
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dell EMC VMAXオール フラッシュの Fおよび

FXソフトウェア パッケージ 
 

 

 
ポイント 

VMAXオール フラッシュ ファミリーには、2

つのオールインワン ソフトウェア（Fまたは

FX）に、世界最高クラスのソフトウェアが

付属しています。 

Fパッケージ 

Fパッケージは、VMAXオール フラッシュ 

システムの標準です。次に示す

HYPERMAX OSと追加ソフトウェアから

構成されます。 

• HYPERMAX OS（次の機能を含む） 

- 必要となるストレージ容量を削減し、

TCOを低減するインライン圧縮 

- ストレージ効率を最適化するシン 

プロビジョニング 

- アプリケーション パフォーマンスを

最適化する QoS（サービス品質） 

- テクノロジーの更新を簡略化する

NDM（無停止移行） 

• VM単位のストレージ制御を可能にす

る VVols（VMware仮想ボリューム）

のサポート 

• シンプルで直感的なシステム管理を

可能にする組み込み管理

（Unisphere） 

• 効率的なスナップショットとデータ保護

を可能にする TimeFinder SnapVX

ローカル レプリケーション 

• 本番環境と本番環境以外のコピー管

理における他に類を見ないオーケスト

レーションを可能にする AppSync 

iCDM Starterバンドル 

2つの包括的なパッケージの世界最高クラスのソフトウェア 

フラッシュの価格が急速に下落し、利用可能なデータ サービスが増加するにつれ、ますま

す多くの企業がオール フラッシュ ソリューションを評価、テスト、導入することで、最も要求

の厳しいワークロードに対応しています。これらのオール フラッシュ アレイは、管理が容易

でデータを安全に保持でき、データの増加や差し迫った災害時にスパイクに対応できる必

要もあります。Dell EMC VMAXオール フラッシュの豊富なデータ サービスでは、シンプル

な管理ツール、リモート レプリケーション、圧縮などの多くの機能により、これが実現されま

す。業界をリードするオール フラッシュならミッション クリティカルなデータも安心です。 

VMAXオール フラッシュ製品は、Tier 1の非常に拡張性の高いオール フラッシュ アレイで

す。2つのオールインワン ソフトウェア（F と FXパッケージ）を備え、モダン ストレージの広

範囲な課題を解決し、調達の合理化、TCOの改善を実現します。 

 
 

 
 

 

VMAXオール フラッシュ ソフトウェア 

Fパッケージ：VMAXオール フラッシュ アレイに含まれる、Fパッケージは、VMAXのユー

ザーが信頼を置いてきた、信頼性の高い数多くのサービスを提供し、VMAXの評判の高い

管理の容易さと他に類を見ない信頼性を実現します。これには、組み込み管理、ローカル 

レプリケーション、インライン圧縮、コピー データ管理などが含まれます。 

VMAXオール フラッシュの高度なデータ サービスは、業界をリードするオペレーティング 

システム（HYPERMAX OS）上に構築されます。リアルタイム、無停止のストレージ システ

ム ハイパーバイザーを備えたすべての VMAXオール フラッシュは、従来はアレイの外部

で実行されていたサービスに可用性を拡張し、オープン アプリケーション プラットフォーム

を使用して、高可用性、I/O管理、QoS（サービス品質）、データ整合性検証、ストレージ階

層化、データ セキュリティを統合します。 
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VMAXオール フラッシュ圧縮 

Adaptive Compression Engineにより

VMAXオール フラッシュで常にワークロ

ードのスループットが優先される 

Dell EMC Unisphere 

直感的な管理インターフェイス。IT管理

者はこのインターフェイスを使用して、

VMAXオール フラッシュ ストレージのプ

ロビジョニング、管理、監視に必要な時

間を大幅に短縮可能 

 

