ビジネス チャンスを照らし
出す

お客様のデータの潜在能力を最大限に
引き出す
データはあらゆるところに存在し、大きな可能性を秘め
ている。しかし、ビジネス バリューを創出するために活用
されているのはそのごく一部にすぎない。デル・テクノロ
ジーズは、お客様のデータを検出、選別、および有効
活用し、将来に向けた最適な道筋を見つけ出すための
支援を提供することができる。

データ スペクトル

太陽が輝いているとき、私たちは多様な色彩で世界を見ている。
しかし、太陽から放射されているのは可視光だけではない。「隠
れた」電磁波も放出されており、これは世界を変えるほどのエネル
ギーを持っている。マイクロ波は食べ物を温める。X線は骨や臓器
を写し出す。電波は音を伝える。紫外線は飲料水の中の細菌を
死滅させる。
組織は太陽からのエネルギーを浴びるかのようにデータを受け
取っているが、意思決定に活用されているのは、そのデータのごく
一部にすぎない。ほとんどの組織は従来型データベースで構造化
データを使用して、売上やインベントリーの追跡、サプライ チェー
ンの管理、顧客や製品、財務などに関する情報の保持を行ってい
る。しかし、多くがそこで止まってしまう。
その間にもデータ量は飛躍的に増加し、有用なデータの範囲も
拡大している。構造化データに加え、店舗や工場、銀行、病院、
幹線道路など、さまざまな場所にあるエッジ デバイスから、非構
造化データや半構造化データ（ビデオ、通信など）を取得してい
る企業も多い。残念ながら、このようなデータの多くは誰の目にも
触れず、使用されないままだ。
目に見えて使用できるデータの範囲を広げることで、秘められた
潜在能力を引き出し、データをより有効活用し、より多くの成果に
つなげることが可能になる。

太陽から放射されて
いるのは可視光だけ
ではない。
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可能性を現実に

データ範囲の広がりとともに、私たちは記念すべきデータ時代の
到来を迎え、データを使用してトレーニングされたインテリジェント
なマシンによって多くの意思決定が行われるようになる。これらの
意思決定の質は、入ってくるデータの質と等しくなる。
データの重要性が増しており、データ管理を改善する必要がある
という認識は、多くの組織が持っている。ESGが実施した最近の
調査によると、顧客の58%がビジネス上の意思決定のすべてま
たは大半の検証にデータを使用しているが、80%はデータとデー
タ分析機能を完全に信頼していないと答えている。また、組織の
89%がビジネスおよびIT部門における上位10の優先事項の一つ
としてデータ管理と分析を挙げていたことも明らかになっており、
「意思決定と信頼は密接に関連している」と述べられている。1

データ範囲の広がりとともに、
私たちは記念すべきデータ時
代の到来を迎え、インテリジェ
ントなマシンによって多くの意
思決定が行われるようにな
る。これらの意思決定の質
は、入ってくるデータの質と等
しくなる。

1

デル・テクノロジーズは、2020年代が「データの10年間」となり、完
全にデータ主導で分析に基づいて行動するようになると考えてい
る。この新たな時代は輝かしい可能性に溢れている。ただし、その
可能性を見出すことができる者にとっての話だ。 豊富なデータを
有効に使用している組織は、カスタマー エクスペリエンスを向上さ
せ、上顧客を惹きつけ、維持することができる。例えば、金融サー
ビス機関は詐欺行為をリアルタイムで特定し、対抗できる。製品
開発チームは顧客の求めているものをより迅速かつ正確に提供
できる。医療機関はオーダーメード医療によって患者の転帰を改
善できる。サプライ チェーンを合理化し、余分なコストや摩擦を排
除することは、さまざまな組織で可能だ。アプリケーションはほぼ
際限がない。
今後10年間の競争上の優位性は、適切 なデータをどれほど活
用するか、またどれほど迅速かつ正確にデータを使用してビジネス
チャンスを可視化するかにかかっている。データを検出、選別、有
効活用するための適切なツールおよびプロセスを使用して、デー
タの10年間をうまく乗り切ることで、カスタマー エクスペリエンス、
製品、ビジネス モデル、業界、そして世界を新たに捉えなおすこと
が可能になる。
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カスタマー エクスペリエンスにまつわ
る2つの物語

