
Dell Technologies
とVMware 
ビジネス推進のためのテクノロジー活用



リーダー2社による1つの戦略
デル・テクノロジーズとVMware®はそれぞれの分野のリーダーです。両社にはパートナーシッ
プを通じて協力し、イノベーションを進めてきた長い歴史があります。私たちは緊密に連携し
て、お客様のニーズを満たすソリューションを設計しています。また、当社のテクノロジーを活
用し、可能なかぎりシンプルで直感的、生産的、そして安全なカスタマー エクスペリエンスを
実現するために全力で取り組んでいます。 

成果を重視 

デル・テクノロジーズとVMwareは共通のお客様に独自の価値を提供し、統合されたITプラッ
トフォームおよびソリューションを提供することで、デジタル トランスフォーメーションへの移行を加
速させます。  

マルチクラウドおよびデジタル トランスフォーメーションにおけるVMwareのリーダーシップと、デル・
テクノロジーズの最高クラスの製品ポートフォリオおよびグローバルな規模とを組み合わせること
で、優れたテクノロジー パートナーシップと緊密なゴートゥマーケットおよび共同イノベーション戦
略が生まれます。その結果、両社の強みを活かした戦略的な統合ソリューション セットが実現
されています。これはデル・テクノロジーズとの緊密なパートナーシップと、健全なVMwareエコシ
ステムによって支えられ、お客様に本質的な価値をもたらしています。

ビジネスをKubernetes化 
Dellは、完全に統合されたVMware Tanzu™リ
ファレンス アーキテクチャ、クラスター、プライベート 
クラウドを提供する唯一のベンダーです。

ターンキーWANモダナイゼーション 
SD-WAN向けのオールインワン ソリューションに
より、アプリケーション パフォーマンスを向上させ、

WANコストを最大75%2削減。

VxRailで 
加速。  

新規アプリケーション開発
が年間114%増加1

パートナーとして数十年の
経験を持つ実績のあるイノ
ベーター

お客様の重要課題を解決
する共同解決策の広範な
ポートフォリオ

お客様のニーズに対応する1
つの戦略を中心として連携
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1 デル・テクノロジーズおよびインテル®の委託による、ビジネス バリューに関するIDCテクニカル ペーパー『The Business Value of Dell EMC VxRail and VMware Cloud 
Foundation on Dell EMC VxRail』（2020年12月）。実際の結果は異なる場合があります。 

2 2 75 %のコスト削減は、月額1,800ドルのプライベートMPLSを月額200ドル未満のSD-WANデュアル ブロードバンド構成コストに変換した場合の、VMware社内の
計算に基づきます。実際のコスト削減は、特定の構成とブロードバンド速度によって異なります。



デジタル対応が不可欠
世界中の企業が引き続きデジタル トランスフォーメーションを優先事項と位置付けているこ
とを受け、当社は継続して最重要課題とニーズを評価し、重点的に取り組んでいます。 

IDCの調査によると、全組織の70%が2022年までにデジタル テクノロジーの利用を加速し
ます。この傾向は支出額で裏付けられています。デジタル トランスフォーメーションに対応す
るためのテクノロジー投資は増加し続けており、2020年から2023年までの直接支出は68
億ドルを超えます。3

ITおよびアプリケーションのモダナイゼー
ションとクラウド運用モデルの実現 

ITインフラストラクチャをモダナイズすることで、俊敏性、生産性、競争力を高めることができ
ます。 

ハイブリッドおよびマルチクラウド環境のメリットの最大化、運用効率の向上、ビジネス レジリ
エンスのためのITの強化、テレワークの強化、アプリケーション モダナイゼーションのサポートに
役立ちます。 

重要なのは、コンテナやKubernetes®などのクラウドネイティブ テクノロジーを活用してマイク
ロサービス アプリケーションの開発と引渡しを加速させ、ビジネス クリティカルなアプリケーショ
ンをモダナイズできることです。

の組織が、データ センター、クラウ
ド、エッジにわたる分散型の環境
全体にアプリケーションを導入して

います。4  

80%

の全組織が2022年までにデジタル テクノロジーの
利用を加速します。370%

運用効率の向上

ビジネス レジリエンスのためのITの強化

テレワークの強化

アプリケーション モダナイゼーションの 
サポート
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3 IDC、『IDC Reveals Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% 
of Global GDP Digitalized by 2022, Driving Over $6.8 Trillion of Direct DX 
Investments from 2020 to 2023』（2020年10月）。
4 1,200の組織の調査に基づく、VMwareのクラウドおよびアプリケーションに関する
上半期ベンチマーク（2021年3月）。