FXパッケージ：Fパッケージのすべての機能に加え、Dell EMCでは、多くのその他の

VMAXオール フラッシュ機能（リモート レプリケーション、データ暗号化、組み込み NAS、

クラウド階層化、データ パス管理など）を追加した FXパッケージを提供しています。 

Fソフトウェア パッケージ 

すべてのオール フラッシュ システムで標準となる Fパッケージには、VMAXのお客様

が必要とする多くのパワフルなデータ サービス（管理ツール、ローカル レプリケーション、

HYPERMAX OSの機能に含まれるインライン データ圧縮など）が含まれています。 

インライン圧縮 

VMAXオール フラッシュのインライン圧縮では Adaptive Compression Engineを使

用し、単なる容量の節約以上の機能を提供します。ハードウェア アクセラレーションと

組み合わせたインテリジェントなアルゴリズムによりパフォーマンスが向上し、圧縮に

よるオーバーヘッドが削減されるため、インライン圧縮が有効になっている場合は、シ

ステム パフォーマンス全体が向上します。VMAXオール フラッシュは妥協のない圧

縮を実現し、（eNAS、SnapVX、SRDF、暗号化だけでなく）すべての VMAXソフトウ

ェアのデータ サービスと連携します。 

VVols（仮想ボリューム） 

VMware Virtual Volumesは管理を合理化し、VM単位のストレージ管理を可能にす

るため、VMAXオール フラッシュでまったく新しいレベルの VVol統合が実現します。

VMAXオール フラッシュは、現時点の VVolストレージの規模（最大 64,000個の仮

想ボリューム）を将来的にさらに拡張できる設計になっているだけでなく、ストレージ管

理を根本的に合理化する VMAXオール フラッシュ管理のパラダイムにより、VVolス

トレージ ポリシーの価値を最大限に活用できます。VMAXオール フラッシュは最高レ

ベルの高可用性、データ保護、パフォーマンスを直接 VMに提供します。また、お客様

は VMwareストレージをより細分化されたレベル（VM）で管理できるため、効率性をさ

らに高めることができます。 

TimeFinder SnapVX 

TimeFinder SnapVXは、インパクトのないスナップショット、シンプルなユーザー定義

名、より迅速で安全なスナップショット作成/期限切れ処理、カスケード、SRDFとの互換

性、レガシーVMAXレプリケーション モードのサポートを実現します。SnapVXはレプリ

ケーション ストレージ コストを最大で 1/10まで削減し、有効性の高いスナップとアレイ

あたり最大 1,600万のスナップへの拡張で、クラウド規模向けに最適化されています。

お客様は最大 256のスナップショットを保持し、ソース デバイスごとに最大で 1024の

ターゲット ボリュームを確立することができ、ポインター（スナップショット）またはフル（ク

ローン）コピーでの読み取り/書き込みアクセスを提供します。SnapVXでは、過失また

は組織内での削除に対してスナップを保護する新しいオプションも提供します。 

Unisphereによる組み込み管理 

eManagement（組み込み管理）は、HYPERMAX OSハイパーバイザーを活用するこ

とによって、設備投資と運用コストを削減します。この機能は、VMAXオール フラッシ

ュ管理ソフトウェアをアレイ上で直接実行することで、さらなる管理の合理化、コスト削

減、可用性の向上を可能にします。 

 
QoS（サービス品質） 

VMAXオール フラッシュが提供する専用のソフトウェアは、お客様の要件に従って、

ホスト I/Oパフォーマンスの優先順位を決定し、システムの複数ポート全体で I/Oのバ

ランスを取ります。この機能は、ストレージ管理を合理化するだけでなく、重要なアプリ

ケーションを必要なパフォーマンス レベルで確実に継続稼働させ、その他のアプリケ

ーションやホストへのその他の影響を最小限に抑えます。 

 

 

 

 

 
 

FXパッケージ 

FXパッケージには、Fパッケージに含ま

れるすべての機能と、次の機能が含まれ

ます。 

• リモート レプリケーションを可能にす

る優れた SRDF 

• コントローラ ベース暗号化を可能に

する D@RE（静止データ暗号化） 

• 単一データセンターで、最大 200台

の VMAXアレイのシンプルで統合さ

れたストレージ管理を可能にする

Dell EMC Unisphere 360 

• ユニファイド ブロックとファイルを可能

にする eNAS 

• クラウドへのデータ移動を可能にする

クラウド階層化機能 

• パス最適化、フェールオーバー、モビ

リティ、IO管理を可能にする

PowerPath/PowerPath VE 

• 自動化プロビジョニング、管理、モニタ

リングを可能にする ViPR Suite（コン

トローラおよび SRM） 
 

* 一部のソフトウェア機能には追加のハードウェ

アが必要です。 



AppSync iCDM 

増加するコピーの要件をサポートするた

め最初から構築され、全体的なアプリケ

ーションへのインパクトを最小化します。 

Unisphere 360 

データセンター全体で、最大

200台の VMAXアレイを単

一のスクリーンで管理 

 

