
Data Storage Services
インフラストラクチャではなく成果に集中。

詳細はこちら
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過去に類を見ない今日のビジネスおよびITの課題
IT組織が直面している課題やリスクは、ますます管理しづらくなっている

オーバー/アンダー 
プロビジョニング 予測不可能な成長

限られた人材資本予算の制約

クラウドの複雑さテクノロジーの 
更新サイクル

ストレージ要件の予測は、全体的なビジネス環境や経済環境の予測と同じくらい困難であり、 
IT部門はより一層俊敏性を高める必要があります。
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従来のストレージ コンサンプション モデル
オーバープロビジョニングとアンダープロビジョニングのバランスをとることが困難

■ オーバープロビジョニングによって生じる無駄

■ アンダープロビジョニングによって生じるリスク

 新しい機器の導入

実際のストレージ使用量

$

従来のデータ ストレージ インフラストラクチャ購入モデルを見てみると、多くの場合、導入済みの容量を実際の使用量に合わせて調整するのが非常に困難です。リスクを回避するために
オーバープロビジョニングする傾向がありますが、ビジネスの成長や予測不可能な容量要件により、最善の努力を尽くしているにもかかわらず、結局はアンダープロビジョニングによって生じ
るリスクにさらされてしまう可能性があります。ストレージ使用量がこのリスクしきい値に近づいたとき、従来の対応は導入するストレージ容量を増やすというものでした。しかしこの対応で
は、日常的に利用可能な容量が不足したり、無駄が発生したりしてしまいます。
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効率的なストレージ アズ ア サービス モデル
従量課金制により、市場投入の遅れを回避

使用した分のみ請求

■ 削減額

実際のストレージ使用量

$

効率的で整合性のとれたストレージ アズ ア サービス モデルは、使用した容量の分だけ支払う仕組みなので、オーバープロビジョニングによって生じる無駄な支出が発生しません。 
従来のモデルでは無駄になっていた支出をすべて排除し、コストを削減することができます。
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アズ ア サービスの採用を推進する主な要因

セキュリティ インシデントの発生を最小限に抑える 50%

季節性に合わせたストレージの適切なサイジング 42%

ITスタッフの作業時間の短縮 38%

ストレージ機能のモダナイズ 38%

インフラストラクチャ管理のシンプル化 38%

オーバー/アンダープロビジョニングを防止 36%

コスト削減 36%

CapExからOpExモデルに移行 34%

33%

予想外の増加に対応 31%

環境に優しい廃棄の実践が可能

「デル・テクノロジーズが提供するストレージ アズ ア サービス オファリングの以下のメリット
は、お客様の組織にとってどの程度重要ですか︖」（「非常に重要」と答えた割合を表示）

Forresterは、デル・テクノロジーズが提供するストレージ 
アズ ア サービスに関連する具体的なメリットの重要性を
判断するために、デル・テクノロジーズのお客様を対象に
アンケート調査を実施しました。この調査により、お客様が
期待する主なメリットがいくつか示されました。

調査対象︓ストレージを担当するIT導入決定者121人 / 出典︓Dellの委託によるForrester Consultingの調査（2021年4月）
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アズ ア サービスへの移行

1 IDC FutureScape: 『Worldwide Future of Digital 
Infrastructure 2022 Predictions』（2021年10月、
文書番号US47441321）

2025年までに、企業の60%がOpEx予算か
ら基幹業務やITプロジェクトに資金を投入す
るようになるでしょう。これは、ベンダーが、SLAと
KPIによって判断される成果に重点を置いて
サービスを提供する方法と一致しています。1

2024年までに、新たに導入されるストレー
ジ容量の50%以上がアズ ア サービスまた
はサブスクリプション ベースでの注文となり、
2020年の15%未満から大きく伸びること

になるでしょう2
。

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国内外の関連会社の登録商標およびサービス マークであり、ここで
は許可を得て使用されています。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）

Gartner 2 Gartner®、『Market Guide for Consumption-Based 
Pricing for Data Center Infrastructure』（2021年3月）
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融通性のあるリソース
ワークロードや容量ニーズの 

