ソリューション概要

APEX Data Storage Services
インフラストラクチャではなく成果に集中
現代の複雑なビジネスとIT環境を管理する

シンプルさ
• 予測、調達、移行のサイクルを
排除
• ITスタッフが付加価値の高い活動
に集中することができる
• アズ ア サービスの活用状況
全体を単一のコンソールから
一括管理
俊敏性
• 顧客が必要とする量のリソースを
提供
• 容量をシームレスにスケール アップ
およびスケール ダウン
• 実際の使用量と予想使用量を比
較して支出を調整
管理性
• データ ローカライゼーション要件、規
制条件、監査要件に対応
• ハイブリッド クラウドまたはクラウドの
利用戦略を可能にする
• 組織にとってのサービス プロバイダー
となる

「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。」3
– Gartner
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IT組織の多くは、オーバープロビジョニングやアンダープロビジョニング、資本予算の制約といった課題に
直面しています。長期にわたる調達サイクルと複雑な移行に対処する必要もあり、これらすべてが積
み重なることで、ストレージ要件の管理が非常に難しくなってきています。ビジネスや経済環境全体が
予測困難な状況にあるなか、IT部門が俊敏性を向上させることの重要性がこれまで以上に高まって
います。ワークロードの要件の予測がうまくいっていない状態でインフラストラクチャへの先行投資を行
うのはリスクがあります。また、ITスタッフの限られたリソースやスキル セットにも対処しなければならず、
さらにクラウド イニシアチブによって一層複雑になっています。このような理由から、ITリーダーはよりシン
プルなエクスペリエンスを探し求めています。
アズ ア サービスへの移行
アズ ア サービス型モデルは、シンプル化を実現し、コストを削減し、組織の目標に合わせて調整する
手段として、ますます魅力的になっています。選択肢の広さ、柔軟性、ストレージ容量を運用コスト
（OpEx）として会計処理できることが、今後数年でアズ ア サービス採用の大幅な拡大が予測さ
れている理由です。ストレージ アズ ア サービスは、データ ストレージ環境を最適化してニーズの変化
に対応し、ビジネス目標に合致する成果を提供する必要があるすべてのIT組織にとって、検討すべき
ソリューションです。
ソリューション︓APEX Data Storage Services
APEX Data Storage Servicesは、OpExとして会計処理できるように設計されている1、拡張性と
柔軟性に優れたストレージ リソースを提供するアズ ア サービス ポートフォリオです。
このサービスにより、複雑な調達や移行のサイクルをなくし、プランニングとプロビジョニングのコストを最
大86%削減2できます。APEX Consoleという単一のインターフェイスを介して、アズ ア サービス エク
スペリエンスを簡単に管理できます。容量のスケール アップおよびスケール ダウンにより、お客様の要
件とワークロードの要件に動的に対応することができます。使用した分だけ単一レートで支払う仕組
みであり、超過料金は発生しません。さらに、カスタマー サクセス マネージャーがお客様の信頼できる
アドバイザーとして割り当てられ、初日から主担当者として対応します。
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導入
Dellが管理する安全なコロケーション施設にAPEX Data Storage Servicesを導入する3オプション
により、データ センターのプランニング活動を排除し、ハイブリッド クラウド戦略を加速させ、新しい市
場に迅速に参入し、データをアプリケーションの近くに配置することができます。
Dellが管理するコロケーション施設を利用することで、APEX Data Storage Servicesインフラストラ
クチャから任意のクラウドへ、安全なソフトウェアデファインドのインターコネクション（相互接続）が可
能になります。そのため、特定のベンダーに縛られることもデータ転送料金もなく、複数のパブリック クラ
ウド プロバイダーの機能を利用できます。
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シンプルさ︓複雑さを解消して組織により多くの価値を提供
APEX Data Storage Servicesは、インフラストラクチャの購入、導入、維
持管理のプロセスを簡素化します。次の5つの主なサービス パラメーターを
選択するだけです。
• 場所︓お客様のデータ センターまたはDellが管理するコロケーション施設
• データ サービス︓ブロック ストレージまたはファイル ストレージ
• パフォーマンス階層︓IOPS/スループットに基づいて3つのレベルから選択
• 基本容量︓最小基本容量（50TBから使用開始できるオプションもあ
ります）
• 期間︓1年または3年のいずれかを選択
アズ ア サービス エクスペリエンスはすべて、シンプルで直感的に操作できる
Dell Technologies APEX Consoleを使用して管理されます。このコン
ソールでは、サービスの情報収集と注文、ワークロードの導入、お使いの環
境の監視、容量使用率と請求アクティビティの確認を行うことができます。ま
た、組織の管理者が関係者のオンボードを行い、アクセスや個々の権限を
制御することも可能です。注文が完了したら、円滑な引き渡しとシームレス
な導入を確保するために、コンソールを使用してサイト要件を確認すること
ができます。サービス レベルは必要な成果が上げられるよう設計されていま
す。デル・テクノロジーズがすべてのインフラストラクチャを所有して維持管理
するため、日々の管理作業や保守作業にかける時間を減らすことができ、
IT組織はより付加価値の高いアクティビティに集中できるようになります。
俊敏性︓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
APEX Data Storage Servicesを利用することで、予想使用量ではなく、実
際の使用量に合わせて支出を調整できます。すべて単一レートで、容量使
用率が基本容量を上回っても超過料金は発生しません。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45%も削減できます2。

廃棄の際は、利用中止となったすべてのデータ/メモリー搭載デバイスを証明
可能な方法でサニタイズし、すべてのデータを復元不能にするため、データ
セキュリティと規制に対するコンプライアンスを確保できます。返送されたシス
テムは修理を行って再販売されるか、責任を持って再利用されることで電子
廃棄物を排除し、リソースの継続的かつ再生可能な使用を促進します。
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
デル・テクノロジーズの信頼できるエンタープライズ インフラストラクチャによ
り、お客様はデータに対する完全な制御を維持できます。データとアプリケー
ションを物理的に近い位置に置くことで、ワークロードが最適化され、高度
な拡張性とパフォーマンスを確実に得られるようになります。APEX Data
Storage Servicesは99.9999%の可用性を実現できるように設計されて
おり6、ハードウェア アップグレードを無停止で実行でき、計画的ダウンタイム
が不要です。オンプレミスのデータ ストレージは、データ ローカライゼーション
要件、規制条件、監査要件を満たすためにも役立ちます。
お客様は、ワークロードとアプリケーションの運用に対する制御を維持できま
す。一方、オンプレミス インフラストラクチャの管理や保守は、エンタープライ
ズ ストレージのNo.1プロバイダー7であるデル・テクノロジーズが行います。そ
の結果、クラウドのようなエクスペリエンスが実現します。分かりやすく予測可
能な価格設定となっており、データ転送料金やレイテンシーの問題も発生し
ません。
Dell Technologies APEX Data Storage Servicesで、運用効率を最
大限に高め、俊敏性を向上させ、より多くの価値を組織にもたらしましょう。

契約期間中はいつでも基本容量を増やすことができます。また、契約期間
の長さにかかわらず、全期間の料金に対する割引を受けることができます。
これにより、容量のシームレスなスケール アップやスケール ダウン、ワークロー
ド要件の変化への動的な対応が可能になり、最大129%のROIを達成で
きます4。また、サービスの注文または追加からわずか14日でインフラストラク
チャを完全に導入できます5。

APEX Data Storage
Servicesの詳細はこちら

デル・テクノロジーズのエキスパートに
問い合わせる
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