統合がデジタルの未来を推進 

私たちは皆様のようなお客様の目標達成を支援することを重視し、インフラストラクチャとアプリ
ケーション デリバリーおよび管理ソリューションを独自に組み合わせて提供することで、ITの拡張
性、効率性、安全性、持続可能性を実現します。 

インフラストラクチャおよびアズ  ア  サービス  ソリューションに加え、両社の共同イノベーショ
ンは、ネットワーク、イントリンシック（内在的）セキュリティ、サイバー  レジリエンス、リカ
バリーへとさらに領域を拡大しています。両社のソリューションは、ワークスペース、アプ
リケーション  モダナイゼーション、マルチクラウド、およびエッジ向けに設計されています。  
共同ソリューションの多くは、大企業、中堅企業、業界固有、その他の環境をサポートしてい
ます。

これらのソリューションを組み合わせて運用することで、テクノロジーのパワーを活用してビジネスを
推進することが容易になります。

「デル・テクノロジーズおよびVMwareとの
パートナーシップにより、Trintechは売上
を300%増やし、このインフラストラクチャ
でサポートされているSaaSの顧客数を3
倍に拡大し、運用効率を350%以上向

上しました」

- Trintech 
テクノロジー担当VP 
Matt Bertram氏 

“「VMware Horizon® VDIをVxRailでサポートされるモバイル ソリューショ
ンにすることで、警察車両のハードウェア更新のための経常コストを80万
ドル節約しました」

— Richard Gagnon氏 
テキサス州アマリロCIO（最高情報責任者）Customer Storyを読む 

共同イノベーションのメリット

• スピードと俊敏性の向上
• コストの削減とパフォーマンスの向上

• 生産性と従業員満足度の向上
• セキュリティ、回復力、運用効率の向上
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https://www.delltechnologies.com/asset/ja-jp/products/servers/customer-stories-case-studies/dell-technologies-trintech-customer-story.pdf
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/converged-infrastructure/hyper-converged-infrastructure.htm#pdf-overlay=//www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/converged-infrastructure/customer-stories-case-studies/dell-technologies-city-of-amarillo-customer-story.pdf


パートナーシップの強み

私たちのパートナーシップは、デル・テクノロジーズおよびVMwareのアプリケーションとインフラスト
ラクチャ ソリューションの独自の組み合わせによってVMwareの革新的なテクノロジーとの緊密
な統合を実現すると同時に、テクノロジーを柔軟に選択して利用できるようにします。 

私たちはデジタル ビジネスへの移行がどのように進んできたかを目にしてきて、皆様のような
組織にとって移行がなぜ重要であるかを理解しています。当社のインフラストラクチャ ソリュー
ションがVMwareソリューション スタック向けに最適化されていることから、デル・テクノロジーズ
とVMwareのパートナーシップには他にはないメリットがあります。デジタル ワークプレースのサ
ポート、俊敏性の向上、アズ ア サービスの提供、クラウドおよびアプリケーション モダナイゼー
ションの強化と合わせてサイバー レジリエンスを実現する両社のコア イニシアティブは、お客
様から「（DellとVMwareは）別格」と評価されています。カスタマー エクスペリエンスはシー
ムレスです。 

私たちの活動は、単なる製品のマーケティングと販売に留まりません。イノベーションと共同
設計したソリューションを通じてデジタル トランスフォーメーションにいち早く取り組み、何時
間にも及ぶテストおよび検証を行って、より優れた成果を挙げられることを確認しています。
すべてはお客様の成功のためです。 

VMware 
Cloud®

VMware Cloud 
Foundation™ 

on VxRail

VMware Carbon 
Blackプラットフォー
ム、VMware NSX®

VMware 
Tanzu on 

VxRail

ユニファイド ワーク
スペースとVMware 
Workspace ONE®

VMware 
SD-

WAN

アプリケーションとクラウドのモダナイゼーション 場所を問わないワークスペースSaaSファースト

柔軟なIT 作業および学習 データを活用したイノベーション 

イントリンシック（内在的）セキュリティを備えたサイバーレジリエンスを実現

デル・テクノロジーズ

VMware

ソリューション
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5 デル・テクノロジーズのPPT、『Key Facts』（2021年3月）。
6 Je�rey Burt、『VMware uni�es its cloud front』(2021年4月5日)。

