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ビジネスシーンにおける
コミュニケーションの課題
電子メールから電話／FAX、さらにはスケジュール管理や会議の招集など、あらゆるビジネスシーンにおいて、さまざまなコミュニケーションの
ツールが活用されています。さまざまなコミュニケーションツールを取り入れてきたことで、企業におけるコミュニケーション環境は複雑化する傾
向にあります。多くの場合、これらのツールは効果的に活用されておらず、情報の氾濫や誤った情報による処理速度や生産性の低下などの問題が
発生しています。

メール 電話／FAX

●余計なメールが多く、必要な情報を探しづらい
●ファイルを渡すためにメールや共有フォルダを無駄に使ってしまう
●メールやインスタントメッセンジャー（IM）の私的利用が心配
●メールや掲示板の書き込みに即答を求められる

●会社宛のFAXが手元に届かず紛失してしまう
●会社の留守番電話が入っていることに気付かない
●他人にかかってきた電話の取次ぎに手間がかかる
●携帯/ PHSにより、終業時間後や商談時など時や場所に構わず
　電話がかかってきてしまう

会議 その他

●会議の内容について言った/ 言わないでもめる
●会議のための出張費がかさむ
●会議室の仮予約が多すぎて予約が取れない
●資料のレビューのために出す紙がもったいない
●会議参加者の予定調整に時間がかかる

●メールやスケジュール確認のためにオフィスに戻らなければならない
●ユーザによってスキルに差がありツールを覚えきれない
●複数のコミュニケーションツールの ID、パスワード管理が大変

コミュニケーションツールが持つ課題

ビジネス課題とコミュニケーション環境

コンプライアンス
●情報漏洩対策
●日本版SOX法の施行

人材育成
●スキルトランスファー
●リーダーシップ能力

グローバル対応
●欧米、BRICsへの
　市場拡大
●生産拠点の分散

開発生産性の向上
●業務改善のための投資
●個人／組織面での質の
　向上

競争力の強化
●製品／ソリューション
　の高付加価値化
●コスト削減

顧客満足度
●企業価値の増幅
●顧客のリピート率向上

効率的な
情報共有

迅速な
意思決定

組織横断的
な会話

また、日々、コミュニケーションの重要度は増しています。

コミュニケーションの重要性
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ワークスタイルの変革
外出が多くてメールを見ることができず、社内および社外のメール
や予定表を参照することができないなど、重要な用件に対応できな
いことはありませんか？

Exchange Serverは、さまざまなユーザアクセス方法が提供さ
れ、ユーザの状況に合わせてメールや予定表などの情報にアクセス
することができます。スピードが求されるビジネス上の重要な状況の
変化に迅速に対応し、企業の機動力を向上させます。

会社のモバイルPCからアクセス
Outlook Anywhereが社内LAN／オフライン／インターネットを
自動的に判断し、面倒な仮想プライベート ネットワーク（VPN）接続
を経由しなくてもインターネット経由でExchangeサーバに暗号化
接続できます。ノートPC上のOutlookのほとんどの機能を外出先
からインターネット経由で安全に利用することが可能です。

Webブラウザからアクセス
出張先や街頭など既設のWebブラウザだけが使える環境でもWeb

ベースで提供するOutlook Web Accessにより、Outlookと同
等の機能と操作性をWebブラウザ上で実現します。さまざまな

WebブラウザからExchange Server、OCS、SharePoint 

Serverにアクセスできます。

スマートフォンからアクセス
Exchange ActiveSyncによりWindows Mobileを搭載してい
る携帯電話からExchange Server、Office Communi 

cations Server（OCS）、SharePoint Serverへアクセスするこ
とができます。携帯電話さえ利用できれば移動中でもメールや予定
の操作ができます。

電話からアクセス
Outlook Voice Accessにより一般の音声電話からメールや予定
表などの音声による読み上げができます。また音声の添付ファイル
としてボイスメッセージを送信することもできます。