ビジネス チャンスの可視化が具体的にどのようなことを指すのかを
示すため、ある典型的な問題が発生した場合の2つの異なるカス
タマー エクスペリエンスを見てみよう。あなたがある航空会社のカ
スタマー サービス担当者だと仮定する。乗客はゲートで乗り継ぎ
便を待っている。搭乗のわずか数分前に、欠航のアナウンスが流
れた。うんざりした旅行者らは、最寄りのカスタマー サービス デス
クに殺到する。
この行列を避けようと1人の乗客が電話を手にカスタマー サービ
スの電話番号を調べて電話をかけるが、いくつもの部署をたらし
回しにされ、さらに担当部署につながっても長い順番待ちが必要
になる。担当者につながる頃には、不満でいっぱいになっている。
最も好条件な便は売り切れ、バウチャーの配布はすべて終了し
た。この乗客には都合の悪い時刻の便しか残っていない。新たな
便を待っている間の追加の宿泊、食事、移動のため、予定外の
出費が生じる。さらに、混乱の中で、この乗客の荷物を紛失して
しまった。カスタマー サービスでは手荷物システムを管理していな
いため、その荷物がどこにあるか、または持ち主の手元にいつ戻る
かは、担当者には分からない。
この乗客はその夜、ホテルの部屋で、この日の出来事をソーシャ
ル メディアで世界に向けて発信する。翌日、自動システムから、フ
ライトについてのアンケートへの回答を求める呑気な定番メッセー
ジが送信される。この乗客は、前日の出来事などまるで意に介さ
ないような航空会社の態度に苛立ち、アンケートを無視し、こん
な会社は二度と利用しないと決心する。
残念ながら、これは珍しいことではない。また、航空業界に限っ
た話でもない。自動車メーカーは、安全のためリコールに対処す
る必要がある。銀行では、処理の遅れや不正取引が発生する。
メーカーには、生産の遅延や品質管理のギャップがある。あらゆ
る業界で、顧客の気分を害し、ビジネスの流れを混乱させる恐れ
のある多くの摩擦が課題となっている。幸いにも、改善策は存在
する。
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欠航になる直前まで時間を巻き戻してみよう。今回は、組み込み
のインテリジェント チャットボットを搭載したアプリケーションを乗客
に提供している。このボットは航空オペレーションとつながっている
ため、欠航が決まった瞬間にお客様にアラートを送信し、再予約
の選択肢をすぐに提供できる。その後、ボットはホスピタリティ コン
シェルジュ システムにアクセスし、ホテルと食事の電子バウチャーを
乗客に提供する。
紛失した荷物はどうなるだろう。このボットはサードパーティーの
空港手荷物システムに接続されており、いつどこで荷物を受け取
れるかをこの乗客に伝えることができる。また、この乗客に関連す
るソーシャル メディア アクティビティについてのセンチメント分析も
実行する。そして不愉快な体験の埋め合わせとして、適切なサー
ビスまたはインセンティブを提案する。これらのアクションによって、
この乗客は自分が大切に扱われていると感じ、ロイヤルティが高
まる。アンケートは不要だ。さらに、このプロセスでは乗客とカスタ
マー サービス エージェントがやり取りする必要がなく、スタッフは時
間を節約し、より価値の高い活動に取り組むことができる。
さらに時間を遡り、もっと前の段階で、追加データを使用して円滑
なカスタマー エクスペリエンスを創出することも可能だ。航空オペ
レーション チームが、パーツ故障を予測する人工知能（AI）のト
レーニングにデータを活用し、このAIを搭載したメンテナンス アプリ
ケーションを実行していれば、状況はまったく違っていたであろう。
このアプリケーションによって潜在的な問題が検出され、予防メン
テナンスのためのパーツとスタッフが適切なメンテナンス場所に自
動的に手配されていたはずだ。結果として、欠航は発生せず、こ
の乗客は予定どおりに目的地に到着したであろう。