 

AppSync iCDM Starterバンドル 

企業の多くは、現状、さまざまなアプリケーション ライフサイクルをサポートすることで

発生する多数のデータ コピーに苦慮しています。コピーの作成、保存およびコピーへ

のアクセスの課題処理を支援するために、VMAXオール フラッシュには、AppSyncと

ともに、iCDM（統合コピー データ管理）ソフトウェアが付属しています。iCDMは、

VMAXの効率的なスナップショット テクノロジー上に構築され、本番の SLAに影響を

与えることなく、本番環境と本番環境以外のコピーに、驚きのパフォーマンスを提供し

ます。 

FXソフトウェア パッケージ 

多くの VMAXアレイ サービスを利用するお客様のために、VMAXオール フラッシュ

の FXパッケージは以下に示す追加の管理ツールと機能を提供します。FXパッケー

ジに含まれるすべてのデータ サービスは個別に購入できますが、FXのバンドルでは

これらのアイテムをバンドルし、包括的な 1つのパッケージとして提供することで簡易

化し、コストを大幅に抑えています。一般的に、これらのソフトウェア タイトルのうち 2

つ以上を使用する予定のお客様は、そのソフトウェアをデフォルトの Fスイートに追加

するよりも、FXパッケージを購入する方がコストを低く抑えられます。 

SRDF（Symmetrix Remote Data Facility） 

SRDFソフトウェア ファミリーは、ミッション クリティカルな環境におけるリモート レプリ

ケーションに最も適した業界最高水準のテクノロジーです。業界をリードするハイエンド

VMAXハードウェア アーキテクチャ向けに構築された SRDFファミリーのソリューショ

ンは、ディザスタリカバリおよびビジネス継続性で世界的に定評があります。SRDFフ

ァミリーは、導入における柔軟性に優れており、拡張性も高く、広範なリモート レプリケ

ーション機能を実現します。SRDFは、SRDF/S（データ消失ゼロの同期オプション）、

SRDF/A（拡張ディスタンスの非同期オプション）、SRDF/Star（マルチサイトのレプリケ

ーション オプション）、SRDF/CG（アレイ全体の連携型データセットのためのコンシス

テンシー グループ）、SRDF/Metro（アクティブ/アクティブ データセンター レプリケーシ

ョン）の各オプションから構成されています。 

D@RE（静止データ暗号化） 

VMAXオール フラッシュの静止データ暗号化機能は、ハードウェア ベースのオン アレ

イ暗号化を提供し、ドライブがアレイから取り外された場合でも、不正アクセスからブロ

ックおよびファイルのストレージを保護できます。このテクノロジーにより、ドライブ消去

サービスを利用する必要がなくなり、コンプライアンス対応に役立つと同時に、アレイの

迅速な廃棄と再利用が可能となります。暗号化により、組み込み管理または標準

KMIPによる鍵の一元管理プラットフォームを介したインテリジェントな鍵管理が実現し

ます。 

Unisphere 360 

Unisphere 360ソフトウェアは単一のデータセンター全体で最大 200台の VMAXオ

ール フラッシュ/VMAXアレイを集約し、監視します。このソフトウェアは、組み込み管

理で複数の VMAXオール フラッシュ アレイを稼働させるお客様や、データセンター全

体で優れたインサイトを管理する方法を模索しているお客様に最適です。Unisphere 

360を使用すると、ストレージ管理者はすべての VMAXのサイト レベルの稼働状況

を表示したり、コード レベルやその他のインフラストラクチャ保守要件への準拠を調整

したりできます。 

eNAS（組み込み NAS） 

VMAXオール フラッシュ、散在するブロックとファイルのストレージをお客様が統合し、

管理を合理化して、導入コストを最大 33%削減できる組み込み型ファイル データ サ

ービスを実現します。eNAS（組み込み型 NAS）は HYPERMAX OSに提供されるハ

イパーバイザーを使用して、VMAXオール フラッシュ上に仮想マシンのセットを作成お

よび実行します。eNASの一般的な使用例には、NFS上の Oracle実行、NFS上の