ユーザの状況に合わせてメールや予定表などにアクセス

な ぜ デ ル な の か

　デルは、お客様に最適なユニファイド・コミュニケーションの環境を提供す

るうえで、豊富なノウハウを持っています。その背景には、数多くのお客様

にExchange Serverをはじめとする統合コミュニケーション環境インフラ

を提案・提供してきた実績と経験、ハードウェアベンダーならではのサーバ、

ストレージ、ネットワークを設計から導入までワンストップで提供できるデリ

バリー体制、パートナー企業とのワールドワイドによる連携があります。

　とくにユニファイド・コミュニケーション市場をリードするマイクロソフトと

は、ワールドワイドの強力なパートナーシップにより、コストパフォーマンス

の優れたユニファイド・コミュニケーション環境を提供してきています。

　また、デルのユニファイド・コミュニケーションの特長として、既存のPBX

をそのままに活用できるという点が挙げられます。アドオンでOCSソフト

フォンや IPフォンを導入可能なため、社内のコミュニケーション環境で IP化

したいところからIP化を進めていくといったように、段階的に導入していくこ

とができます。

フェデレーション
パートナー

パブリックIM

PSTN

メディア
ゲートウェイ

ファイアウォール

Exchange Server O�ce Communications 
Server

SharePoint Server

リバースプロキシ
エッジサーバ

●プレゼンス共有
●IM / Web会議

電話（携帯、固定）
●Outlook Voice Access
●音声通話

インターネット

モバイルPC
●Outlook Anywhere
●Communicator 
　Web Access

スマートフォン
●Exchange ActiveSync
●Communication Mobile

Web ブラウザ
●Outlook Web App
●Communicator Web Access
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Exchange Server SharePoint Server

Backend Infrastructure Forefront Suite

Active 　  Directory System CenterCommunications Server

Hub/Cas
サーバ

Indexサーバ

WFEサーバ

TMG

SQLサーバ

UAGFIM

ドメイン
コントローラ

証明機関 RMS

UMサーバ

Edge/MTA

メールボックスサーバ

SCCM SCOM

Opalis
サーバ

SCDPM SCVMM

H/W
Load-Balancer

OCS
Front-end
サーバ

Edge

CWA
サーバ

メディアゲートウェイ

ブレードサーバ

PSTN

インターネット

ネットワークスイッチ

仮想化ストレージ

柔軟性と信頼性、管理性をさらに強化し、ビジネスの継続性向
上と運用管理コストの削減を実現します。また、リモート アクセ
スとコンプライアンスへの対応を高めることにより、業務効率と
生産性の向上、電子メールの制御と強固なセキュリティを可能
にし、変化し続けるビジネス ニーズに応えます。

ビジネス コミュニケーションを支える
高い信頼性とセキュリティを備えた
メッセージングプラットフォーム基盤

メッセージング・コミュニケーション

コミュニケーションの効率化とコミュニケーションインフラの柔
軟な管理と機能を実現し、ビジネス プロセスにコミュニケーショ
ンを組み込んだ、汎用的で拡張可能な統合コミュニケーション
プラットフォームを提供します。Of f i ce  2010  Su i te
（Exchange、SharePoint、OCS、RMS、O�ce）との強力
な連携により、ビジネススピードをより加速させます。

ビジネス向けプレゼンス、
インスタント・メッセージ、Web・電話会議、
およびエンタープライズ ボイス プラットフォーム

ヴォイス・コミュニケーション

メッセージング基盤やデータベース、仮想化ソリューション等に
最適な最新テクノロジを搭載した信頼性、拡張性、柔軟性の高
いデルのハードウェアをワンストップで提供します。

あらゆるエンタープライズ
システムインフラを支える
ハードウェアプラットフォーム

バックエンド・
インフラストラクチャ

Unified Communications
システム全体構成像

仮想化での実装
インターネット

DMZ

FW

統合ブレードサーバ

DMZ用統合サーバ

TMG 2010 OCS EdgeBrightmail

物理サーバ

仮想サーバ

SQL Server RMSSCVMM Exchange 2010
Hub/Cas

SharePoint Server
WFE/Query CAForefront

Protection Mgr
Exchange 2010

UM

SharePoint Server 
Index DC/GCFSV Exchange 2010

Mailbox

（DR Option）
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Exchange Server SharePoint Server