そこでデル・テクノロジーズは、お客様がデータを検出、選別、およ
び有効活用し、将来に向けた最適な道筋を見つけ出すための支
援を行っている。当社は、お客様のデータ資産全体にわたり、適切
なソースからの信頼できるデータを特定して同期する助けとなる。
モダン インフラストラクチャの導入を支援して、適切なセキュリティ
およびガバナンスを備えたハイブリッド クラウドを実現し、組織全
体にわたって妨げられることなくデータが流れるようにする。さらに、
そのデータからインテリジェンスを引き出し、インサイトを生成して、
プロセスおよびサービスを自動化するための支援も可能である。
幅広いデータを管理し、活用することで、社内オペレーションを改
善するとともに、サプライヤーと顧客の満足度を高め、データの潜
在能力を最大限に引き出すことができる。

さらなるデータ利用方法

小売業：新店舗に最適な場所を探す。発生頻度
の低い事象の影響を予測し、これらの事象によって
生じる変更を考慮して、在庫対応を自動化する。

今日の顧客は、すべてが約束どおりに進むことを期待している。ど
の業界においても、オペレーションにインテリジェンスを導入する機
会は豊富にある。このインテリジェンスを通じてより優れたカスタ
マー エクスペリエンスを提供することで、ビジネスを差別化し、得意
客をつかむことができる。しかし、ほとんどの組織はこれが可能な状
態にはほど遠く、実現への道には不確実性が影を落としている。
医療：人口データを活用し、より迅速かつ正確な
診断を可能にする。一貫性のある永続的な患者記
録を作成することで、診断を迅速化し、治療の継続
性を維持する。治験を自動化および迅速化する。

製造：予測型メンテナンスを行い、先を見越して自
動的に修理する。サプライ チェーンを最適化する。
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発見

データ資産全体にわたってデータを見つけ
出し、絞り込む
データ主導の未来に向けた第一歩は、データ資産全体にわたって
データを見つけ出し、絞り込むことだ。残念ながら、多くの組織は
この一歩目で躓いている。最新のデータ戦略は、構造化データを
キャプチャーし、データベースおよびデータ レイクに集約してバッチ
処理し、ビジネス継続性およびコンプライアンス要件を満たすよう
保存する世界に向けて最適化されている。しかし、この整然とした
アプローチは、データの新たな現実を反映してはいない。
データは急激に増加しており、ますます分散化が進んでいる。デー
タ資産が拡大するにつれて、オンプレミス、オフプレミス、およびエッ
ジ環境にわたるハイブリッド クラウドから溢れんばかりに注ぎ込ま
れ、複数のシステムに取り込まれたり、まったくキャプチャーされな
かったりするデータを見つけ出すのに、多くの組織が苦労している。
さらに、チャットボットやボイス アシスタントを介したやり取りなど、
行や列にうまく適合しないデータは、そのようなデータを探してい
るユーザーがいないため、キャプチャーされても活用されることがな
い。データが見つかった後、ユーザーが安心してそのデータを意思
決定フレームワークで使用し、広範囲にわたって影響するアクショ
ンを自動化するには、まずそのデータが信頼できて透明性が確保
されている必要がある。
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例えば、高度なスキルを持つデータ アーキテクト、エンジニア、
データ サイエンティスト、翻訳者のチームは、ビジネス ユーザーが
価値を引き出すために役立つデータ パイプラインと分析モデルを
構築する必要がある。これらのスペシャリストは需要が大きく、給
与も高い。しかし、これらのスペシャリストの持つ時間の最大70%
が、データを調達しようとしたときに直面する課題に費されている
と推定されている。
このような課題として、どのようなデータが利用可能か分からな
い、データにアクセスするための明確なプロセスがない、といった
データの透明性に関するものが挙げられる。また、データの出所、
変更や破損の有無が不明など、信頼性の問題もある。データ
セットに不整合や重複があれば、チームがAIモデルの構築を始め
る前に、データを使用できる状態にするために余分な時間をかけ
る必要があることになる。
このような環境では、真のデータ主導のイノベーションにコストと
時間がかかり、困難になる恐れがある。データサイエンスは今もな
お、多額の予算を投じて会社を変える大掛かりなプロジェクトの
ための高度な活動として見られがちだ。このような見方が、データ
主導の企業を加速させる複数のプロジェクトにおいて迅速な反
復と段階的な改善が進む可能性を著しく狭めている。
データにアクセスして使用できるようにすることは、インサイト主導
のイノベーションに向けた第一歩だ。デル・テクノロジーズはこのよ
うな理由から、お客様のデータ資産全体にわたってデータ ソース
を識別し、分類するのに役立つさまざまな機能と専門技術を提供
する。次に、いくつかの例を挙げる。
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データの検出と統合