VMware、SMB 3.0上の Microsoft SQL、ホーム ディレクトリ、Windowsサーバ統合

などがあります。 



クラウド階層化 

パブリックとプライベート クラウド ソリューションの増加に伴い、VMAXオール フラッシ

ュは、シンプルなデータ階層化とクラウド アクセスを可能にする直接統合を実現します。

VMAXオール フラッシュの信頼性を補完するために、クラウド ストレージは、さらにコス

ト パフォーマンスに優れたストレージ階層を提供します。このストレージ階層は、「コー

ルド データ」を VMAXオール フラッシュから移動し、VMAXの利用可能容量を維持す

るのに最適です。クラウドの低コスト性と拡張性と VMAXオール フラッシュのパワーを

組み合わせることで、お客様は、データ ライフサイクルの各ステップで包括的なストレ

ージ ソリューションを実現できます。 

PowerPath と PowerPath/VE 

PowerPathと PowerPath/VEがあれば、自動データ パス管理およびロード バランシン

グを、その環境に導入されたすべての異機種混在サーバ、ネットワーク、ストレージで実

現できます。合理化されたデータ パスにより、さらに予測可能な、一貫したアプリケーシ

ョンの可用性を達成すると同時に、IOが高い時間に最大 3倍の IOPSを実現します。 

ViPR Suite 

Dell EMC ViPR Suiteは、ストレージ インフラストラクチャの大規模な拡張性、自動化、

簡素化を実現します。これには、ITインフラストラクチャ全体でモニタリングと自動化を

行う ViPR SRMと ViPR Controllerの両方が付属しています。ViPR SRMは、異機種

混在のストレージ環境（Dell EMC以外を含む）における VMAXユーザー向けに、追加

の測定およびレポート作成ツールを提供します。ViPRコントローラ レイヤーは、システ

ム上でポリシー ベースの自動化を実現します。 

個別のソフトウェア Dell EMC ProtectPoint 

Fまたは FXのソフトウェア パッケージに加え、VMAXオール フラッシュのお客様は、

Dell EMC ProtectPointを導入し、さらに高速で効率的なバックアップを実現すると同

時に、アプリケーション サーバへのバックアップのインパクトを排除します。VMAXオ

ール フラッシュから Dell EMC Data Domainへの直接バックアップを可能にすること

で、ProtectPointは、従来のバックアップ アプリケーションを排除しつつも、コストと複

雑さを低減します。ProtectPointは、最大 20倍高速なバックアップ、10倍高速なリカ

バリを可能にすると同時に、シンプルで細分性の高いリカバリを可能にする Data 

Domainから、バックアップへの瞬時のアクセスを実現します。ProtectPointは、アプリ

ケーション サーバへのバックアップのインパクトを排除し、Oracle RMANのようなネイ

ティブ ユーティリティから直接バックアップするアプリケーション オーナーを支援します。 

Dell EMC RecoverPoint 

Dell EMC RecoverPointは、VMAXオール フラッシュでスナップショット ベースのレ

プリケーションを活用し、複数のリカバリ ポイントを使用するレプリケーションで特定の

ポイント イン タイムにアプリケーションをすばやくリストアします。アプリケーションは、

Dell EMCブロック ストレージ ポートフォリオ全体で DVRに類似したリカバリを使用し、

異機種混在環境での非同期レプリケーションにより保護されます。RecoverPoint独自

の帯域幅圧縮および重複排除機能により、ネットワークの使用率が最小限に抑えられ、

ネットワーク帯域幅の消費が大幅に削減されます。 
 

 
    

   

 

Dell EMC VMAXオール フラ

ッシュ ソフトウェア ソリューショ

ンの詳細情報 

Dell EMCエキスパート

に問い合わせる 

他のリソースを表示 コミュニティに参加

（#VMAXAllFlashを使用） 
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