Backend Infrastructure Forefront Suite

Active 　  Directory System CenterCommunications Server

Hub/Cas
サーバ

Indexサーバ

WFEサーバ

TMG

SQLサーバ

UAGFIM

ドメイン
コントローラ

証明機関 RMS

UMサーバ

Edge/MTA

メールボックスサーバ

SCCM SCOM

Opalis
サーバ

SCDPM SCVMM

H/W
Load-Balancer

OCS
Front-end
サーバ

Edge

CWA
サーバ

メディアゲートウェイ

ブレードサーバ

PSTN

インターネット

ネットワークスイッチ

仮想化ストレージ

組織やコミュニティ ネットワークなど、さまざまな形態を持つ人
と人とのつながりを通して情報や知識の活用を活性化するとと
もに、それら知的財産をその発生から消滅までの情報ライフサ
イクル全体を効率的に管理します。現場の社員一人ひとりが持
つ知恵や能力を成果に直結させます。

ポータルやソーシャルネットワークキング、
エンタープライズコンテンツ マネージメントを
高いレベルで実現するWebプラットフォーム

Webコミュニケーション

システムの監視をはじめ、バックアップと復元、ソフトウェアの展
開、IT資産の構成管理、仮想化環境の構築と制御など、ITシス
テムの運用管理に不可欠な製品が用意されており、各製品を組
み合わせることで ITシステムのライフ サイクル全体にわたる管
理負担とコストを効果的に削減します。

データセンターやビジネス基盤の運用管理を
容易にする統合システム管理プラットフォーム
ソリューション

システム・マネージメント

既存の ITインフラストラクチャと統合し、展開、管理、および解
析を簡略化することで、強力な保護および制御機能を提供する
包括的な企業向けセキュリティ製品群であり、絶えず変化する脅
威と拡大するビジネスへの要求を確実に満たすことができます。

セキュアなエンド ツー エンドの情報アクセスを
提供するセキュリティプラットフォーム

統合セキュリティ

DC/GC OCSBackup CWA

Exchange 2010
UM OCS QoEOCS Archive
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メッセージングに必要な要素
デルは、メッセージングシステムに必要な要素を「拡張性」「可用性」「柔軟性」「パフォーマンス」と考えています。これらの要素を考慮したシステム
は、多くの処理を少ないリソースで実現することができ、コスト削減につながります。

Exchange Serverは、電子メールを中心としたビジネス・コミュニケーションを支える高い信頼性とセキュリティを備えたメッセージング基盤で
す。最新バージョンのExchange Server 2010では、メッセージング基盤の柔軟性と信頼性、そして管理性をさらに強化しており、ビジネスの
継続性向上と運用管理コストの削減を実現します。また、リモートアクセスとコンプライアンスへの対応を高めることにより、業務効率と生産性の
向上はもちろん、きめ細かな電子メールの制御と強固な情報保護を可能にし、変化し続けるビジネスニーズに応えます。