Dell EMC DataIQを使用すると、異種混在ストレージ システムと
クラウドの間で、非構造化ファイルおよびオブジェクト データの識
別、分類、および移動を行うことができる。DataIQは、Dell EMC
PowerScale、Dell EMC ECS、サードパーティー製およびクラウ
ド ストレージの迅速な検索機能と統合されたファイル システム
ビューを提供することで、すべての非構造化データを一元的に可
視化し、サイロに閉じ込められているデータを効果的に解放して、
必要に応じてデータを移動するセルフサービス機能を実現する。
構造化データ タイプについては、Boomi Data Catalog and
Preparationによって運用データが統合され、組織全体にわたって
広くデータを準備できる。自動化とAIを活用したセルフサービス型
のデータ検出ツールによって、最善の意思決定をより迅速に行え
るようになる。ガバナンス機能により、セキュリティ、コンプライアン
ス、運用効率が向上し、あらゆるユーザーがより働きやすくなり、
生産性を向上できる。

データのサイロ化の解消

Boomi Integrateにより、さまざまなデータ ソースやデバイスを使
用してオンプレミスおよびクラウド アプリケーションを連携させ、接
続ファブリックを構築して生産性を向上させることができる。ドラッ
グ＆ドロップで操作できるユーザー インターフェイス、データ マッピ
ング ツール、および包括的なコネクター ライブラリーに加えて、さ
まざまな統合パターンをサポートすることで、非常に迅速にあらゆ
る統合を構築することが可能だ。運用インテリジェンス、再利用可
能なビジネス ロジック、およびデータ フローの提案を通じて、統合
プロセスとエラー解決がシンプルになる。テンプレート、プロセス ラ
イブラリー、およびカスタム スクリプトを使用することで、生産性
とコントロールをバランスよく調整し、コネクテッド ビジネスのユース
ケースを成功させる。

データ資産が拡大するにつ
れて、オンプレミス、オフプレミ
ス、およびエッジ環境にわたる
ハイブリッド クラウドから溢れ
んばかりに注ぎ込まれ、サイ
ロ化した複数のシステムに取
り込まれるデータを見つけ出
すのに、多くの組織が苦労し
ている。
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選別

あらゆる場所でデータを保存、保護、準
備、および管理
企業全体で関連データを見つけ出して絞り込んだ後、オンプレミ
ス、オフプレミス、およびエッジ環境にわたるハイブリッド クラウド
全体のどこにあっても、データを保存、保護、準備、および管理す
る必要がある。
これを効果的かつ効率的に実行することは、モダン データ セン
ター アーキテクチャにアップグレードしていない組織にとっては特に
困難だ。多くの場合、レガシー インフラストラクチャは異種混在で
柔軟性に欠けているため、データ セットやユーザーの需要の増大
に合わせて効率的に拡張することは難しい。
IT組織はシステムを常時稼働させるために貴重な時間を費やして
いるが、データ サイエンティストやアナリストは、大規模なプロジェ
クトであっても、イノベーションのためのリソースがIT部門から提供
されるまで数か月待たされることがある。ばらばらの異種混在イン
フラストラクチャで複数のサイロが発生することも、データ保護、ガ
バナンス、主権、およびコンプライアンスを複雑にしている。

対照的に、モダンで柔軟性のあるIT基盤があれば、適切なデータ
を適切な場所に適切なタイミングで配置し、適切な人材に提供
することができる。このIT基盤には次の特長がある。
• 絶えず進化し、機能、テクノロジー、ビジネス ニーズ、データ イ
ンタラクションの変化に容易に対応できる
• 共有データ プラットフォームを生み出し、複数のユーザーやアプ
リケーションがアクセスできる、信頼性の高い単一の情報源を
提供する
• 迅速なアドホック レポート、高度なデータ分析、およびデータ
主導アプリケーションの実行が可能である
• 最高クラスのツールおよびソフトウェアを活用し、複数のユー
ザーやアプリケーションが1秒未満のレスポンス タイムでデータを
利用できるようにする
セルフサービス リソースをユーザーに提供できる自動化された統合
環境を構築することで、IT部門はイノベーションのパートナー、成
功の媒介となる。
デル・テクノロジーズは、ライフサイクル全体を通してデータを保
存、保護、準備、および管理するために必要なフレキシブル コン
サンプション モデル、インフラストラクチャ、およびソフトウェアを提
供する。データ資産全体にわたるクラウドライクな運用モデルが実
現されることで、ユーザーは適切なデータをより迅速に活用できる
ようになる。