急増を心配する必要がなくなります

Dellがインフラストラクチャを所有
多くの管理作業や保守業務に 

伴う負担を軽減します

お客様が運用
ストレージの所有に伴う悩みを回避しつつ 
エンタープライズ クラスのメリットを享受できます

製品ではなく成果
ワークロードの要件を満たす 

パフォーマンス、容量、可用性を提供します

従量課金、使用量ベース
実際の使用量に合わせて支出を調整でき、 

公共料金のように使用した分だけ支払う仕組みです

OpExとして会計処理できるように設計3

資産を貸借対照表に計上する必要がないため、 
巨額の資本的支出を回避できます

Dellのアズ ア サービスの原則
組織が柔軟にスケールアップとスケールダウンを行い、使用した分だけ支払うことができれば素晴らしいと思いませんか︖ 
水道、電気、携帯電話を利用するのと同じようにITリソースを使用できるとしたらどうでしょう︖
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APEX Data Storage Services
OpExとして会計処理できるように設計され、拡張性と柔軟性に優れた各種ストレージ リソースからなるアズ ア 
サービス ポートフォリオ3

お客様がサービス レベルを選択

データ サービス
  ブロック サービス 

  ファイル サービス

管理
  Dellが管理
   お客様が管理

パフォーマンス階層
  容量の最適化
  バランス型
   パフォーマンスの 
最適化 

期間
  12か月
  36か月

場所
  データセンター
   Dellが管理する 
コロケーション7

基本容量
基本容量(TB)

最小︓50

オプションは50TBから開始

100

複雑さを解消して 
組織により多くの価値を提供

IT部門の時間を最大50%節約4、超
過料金なしで単一レートの透明性を
実現

変化するビジネス ニーズに
動的に対応することによって
予測不能な状況を管理

わずか14日間でタイムトゥバ
リューを実現5、導入時間を最
大86%短縮4

柔軟なストレージ サービスを
提供しながらリスクを低減

無停止アップグレードによって
99.9999%の可用性6を実現す
るように設計されたエンタープライ
ズ クラスのパフォーマンス

インフラストラクチャではなく成果に集中

シンプルさ 管理性俊敏性
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最適化でシンプルを実現
従来のテクノロジー更新プロセスは大きな課題になる場合があり、 
プランニングに最大で丸1年かかることもあります。

従来のインフラストラクチャ ライフサイクル

予算承認とプロセスの予測
ベンダーとテクノロジーの評価
価格とサービス契約の交渉

インフラストラクチャ更新の6～12か月前 製品寿命3～5年間

シンプルさ
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設置、構成、データ移行
古い機器の撤去と廃棄
メンテナンス、アップグレード、容量にかかる散発的なコスト

製品寿命3～5年間 APEX Data Storage Servicesインフラストラクチャ更新の6～12か月前

従来のインフラストラクチャ ライフサイクル

シンプルさ

従来型モデルを使用して購入した場合、導入プロセスが難しくなる場合があり、予想外のコストと運用
停止を伴う業務が発生することもあります。
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APEX Data Storage Servicesを利用すると、こうした従来の課題の多くを合理化できます。さらに、
Dellが管理する相互接続されたコロケーション施設に導入するオプションにより、サイトの準備に関
連するすべての業務と、データセンター管理の負担を排除できます。これにより、ITスタッフはより付加
価値の高い業務に集中することができます。

APEX Data Storage Services

排除︓予測、調達、移行サイクルを排除

実現︓ITスタッフがより付加価値の高い業務に集中できる
体験︓アズ ア サービスの活用状況をすべて1つのコンソールで管理 

最大

86%
プランニングとプロビジョニングの 

コストを削減4

最大

50%
IT部門の時間を節約4

シンプルさ
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APEXの活用状況全体を統合
的かつシームレスに管理でき、複
雑さを軽減することでITサービ
スの俊敏な提供が可能になり
ます。