Microsoft Exchange Server 2010

Exchange Server 2010の機能概要

メッセージングシステムに必要な4つの要素

Microsoft 
Exchange Server 2010

エンドユーザの
生産性向上

運用管理
ID管理

パフォーマンス／
高可用性

ビジネスニーズに
応じた選択肢

セキュリティ／
コンプライアンス

●使いやすさ／操作性の向上
●多様なデバイスからのアクセス
●新しいコミュニケーション手段
の採用／拡張

●個々のシステム毎にアカウント
管理を行うことによる負荷軽減・
新規／更新／削除

●監視／メンテナンス性

●オンラインサービスの提供
●自社設置とオンラインの共存

●情報漏洩対策
●送受信メールのジャー
ナル（アーカイブ）

●送受信メールへの企業
ポリシーの適用

●ウイルス／スパム対策
●なりすまし対策

開発生産性
の向上 顧客満足度

顧客満足度

コンプライ
アンス

競争力の
強化

競争力の
強化

人材育成

開発生産性
の向上

グローバル
対応

●ハイパフォーマンス
●多数／大容量メールへの柔軟な対応
●規模拡張時の柔軟性
●仮想化対応

パフォーマンス

拡張性

柔軟性

可用性

●移行の手間、利便性
●リモートアクセス
●アーカイブ

●パフォーマンスの維持
●使用量を考慮した最適なサイジング
●最新のハードウェアアーキテクチャ

●サービス稼働率
●新規アーキテクチャ（DAG）
●ストレージの選択

●サーバやストレージの増設
●分散処理方式
●既存システムに影響しない拡張

 

多くの処理を少
ないリソースで実
現（インフラコス
トを削減）
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ビジネスを停止させない高可用性

パフォーマンス向上と
柔軟なストレージデザイン

企業の規模や業種に関係なく、電子メールはビジネスを進めるうえで重要なコミュニケーション手段となっている現在、障害や災害、操作ミスによ
るメッセージングシステムの停止はビジネスの停止を招きます。Exchange Server 2010は、冗長構成および復旧時間を短縮することで、メッ
セージングシステムのダウンタイムを削減し、ビジネスの停止を防ぎます。例えば、Exchange Server 2010はデータベースの可用性を確保
するために、DAG（Database Availability Group）というメールボックスサーバのグループ内で、データベースを複製し、障害発生時になど
には別のサーバ上のデータベースのコピーへフェイルオーバーする機能を搭載しています。データベースの複製は、最小2個から最大16個まで
保持可能なうえ、サーバの追加と災害対策サイトの構築が容易になっています。また、最小2台のサーバ（＋H/W ロードバランサー）で完全な冗
長化が実現でき、データベース単位でのフェイルオーバーが可能です。相互のログ配布により、すべてのメールボックスサーバが稼働系として活
用できるのも大きな特徴です。

Exchange Server 2010は、前バージョンのExchange Server 

2007と比較して、最大で約70％にもなるディスク I/Oの削減を実現し
ています。これにより、比較的パフォーマンスが低いストレージ環境にも
導入可能であり、選択可能なストレージ装置の幅が広がりました。従来
のSAN（Storage Area Network）、SAS（Serial Attached SCSI）
を用いたDAS（Direct Attached Storage）に加えて、SATA

（Serial ATA）を用いたDASやRAID構成を使用しないJBOD（Just 

a Bunch Of Disks）などを可用性を低下させることなく利用できるな
ど、急激な増加が予想されるメールボックスのサイズに対して低コストで
対応することが可能です。

DAG（Database Availability Group）による災害対策

DB IOPS比較

データベース① データベース① データベース①

データベース② データベース② データベース②

データベース③ データベース③ データベース③

災害対策サイトにコピー
サーバ、ディスク、データベースの障害対策 災害対策（ディザスタリカバリ）

暗号化と圧縮でデータ保護と
帯域幅の節約を実現

メールボックスサーバA メールボックスサーバB

データセンター（東京） データセンター（大阪）

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
Exchange 

2003
Exchange 

2007
Exchange 

2010

約90％削減

※ベンチマークツール：Loadgen、使用プロファイル：Very 
Heavy（非常に高負荷）、接続クライアントタイプ：Outlook 
2007 オンライン、メールボックス数：3,000、3MB DB キャッ
シュ／ユーザ、メールボックスサイズ：250MB／ユーザ

柔軟なストレージデザイン

Storage Area Network（SAN）
Exchange Server 2003

Direct Attached w/ SATA Disks

Exchange Server 2007

Direct Attached w/ SAS Disks
JBOD SATA（RAID-less）
Exchange Server 2010
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Microsoft Exchange Server 2010

エンドユーザの生産性向上
Exchange Server 2010では、メールを起点に複数のユーザが効率よく共同作業できるコラボレーション機能が統合されています。例えば、