オンプレミス、オフプレミス、およびエッジ環境にわたるハイブ
リッド クラウド全体のどこにあっても、データを保存、保護、準
備、および管理する必要がある。

ビジネス チャンスを照らし出す
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消費モデルの選択

革新的な消費モデルにより、時間とリソースを解放して新たなビジ
ネス チャンスをつかむことができる。デル・テクノロジーズは、テクノ
ロジーの消費および管理方法に関してより多くの選択肢を提供
し、柔軟性および予測可能性を向上させるよう設計された、消費
ベースおよびas-a-Serviceソリューションのラインアップを拡大し
て、コストの削減、俊敏性の向上、および予期しないダウンタイム
の削減を支援している。

必要に応じて拡張

Dell Technologies Cloud with VMware®により、環境を拡張で
きる。パブリック クラウド、プライベート クラウド、およびハイブリッ
ド クラウド全体にわたって運用がシンプルになり、お客様のニーズ
に合わせて柔軟性、コントロール、および一貫性を向上させること
が可能である。
アプリケーションやデータ フローが複雑化するにつれて、パフォーマ
ンス、スループット、管理のシンプルさを兼ね備えていることが重
要になる。
• Dell EMC PowerEdgeサーバーは、オンプレミス、オフプレミス、
およびエッジにまたがるクラウド運用モデルを通じて、多様な
ワークロードに対して最大限のパフォーマンスを発揮する。
• Dell EMC PowerSwitchは、これらの複雑なデータ フローのボ
リューム、スピード、および距離のニーズに対応したファブリック
である。
• Dell EMC PowerMaxおよびPowerStoreは、ストレージの拡
張性、インテリジェンス、およびクラウド統合を実現することで、
データの価値を引き出すとともに、複数のクラウドにわたって重
要なワークロードを高速化する。

• Dell EMC PowerScaleは、規模を問わずさまざまなファイルお
よびオブジェクト ストレージ ワークロードを効率的に統合する
柔軟なストレージで、非構造化データの増加を管理するのに
役立つ。
• Dell EMC Streaming Data Platformは、ソースやタイプに関
係なく、すべてのデータを1つのエンジンに取り込み、統合スト
リームに変換して、実装、管理、セキュリティ、拡張性、およびア
プリケーション開発を容易に行えるようにする。
• Dell EMC VxRailハイパーコンバージド インフラストラクチャは、
ハイブリッド クラウド対応のスケールアウト型ソフトウェアデファ
インド インフラストラクチャであり、複雑なワークロードを簡単か
つ俊敏に実行し、必要に応じて拡張可能で、運用効率を高め
ることができる。
• Dell Technologies Cloud Storage for Multi-cloudは、エンター
プライズクラスのデータ セキュリティ、パフォーマンス、容量、レプ
リケーション、および可用性のメリットを、お客様が選択したパブ
リック クラウドで実現する。また、データの耐障害性および制御
要件に基づいて、環境を切り替えることも可能である。

あらゆる場所でデータを保護および管理

Dell EMC PowerProtect Data Managerは、進化する物理環
境、仮想環境、およびクラウド環境全体にわたって、ソフトウェア
デファインド型のデータ保護およびガバナンス機能を提供する。よ
り迅速なITトランスフォーメーションが可能になるとともに、データ
の価値を容易に保護し、迅速に引き出すことができる。
Boomi Integrateは、クラウド プラットフォーム、Software-as-aService（SaaS）アプリケーション、およびオンプレミス システム
間でのアプリケーション統合プロセスを容易にする。パワフルな統
合およびデータ管理機能にチームがオンラインでアクセスできるよ
うになる。