99% 
のFortune 500企業に
サービスを提供5

8,500万 
のエンタープライズ  
ワークロードが 
VMware上で実行6

31,989 
デル・テクノロジーズ/
VMwareの特許合計
数。Gartner Magic 
Quadrantで11年間、
「リーダー」の評価を 
維持5

持続可能性、ダイバーシティー、 
インクルージョンへの取り組み

https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/offering-overview-documents/solutions/key_facts_about_dell_technologies.pdf
https://www.nextplatform.com/2021/04/05/vmware-unifies-its-cloud-front/


デル・テクノロジーズと 
VMwareの優位性
両社が提供する独自のメリットの1つは、VMwareのソフトウェアとデル・テクノロジーズのソ
リューション ポートフォリオの深い統合です。これによってシームレスなユーザー エクスペリエン
スを実現でき、複雑なアクティビティのシンプル化、生産性およびパフォーマンスの向上、リス
クの低減が可能です。 

柔軟なツール、API、およびプラグインを使用して、導入、運用、および管理をシンプルにし
て合理化します。セルフサービス、自動化、暗号化、クラウドベースのモニタリングによって、
ITの複雑さを軽減し、運用効率を向上させます。

この合理化されたアプローチにより、効率が高まるだけではなく、Kubernetesを使用してモ
ダン アプリケーションの開発および提供をより迅速化し、回復力、柔軟性、および拡張
性を向上させることができます。

セキュリティもまた、製品、ツール、バンドル単体としてではなく、すべてにおける基盤として
提供されています。成功のためのコア戦略です。すべての共同ソリューションにセキュリティが
組み込まれています。VMware Carbon Blackのintrinsic securityにも、デル・テクノロジー
ズのハードウェアおよびデータ保護ソリューションにおけるサイバーレジリエント アーキテクチャ
にもです。  

両社のパートナーシップの強み︓ 

• 最適な組み合わせのソリューションをグローバルに提供
• 何時間にも及ぶ共同テストおよび検証により、時間の節約と投資保護が可能
• 大規模なサプライ チェーンおよび配送でエクスペリエンスを合理化
• 最高クラスのセキュリティとサイバー リカバリー ソリューションから得られる安心

「デル・テクノロジーズのクラウド基
盤にVxRailとVMwareを組み込
み、お客様がクラウドのイノベー
ションの可能性を有効活用できる

ようにしています」

— Dan Houdek氏 
ラックスペース・テクノロジー製品 

マーケティングリーダー 
Read Customer Story
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https://www.delltechnologies.com/asset/ja-jp/solutions/infrastructure-solutions/customer-stories-case-studies/dell-technologies-rackspace-customer-story.pdf


両社の活動は始まったばかりです。
両社にはパートナーシップと共同イノベーションに取り組んできた長年のすばらしい歴史があ
りますが、活動はまだ始まったばかりです。 

今後もお客様のビジネスをさらに変革し、強化するために、その基盤を改良して拡張してい
きます。両社はこれからも将来のイノベーションを形作り、カスタマー エクスペリエンスをシンプ
ルにし、人類の進歩を促進するテクノロジーを開発していきます。お客様がテクノロジーのパ
ワーを活用して現在および将来のニーズに対応できるよう、私たちは前進を続けます。

“「組合員は当協会に革新性を求めています。安全であることも求めています。VMwareおよびデル・テクノロジーズとのパート
ナーシップを通じて、組合員が期待している以上の成果が得ら
れると確信しています」

— Mark Fournier氏 
米国上院連邦信用組合システム アーキテクトCustomer Storyを読む
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https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/customers/ussfcu-solution-case-study-en.pdf
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詳細をご覧ください。
両社のソリューションのパワーを活用してお客様のビジネスを前進させる方法の詳細につい
ては、セールス担当者にお問い合わせいただくか、次のリソースをご覧ください。

• メインWebサイト > 

• ビデオを見る >
• ブログを読む >

• ハンズオン ラボにアクセスする > 

• ソリューションについてのデモを 

実施する >

複数の人が近距離で働いている様子を示した写真は、世界的なパンデミック
の前に撮影されたものです。

http://www.delltechnologies.com/VMware
https://www.delltechnologies.com/resources/ja-jp/asset/brochures/solutions/power-of-dell-isg-and-vmware-video.mp4
https://www.delltechnologies.com/en-us/corporate/newsroom/blogs.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/hands-on-labs/index.htm
https://democenter.dell.com/interactive/
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