O�ce OutlookやOutlook Web Appなどのクライアントでは、メールと予定表、連絡先が統合されており、会議や出張などの予定を他の
ユーザに送信したり、受信した会議や出張の依頼にワンクリックで返信したり、電子メールと同じユーザインタフェース上で予定を管理することが
できます。会議開催時には、出席予定者の予定表から各ユーザの空き時間を自動的に抽出できるため、最適な会議開催日をより短時間で決める
ことができます。また、Outlookはもちろん、WebブラウザベースのOutlook Web Appもユーザが使い慣れたMicrosoft O�ceのユー
ザインタフェースと操作性を備えているため、ユーザは使用するデバイスに関係なく、生産性を向上させることができます。

パソコン、ブラウザ、モバイル端末を統一したコミュ
ニケーション、Outlookと同様の使用感を提供

共同作業に欠かせない
「グループ スケジュール」の共有

リモートアクセスユーザ等、ブラウザベースのアクセスに
対してもMicrosoft Outlookに近い操作環境を提供

企業の組織構造に対応した階層を容易に表現
することが可能

Outlookによる統一された操作感

●メールを起点とした仕事環境をさらに
　高度に進化
●メールコミュニケーションによる煩雑な
　プロセスを簡略化

メールの
効率的な管理

●企業の組織構造に対応した階層を容易に
　表現することが可能
●グループスケジュール機能の拡張
●外部ユーザとの情報共有

チームワークを
支援するコラボ
レーション環境

●Outlook Web Appの強化
●電話からのアクセスと音声による操作
●モバイル端末からのスムーズなアクセス

場所を問わない
アクセス

①フラグ

②分類

メールの送受信から、ToDoリス
トや予定表、仕事の進捗状況の管
理まで、1つの画面ですべての作
業を行えるのが特徴。

やるべきことを常に表示

転記の手間が不要

仕事の優先順位が判別可能

③予定化

④ToDo化

ドラッグ＆ドロップ

フラグを立てるだ
けでToDoリスト
に自動登録

部門単位あるいはプロジェクト
単位など、複数グループの予
定表の管理が効率的に可能

●組織ツリーの中から組織に所属する個人を探せる
　「階層型アドレス帳」を実現
●部署グループへのメール送信や宛先検索も可能
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電話からメールボックスへ
アクセス

自席の電話着信を
PCに転送 ボイスメール、FAXを

受信トレイへ

Voice連携

電話を含むコミュニケーション統合
ユニファイド・コミュニケーションでは、電話、つまりVoiceも連携の対象です。そのVoice連携では、既存のPBXをそのままに、アドオンで

OCSソフトフォンや IPフォンを導入することができます。これは IP化したいところから IP化できることを意味しています。また、Office 

Communications Server/Exchange Serverを基盤としたインフラにすべてのコミュニケーション機能が集約されるため、真のコミュニ
ケーション統合（電話、電子メール、ボイスメール、会議、IM／プレゼンス等を1つに統合）を実現することになります。

電話からのアクセス、連携

オフィスの電話と接続

●自席の電話に着信・保存された音声メッセージをOutlookで再生
●一般の電話機や携帯電話から受信ボックスと予定表を操作（電子メールやボイスメールを電話で確認、
　日本語音声によるボイスコマンドが利用可能）

O�ce Communications Server との連携でさらなる統合

Outlook Voice Access

①電話から遅れる
時間を入力

②会議参加者全員
に遅れる時間を記
した 電子メール
を自動送信

9時の会議に30分遅れ
ることを知らせたい…

お客様からの電話
なので取りたい

Outlook、OWAからボイスメール再生

自席

会議室

離れた場所でも、自席電話の
着信を確認、転送可能

ボイスメールやFAX
がOutlook OWA
の受信トレイに
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Voice連携