デル・テクノロジーズは、IT
部門が媒介となり、ビジネ
ス バリューを向上させ続
ける好循環のイノベーショ
ンに時間とリソースを集中
できるようにする。

ビジネス チャンスを照らし出す
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有効化

データ主導のインサイトを活用してより優
れた成果を実現
セキュアで統合された、管理しやすいデータ資産全体にわたって
データを簡単に検出して準備できるようになれば、データを有効
活用してインサイトを引き出し、リアルタイムの自動応答を実現で
きる。マーケティング、財務、運用、営業、サプライ チェーン、サー
ビス、人事などのあらゆるプロセスにおいて、より優れた意思決定
を日々促進することが、トランスフォーメーションにつながる。しか
し、各プロセスに特有の課題がある。
例えば、マーケティング チームは、分析やAIを使用したカスタマー
エンゲージメントの最適化によって、市場におけるリーチの最大
化、ターゲット設定の改善、タッチ ポイントのパーソナライズなどを
望んでいるかもしれない。この目標を達成するには、相互に関連
する一連のアルゴリズムを構築し、プロセスおよびアプリケーション
においてそれらを活用する必要がある。このタイプのトランスフォー
メーションを組織全体に拡大すれば、最先端のデータ主導チーム
やITチームに負担がかかる恐れがある。

ビジネス チャンスを照らし出す

企業全体でデータ主導型のビジネス チャンスをつかむには、デー
タ サイエンティストやデータ分析チームが、基盤となるITインフラス
トラクチャについて心配することなく、新たなユース ケースを自由に
検討し、既存のユース ケースを拡張できる必要がある。これらの
専門家チームのために、「後はデータを追加するだけ」というところ
まで準備することで、組織全体でより迅速かつ効率的にビジネス
チャンスを可視化するための知識共有およびモデル再利用の基
盤を築くことができる。
残念なことに、多くの組織では、このようなタイプのソリューション
を設計、導入、および管理するための社内スキルやリソースが不
足している。デル・テクノロジーズは、ワークステーションからスー
パーコンピューターまで、あらゆる規模でモダン ソフトウェアおよび
分析ソリューションによってデジタル トランスフォーメーションを加
速させ、チームが測定可能な価値の創出に専念できる環境を作
り出す。

AIおよびデータ分析の導入を合理化
AI、データ分析、およびハイ パフォーマンス コンピューティング
（HPC）向けに設計、テスト、および検証されたソリューショ
ンは、時間と労力の節約を可能にする。 Dell EMC Ready
Solutions for AI、Data Analytics、およびHPCは、パワフルで拡
張性に優れたコンピューティング、ネットワーキング、およびストレー
ジを組み合わせて、お客様が複雑な環境をシンプルにし、より多
くのビジネス チャンスに対応し、規模を問わず成功を収めることが
できるように支援する。これらのソリューションは、プライベート クラ
ウド、パブリック クラウド、およびエッジの全体にわたってイノベー
ションを加速させる。デル・テクノロジーズの革新的なテクノロジー
パートナーが考案、設計、および開発したこれらのソリューション
が、迅速な導入、俊敏性、および卓越した価値を実現する。

10

AIおよび分析のためのクラウド ネイティブ アプリケー
ション開発の迅速化

あらゆるクラウドでモダン アプリケーションを構築、実行、および
管理するための製品およびサービス ファミリーとして、価値を継続
的に提供するVMware Tanzuにより、社内のアプリケーション開
発リソースを増強できる。このポートフォリオはハイブリッド クラウ
ドの運用をシンプルにするとともに、開発者が適切なリソースに簡
単にアクセスしてより迅速に移動できるようにする。また、アジャイ
ルな機能およびプロセスについて手助けが必要な場合、VMware
Pivotal Labsチームが支援を提供する。このチームが、ソフトウェ
アの迅速な提供、レガシー アプリケーションのモダナイズ、運用コ
ストの削減とリスクの低減を支援する。

適切な規模、適切な場所で、I/Oおよびコンピュー
ティング負荷の高いワークロードを実行

ビジネス チャンスを
照らし出す

デル・テクノロジーズのポートフォリオは、AI、分析、およびHPC
ワークロードのため、概念実証から本番稼働まで大規模に、デー
タを有効活用するために必要なパフォーマンスおよび容量を実現
している。Dell Precisionワークステーションに搭載されているAI
テクノロジーは、あらゆる組織のニーズに対応できる先進テクノロ
ジーを採用した構成で、データ主導のイノベーションを加速させ
る。データ集約型ワークロード向けに最適化されたサーバーを必要
とする大規模プロジェクトでは、Dell EMC PowerEdgeサーバーの
優れた拡張性を備えたアーキテクチャにより、幅広いアプリケーショ
ンで最大限のコンピューティング パフォーマンスを実現する。エッジ
でデータを活用する場合は、デル・テクノロジーズのエッジ ソリュー
ションを使用して、非常に遠く離れた過酷な環境でも、データ作成
時点でより迅速かつ正確な意思決定を行うことができる。

