC、 およびその他の商標は、 Dell Inc. またはその関連会社の商標です。
その他の商標は、 それぞれの所有者の商標です。 Published in the USA 7/20. 本書に掲載されている情報は、 発行日現在で正確な情報であり、 この情報は予告なく変更されることがあります。
1 デル・テクノロジーズとインテルの委託による IDC のホワイト ペーパー 『The Business Value of Dell APEX as a Service Solutions』（2021 年 8 月）に基づきます。 推定値は、Dell APEX アズ ア サービス ソリューショ
ンを利用している 17 の組織を対象にアンケートを実施し、結果を集約して 1 つのモデル組織に統合したものに基づいて推定した値です。 実際の結果は異なる場合があります。 こちらでレポート全文をお読みください。