メッセージングの先にある
理想的なユニファイド・コミュニケーションの実現
Voice統合の実現には、それまで利用してきたPBX（レガシーPBX）を IP-PBXに切り替える必要があったことがコスト面や作業面において、大
きな課題となっていました。そこでデルは、既存のPBXを置き換えることなくVoice統合を実現するという独自のソリューションを展開していま
す。これにより、Voice統合が格段に実現しやすくなりました。

PBX アップグレード不要な導入手法

●コストがかかるアップグレードをせずに既設PBXを活用
●AD/LDAP連携によりワンナンバー コミュニケーションを実現

【メリット】
●一度に行うのではなく、ビジネスニーズに応じてフェーズアプローチ
でユニファイド・コミュニケーションユーザへマイグレーション
●FAXをExchange メールボックスに送信

ユニファイド・コミュニケーションは新しい発想を基につくられています。段階を追って導入することで、お客様環境のメッセージング文化に
なじませながら、利用者の方に負担をかけずに導入できます。段階を追って導入することで、お客様環境のメッセージング環境にあわせ
て、負担をかけずに、日本のテレフォニー環境へのベストプラクティスを提案します。

デルが提案するテレフォニー環境へのベストプラクティス

デルが提案する3つのステップ

インターネット

メールシステム
Exchange Server 

IPフォン

コミュニケーションシステム
O�ce Communications 

Server

Outlook O�ce 
Communicator 

Live Meeting

Wi-Fiフォン

メディアゲートウェイ

アナログ固定電話

PSTN

レガシーPBX

IP対応のUCエンドポイント
を、アドオンで自在に導入！

すべてのコミュニケーションを使い慣
れた1つのインターフェースへ統合！

メディアゲートウェイ
のアドオン導入で、
自在にレガシーPBX
システムと連携！

IPネットワーク レガシーPBXネットワーク

メッセージング プレゼンス／IM
Webカンファレンス

ユニファイドメッセージング
Voice統合

PBXとの共存／リプレイス

1.メッセージング＆プレゼンス 2.Web会議の開催
ユニファイドメッセージング 3.統合Voice環境の実現

●Exchange Serverによる最適な電子メール環境の
整備

●プレゼンス（在席状況）の管理
●インスタント・メッセージによる手軽なコミュニケー
ション

●OutlookやSharePoint Serverなど、Office 
Systemとの密接な連携

●コンピュータ to コンピュータ・コール

●Communicatorを使用した1対1や複数での電話
会議

●Live Meetingを使用した臨場感のあるWeb会議

●アナログ電話やVoIP、携帯電話との統合
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Exchange Server O�ce Communications 
Server SharePoint Server

必要な機能から導入
デルではActive Directoryを中心として、親和性の良いマイクロソフト製品群を使用したシステムをご提供しています。ユニファイド・コミュニ
ケーションに関連するメッセージング&コラボレーションツール群についてもお互いに親和性のよい機能を総合的にご提供しているため、お客様
が必要とするどの機能から導入しても、他の機能への連携が可能です。

マイクロソフト製品と連携したデルのユニファイド・コミュニケーション

ウ
ェ
ブ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

ビ
デ
オ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

電
話
音
声
応
答

イ
ン
ス
タ
ン
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ

在
籍
管
理

ボ
イ
ス
メ
ー
ル

携
帯
電
話
ア
ク
セ
ス

音
声
応
答

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理

統
合
メ
ー
ル
環
境

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
管
理

エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
検
索

企
業
内
ポ
ー
タ
ル

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
セ
ス
管
理

ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

Active Directory

デルのマイクロソフト製品を利用したソリューションサービス

Fixed Mobile Convergence（FMC）は、携帯電話

と固定電話の融合サービスです。端末や電話番号などを

ひとつにまとめて、固定電話と携帯電話を兼ねることが

できます。ユニファイド・コミュニケーションは、このよう

にオフィスの内線電話と同様に携帯電話を内線電話とし

て利用することが可能です。

携帯電話と固定電話の統合
Fixed Mobile Convergence

FMCの利用イメージ

全国の携帯電話エリアで定額通話！
外出先

工場、研究所

本社

支社、営業所

店舗、倉庫

さまざまな環境やワークスタイルに合わ
せたモバイル内線運用が実現でき、お客
様のビジネスチャンスを逃しません！
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電子メール保護
マルウェア／スパム／フィッシ