デル・テクノロジーズがビジネス チャン
スを可視化

企業全体でのビジネス チャンスの可視化は、今日から取り組むこ
とのできる達成可能な目標である。

マーケティング、財務、運用、
営業、サプライ チェーン、サー
ビス、人事などのあらゆるプ
ロセスにおいて、より優れた意
思決定を日々可能にするこ
とが、トランスフォーメーション
につながる。

ビジネス チャンスを照らし出す

デル・テクノロジーズはデータ管理に関する長年の経験を活かし、
お客様を支援してきた。35を超えるデータサイエンス チームは、通
常450件以上のAIプロジェクトを進めており、約1,800人のチーム
メンバーがデータからインサイトを引き出すことに完全に専念して
いる。
これらのインサイトは、データの検出から取得、円滑な利用まで、
カスタマー エクスペリエンスの向上に役立つ。例えば、テレメト
リー データを使用してWebサイトのレスポンス タイムをモニタリン
グし、先回りしてプロセスを変更することで、お客様が当社のソ
リューションや新しいテクノロジーおよびユース ケースに関する情
報をすばやく簡単に確認できるようになる。顧客からのフィード
バックと機械学習に基づいて注文処理システムをデジタル化し、
自動化することで、顧客がすぐに製品を購入できるようになる。当
社のSupportAssist機能は、接続されている何百万ものデバイス
からのデータ分析に基づいて、プロアクティブで予測可能なサポー
トを実現する。また、データを社内で利用し、従業員サポート イン
シデントを約3分の1に削減している。
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企業全体でのビジネス チャンスの可視化というビジョンは、抽
象的な概念ではない。これは達成可能な目標であり、今日
から取り組むことができる。
これらは、カスタマー エクスペリエンスと自社の社内プロセスを向
上させるためのデータ活用方法のごく一部にすぎない。当社は専
門技術とソリューションを活かし、お客様がデータの価値を見つけ
出せるよう、データの検出、保存、保護、および分析方法につい
て支援を提供する。

当社のコンサルティング スペシャリストおよびパート
ナーのグローバル ネットワークが、いつでもお客様を
支援：

データからインサイトまでのライフサイクルに総合的なアプローチで
取り組み、お客様が取得、準備、および分析するデータの量、タ
イプ、および品質を大幅に向上させることができる。そして、オンプ
レミス、オフプレミス、およびエッジにわたるハイブリッド クラウド全
体で一貫性のある方法でこれを実行する。

発見: データ資産全体にわたってデータ
を見つけ出し、絞り込む。

リソース

選別：あらゆる場所でデータを保存、
保護、準備、および管理する。

• デル・テクノロジーズのカスタマー ソリューション センターは信頼
できる環境であり、世界レベルのITエキスパートがお客様と協
力してベスト プラクティスを共有し、効果的なビジネス戦略を
深く議論し、企業の成功と競争力の向上を促している。
• デル・テクノロジーズのAI向けソリューションを活用し、恐れず大
胆に行動する。
• デジタルの未来を見据えた機能により、エッジで差をつける。
• Dell Technologiesエデュケーション サービスでは、自分のペー
スで進められるオンライン ラボとインストラクター主導型のワー
クショップを通して、データサイエンスと高度な分析におけるコー
スと認定書を提供している。
• Dell Technologies ProDeployでは、専任のスペシャリストによ
るグローバル チームが新しいテクノロジーの導入を案内する。
• Dell Technologies ProSupportでは、ハードウェアとコラボレー
ション ソフトウェアの包括的なサポートを24時間365日体制で
提供し、最適なシステム パフォーマンスを確保するとともに、ダ
ウンタイムを最小限に抑える。

有効活用：データ主導のインサイトを
活用してより優れた成果を実現する。

詳細については、次のWebサイトをご覧ください。
DellTechnologies.com/Data

お客様の持つ有用なデータの
活用を支援。
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