APEX Consoleでは、組織の管
理者が関係者のオンボーディン
グを行い、アクセスや個々の権限
を制御することができます。

APEX Console

最適化
リソースのパフォーマンス、
使用率、支出を最適化

監視
APEXリソースの正常性と

パフォーマンスを監視

拡張
必要に応じてサービスを
追加し、拡張または拡大

情報収集
インフラストラクチャ サービスのカタログ
から製品の情報を収集

サブスクライブ
シームレスなセルフサービス 
プロセスで注文

導入
ワークロードの導入とリソース
のプロビジョニングを迅速化

シンプルさ

APEX Consoleの詳細はこちら

https://www.dell.com/ja-jp/dt/apex/console.htm


APEX Data Storage Services  |  © Copyright 2022 Dell Inc.   14   

TB

GB

Lorem ipsum

従量課金制
お客様が基本容量、すなわちストレージの最小契約容量を選択します。基本容量を超えて使用した分はすべて
オンデマンド使用量となります。基本容量とオンデマンド使用量のどちらも支払いは単一レートであり、超過料金や
違約金はありません。

場合によってはオンデマンド使用量が増え、基本容
量を大幅に上回ることがあります。このような場合、
契約期間の長さに影響を与えることなく、いつでも基
本容量を増やすことができるため、結果としてレート
を引き下げることができます。期間の終了時に、基本
容量を再び減らすこともできます。 

段階的な増加に対しては追加バッファーを利用で
きるため、利用できる容量が不足することはありませ
ん。使用率が上昇すると、（お客様の許可を得て）
追加容量が導入され、バッファーが増加します。 

容量要件が減少すると、カスタマー サクセス マネー
ジャーとの調整により、使用されていないインフラストラ
クチャが削除されます。

45%4オーバープロビジョニングのコストを排除することで、
ストレージ コストを最大45%削減可能

俊敏性

この画像は、Dellが管理するオプションを示しています。お客様が管理するオプションの場合、基本容量の25%を上限としてオンデマンドで
使用できるバッファーが確保されます。
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データセンター インフラストラクチャに対する従来のアプローチ
ストレージ環境の構築は、非常に複雑になる
可能性があります。多くのお客様はストレージ
要件対応に何とか対処していますが、常に稼
働させ続けるためだけに過度の仕事をこなして
いる場合も多くあります。 

データセンター環境の構築と維持管理には大
量の作業が必要です。そのため、プロアクティブ
にビジネスを運営し、お客様の要件を満たすこ
とができなくなる場合もあります。 

さらに、ワークロードをパブリック クラウドに移行
する際に、パフォーマンス、セキュリティ、データ主
権などの分野で妥協することになる可能性もあ
ります。これらすべてが投資、時間、リスクの増大
を引き起こすことがあります。

顧客満足度

インフラストラクチャ管理8

ファイル ストレージ

ブロック ストレージ

世界的なビジネス展開

最高クラスのサービス組織

業界をリードするアーキテクチャ

ストレージ 
スタックの 
構築

リス
ク

時
間

投
資

俊敏性
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APEX Data Storage 
Servicesでは、お客様はこ
うした責任の多くを考慮す
る必要がなく、顧客満足度
に集中することができます。
さらに、投資、時間、リスクを
すべて削減できます。

これにより、顧客とビジネスの
ニーズに対応するための俊
敏性と応答性を高めること
ができます。

時
間

投
資

リス
ク

顧客満足度

Data Storage Services

▶  必要に応じて顧客にリソースを提供
▶  わずか14日間で稼働開始可能5

▶  変化するお客様の要件に動的に
対応し、最大129%のROIを実現4

▶  必要な場所にストレージ リソースを
導入

俊敏性の向上
予測不能な状況を管理し、顧客満足度に集中

俊敏性
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パブリック クラウドには多くのメリットがありますが、多くの組織は「クラ
ウド ファースト」の考え方を急いで採用してきました。これは、多くの場
合、パブリック クラウドに対する熱狂と期待を根拠としています。クラウ
ド ファーストの考え方は、多くの組織にパブリック クラウドの採用を急
がせ、場合によってはパブリック クラウドへの移行を必須条件としてい
ました。しかし、その決定に際して、どのワークロードが適しているか、ある
いは適していないかについて思慮深い検討が行われなかったケースも
あります。

実際には、私たちはハイブリッド クラウドの世界に住んでおり、パブリッ
ク クラウドとオンプレミス インフラストラクチャの両方がハイブリッド クラ
ウド運用モデルで果たすべき重要な役割を持っています。パブリック 
クラウドは一部のワークロードに適している可能性がありますが、特定
の条件下では、パブリック クラウドではなく、オンプレミスや安全なコロ
ケーション施設内のインフラストラクチャを利用することが望ましい、また
は必要な場合があります。