ング対策など

Microsoft Forefront

電子メール経由の脅威から組織を保護
スパムやウイルスなど、電子メール経由の脅威から組織を保護することは、ユニファイド・コミュニケーションにおいても非常に重要となります。そ
こでマイクロソフトは、インターネット上のさまざまな脅威を防御し、より安全で効率的なアクセス環境を構築するためのソリューションとして、

Forefront Threat Management Gateway 2010（Forefront TMG）を提供しています。また、Forefrontファミリ製品として、

Exchangeメッセージング環境を保護するためのForefront Protection 2010 for Exchange Server（FPE）なども提供されています。

最大5つのスキャンエンジンで
電子メールをろ過

FPEでは、最大 5つのスキャンエンジンを使用し
て、電子メールに含まれるウイルスの検出と駆除が
行えます。複数のウイルス研究機関の専門技術を
搭載したエンジンを使用することにより、万が一、
ウイルスが 1つのエンジンをすり抜けたとしても、
何層ものスキャンエンジンをかいくぐる可能性は低
くなります。

電子メールの
セキュリティポリシーを統合管理

Exchange Serverのエッジトランスポートの役
割とFPEをForefront TMGサーバにインストー
ルしておくことにより、単一の管理コンソールによ
り統合管理が可能になります。Forefront TMG

の電子メールポリシーでは、スパム、ウイルス、お
よびコンテンツフィルターを設定できるほか、エッ
ジサブスクリプションを構成してExchange組織
内の安全な通信も確立できます。

外部SMTPサーバ

Exchange以外の
SMTPゲートウェイ

Exchange 
Server

ドメイン
コントローラー

DMZ

インターネット

Forefront TMG 2010
Exchange ＋ FPE

外部SMTPサーバ Exchange 
Server

インターネット

Forefront TMG 2010
Exchange ＋ FPE

万が一、ウイルス
が 1つのエンジン
をすり抜けても・・・

2つめのエンジ
ンや・・・

3つめのエンジ
ンで何度も検査
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ポータル

可視化と分析

ソーシャル
ネットワーク

コンポジット型
アプリケー
ション環境

検索

コンテンツ
管理

6つの機能群

Microsoft SharePoint Server 2010

コミュニケーションの可能性を拡げる
コラボレーションプラットフォーム
Microsoft SharePoint Server 2010は、さまざまなビジネスシーンにおけるコラボレーションのためのプラットフォームです。組織やコミュ
ニティなど、さまざまな人と人とのつながりを通してコミュニケーションを深めるとともに、情報や知識の発生から消滅までの情報ライフサイクル
全体を通じて効率的に管理するなど、ユニファイド・コミュニケーションの可能性を拡げるプラットフォームでもあるのです。

SharePoint Server 2010がもたらす価値

SharePoint Server 2010をコラボレーションのための中核となるプラットフォームとして活用することにより、ユーザの居場所や利用
シーン、利用するデバイスを問わず、必要なリソースや情報に、いつでも簡単にアクセスできるようになります。また、その優れた操作性と
利便性により、コミュニケーションや情報活用が促進され、今まで埋もれがちだった情報や新しいアイデア、知識など、組織が本来持つ能
力や価値の最大化を実現します。

メッセージングシステムに必要な4つの要素

ビジネス部門による迅速で柔軟な
アプリケーション構築と、IT部門
による安全で安定した運用管理を
両立

豊富に用意された機能やツール、セルフ
サービス機能を組み合わせることで、
コーディング不要の独自のソリューション
環境を提供します。サンドボックス化され
た安全な環境で、ビジネスニーズに即応
するビジネスソリューションをユーザ自身
の手で展開することができます。