  単一レートの透明性、
高額なエグレス料金なし

  ハイ パフォーマンスと 
99.9999%の可用性を
実現する設計6

  データ ローカライゼーショ
ン、規制、監査の各要件
に対応

パブリック クラウド

  運用のシンプル化

  俊敏性の向上

  イノベーションの促進

プライベート クラウド

管理性データの管理性
ハイブリッド クラウド運用モデルの詳細
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管理性

アズ ア サービス モデルで導入されたDell製ストレージの管理
性やエンタープライズ クラスの機能を備えた、パブリック クラウド
のメリットをお分かりいただけるかと思います。

両方の長所を活かす

  単一レートの透明性、
高額なエグレス料金なし

  ハイ パフォーマンスと 
99.9999%の可用性を
実現する設計6

  データ ローカライゼーショ
ン、規制、監査の各要件
に対応

パブリック クラウドプライベート クラウド

データの管理性
真のハイブリッド クラウド戦略を実現する柔軟なストレージ サービスでリスクを低減

  運用のシンプル化

  俊敏性の向上

  イノベーションの促進
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Dellが管理する相互接続されたコロケーション
一部の地域では、Dellが管理する相互接続されたコロケーション施設
にAPEX Data Storage Servicesを導入するオプションを利用できま
す。このオプションは、データセンター プロバイダー業界における著名な
リーダーであるEquinixとのパートナーシップを通じて提供しています。

Equinixとのパートナーシップにより、次のことが可能になります。
  運用をシンプルにしてデータセンター管理に関連する課題を削減
します。
  ビジネスを成長させ、新しい地域への迅速な進出を可能にします。
  単一ベンダーから1つの請求書を受け取ることができます。
  データの管理性を維持しながら、好みのパブリック クラウドに接続でき
ます。
  Equinix施設ではセキュリティを最優先事項としているため、安心して
利用できます。
  Equinix施設を活用して、オンプレミスまたはパブリック クラウド内の
データのディザスター リカバリーを効率化できます。

Dellが管理するコロケーション導入は、お客様が管理するオプションでは利用できま
せん。Dellが管理するコロケーション導入の各地域における提供状況については、
Dell.com/Access-APEXをご覧ください。

Data Storage Services

DELLが管理する 
コロケーション施設

お客様

オフプレミスの 
プライベート クラウド

リモート 
レプリケーション

究極の柔軟性と選択肢︓アズ ア 
サービス リソースを、最大の価値を
もたらす場所に迅速に導入

管理性

2022年までに、企業の90%がコロケーション サービスの利
用を計画しており、2020年の47%から大きく伸びる見込み9

https://www.dell.com/ja-jp/work/lp/access-apex
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役割と責任

お客様
ワークロードとアプリケーションの 
運用上の管理性を維持
サイトの準備状況*
データ アクセス

データ保護ポリシー

デル・テクノロジーズ
インフラストラクチャの 
所有と維持管理**

初期導入
日々の管理**

アップデートとアップグレード

カスタマー サクセス マネージャー
（CSM）

APEX Data Storage Servicesを安
心してご利用いただけるよう支援す

る、信頼できるアドバイザー

管理性

** Dellが管理するオプションの場合、Dellがインフラストラクチャを管理します。お客様が管理するオプションの場合、お客様がインフラストラクチャ管理タスクの多くを引き受ける一方で、Dellが導入、サポート、廃棄を行います。役割と責任の詳細に
ついては、こちらのページをご覧ください。

*Dellが管理するコロケーション施設を利用する場合は適用されません

https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/apex-data-storage-service/docs%20%20
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カスタマー サクセス マネージャー
APEX Data Storage Servicesの信頼できるアドバイザー兼主な連絡窓口

APEX Data Storage Servicesのコンシェルジュ
CSMは移行が円滑に進むようにオンボーディングとオリエンテーションを監督します。CSMは戦略的な方向性に基づいて
お客様と協力し、ビジネス レビューのスケジュールを設定し、目標と進捗状況について話し合います。 

安心してご利用いただけるよう支援
CSMは、APEXに関連するあらゆる段階に関与し、お客様がデータを最大限に活用できるよう裏方として支えます。 
CSMは常に先手先手でニーズを予測し、継続的な確認を行います。さまざまな活動の調整において、CSMは必要に 
応じて適切なテクニカル エキスパートやサポート エキスパートを招集し、幅広く豊富な専門知識を活用します。 

効率性を継続的に最大化
CSMは、容量と運用状態をプロアクティブに確認し、更新を調整します。また、初日からお客様と連携し、お客様の成功に
向けた計画を策定、推進します。

初日から素晴らしい体験を
お届けします。

管理性

組織全体にわたるインサイトを取得してお客様の目標を深く理解することで、
CSMは常にお客様に情報を提供し、つながりを持ち、望ましい成果を達成する
ために必要なものを持っているという安心感をお客様にもたらします。
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前例のない課題に対応
APEX Data Storage Services

オーバー/アンダー 
プロビジョニングが

発生しない
ニーズに動的に対応

付加価値の高い
業務に集中 

OpExとして会計処理
できるように設計3

クラウド利用を
可能に

テクノロジーの更
新サイクルを排除

Data Storage Services

オーバー/アンダー 
プロビジョニング 予測不可能な成長

限られた人材資本予算の制約

クラウドの複雑さテクノロジーの 
更新サイクル

ビジネスとITの課題 ソリューション

  オーバー/アンダープロビジョニングが発生しない   CapExからOpExに転換3

  テクノロジー更新サイクルに関連する問題を排除   変化に動的に対応
  ITスタッフの時間を解放   クラウド利用への扉を開く
そして、Dellが管理する相互接続されたコロケーション施設を利用するオプションにより、最も多くの価値をもたらす場所にAPEX Data Storage Services
リソースを簡単に導入できます。



Data Storage Services

インフラストラクチャではなく成果に集中。

シンプルさ

管理性

俊敏性

詳細については、Dell.com/APEX-Storageをご覧ください 
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https://www.delltechnologies.com/ja-jp/apex/data-storage-services.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/apex/cloud-services/data-storage-services.htm
https://www.dell.com/ja-jp/dt/apex/cloud-services/data-storage-services.htm
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巻末注
3 OpExとしての会計処理については、お客様の社内の会計レビューとポリシーの影響を受けます。
4  出典︓デル・テクノロジーズの委託によるForresterのNew Technology Projected Total Economic Impact調査（2021年6月）。APEX Data Storage Servicesを使用している4つの組織への聞き取り調査（結果を集約して1つのモデル組織に統合）と、その他のIT導入
決定者121人からのアンケート回答に基づく3年間にわたる推定値です。実際の結果は異なる場合があります。

5  導入時間（TTV）は、注文受諾から稼働開始までの日数です。与信承認、必要な当事者によるAPEX契約条件への同意、サイト審査（これらは発注前に完了する必要があります）、そして注文前計画への参加の影響を受けます。製品の提供状況、海外配送、祝日、
その他の要因によって、導入時間に影響が出る場合があります。お客様が管理するオプションまたはDellが管理するコロケーション導入には適用されません。タイムトゥバリュー目標と各地域での提供状況については、Dell.com/Access-APEXを参照してください。

6 基盤となるプラットフォームの一般的な構成におけるハードウェアの可用性に基づいています。実際のハードウェアの可用性は異なる場合があります。
7 Dellが管理するコロケーション導入は、お客様が管理するオプションでは利用できません。Dellが管理するコロケーション導入の各地域における提供状況については、Dell.com/Access-APEXをご覧ください。
8  Dellが管理するオプションの場合、Dellがインフラストラクチャを管理します。お客様が管理するオプションの場合、お客様がインフラストラクチャ管理タスクの多くを引き受ける一方で、Dellが導入、サポート、廃棄を行います。 
役割と責任の詳細については、こちらのページをご覧ください。

9  IDC、『U.S. Enterprise Communications Survey, 2020: Colocation Services』（文書番号US47066520、2020年12月）。

https://www.dell.com/ja-jp/lp/access-apex
https://www.dell.com/ja-jp/lp/access-apex
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/apex-data-storage-service/docs%20%20
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