公式／非公式のネットワークを 
活用し、組織の内外の適切な人や
情報を発見、対話、活用

公式な組織、非公式なつながりを問わず、
人のネットワークを通じた迅速で効果的
な共同作業を促進します。コミュニティで
のコラボレーションの促進、経験や暗黙
知の共有、仕事仲間とのつながりを通じ
て、今まで埋もれがちだった情報や新し
いアイデア、専門知識を、簡単に発掘お
よび発信することができます。

コンテンツの作成から利用、廃棄
に至るまでの、一連の情報ライフ
サイクルを制御

あらゆるユーザのあらゆるコンテンツを、
コンプライアンスに準拠したコンテンツ管
理ライフサイクルにより制御します。ユー
ザの利便性や柔軟性、拡張性を損なうこ
となく、ポリシーおよびプロセス制御によ
るコンテンツの安全かつ効率的な管理
を、組織全体に展開することができます。

ビジネスの状況をリアルタイムに
俯瞰、多角的に分析し、組織全体
でスピーディに知恵を共有

データベースのような構造化情報だけで
なく、文書や人の知識といった非構造化
情報も含め、経営者から現場の従業員ま
で、あらゆるユーザの最適な意思決定に
必要な情報への、すばやく透過的なアク
セスを提供します。コラボレーション環境
との統合により、個人だけでなく、組織全
体での意思決定力が強化されます。

SharePointコンテンツやファイル
サーバ、業務システムなど、外部ソー
スを串刺し検索

データからドキュメント、人の専門知識に至る
まで、情報の場所や種類を問わず、必要な情
報をすばやく提供します。管理が容易な統合プ
ラットフォームと業界最高水準のエンタープラ
イズ検索技術との組み合わせにより、本当に
必要なコンテンツや人材をすばやく的確に絞り
込むことができます。

イントラネットおよびWebサイトを 
通じた従業員、顧客、パートナーとの
コラボレーション

イントラネット、エクストラネット、およびイン
ターネットのWebサイトを通じて、情報共有と
コラボレーションを促進する単一のインフラス
トラクチャを提供します。組織の壁を越えて
ユーザとユーザを結び付け、情報、データ、お
よび専門知識の共有を可能にします。
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グローバル・インフラストラクチャ・コンサルティング・サービス（GICS）

デルが提供する
ユニファイド・コミュニケーション・ソリューション
●昨今の多様化するメッセージング・インフラを導入するには、導入前に実施しなければならない「有効な情報収集」「的確な現状分析」「要求事項
と費用と導入期間を考慮した最適な企画案作成」という、計画のフェーズが以前にも増して非常に重要になったと言えます。

●グローバル・インフラストラクチャ・コンサルティング・サービス（GICS）では導入前の計画フェーズでもインフラのプロフェッショナルが持つノ
ウハウを活かしたご支援を提供できるように、構築フェーズの導入ご支援の前段として、「ワークショップ」、「アセスメントサービス」を準備して
います。

●GICSはご支援の体系をお客様の検討の流れに合わせてモジュール化しています。それにより、導入を検討いただく際に、必要な箇所もしくは
体制を強化したいフェーズに合致する内容だけを、サービスメニューからご選択いただくことが可能になります。

●GICSではデルの特徴であり、付加価値でもある業界標準の技術を駆使したシステムを、各メーカーとの強力なアライアンスを活かすことで、
ベストプラクティスの提供を実現しています。このベストプラクティスは、共同検証にて実証されたものや、グローバルで展開されている導入実
績に基づいたものを含めた内容です。

フェーズ

お客様フロー

必要な作業

デルの支援

計画 導入 運用

既存環境の
課題・不安

各種
情報収集

ワークショップ
設計サービス
実装サービス

運用支援
サービスアセスメントサービス

業績への影響
関連する法律
改善手法
業界トレンド
などの調査

ディスカッション
スタイルにて、
課題の把握や今
後を見据えた次
期システムに関
する検討項目な
どを、独自調査
やシンクタンク
のレポートなど
も参考にしてい
ただきながら、
理解を深めてい
ただくご支援を
します。

お客様が実施すべく具体的な企画立案準
備をご支援します。
ここでは、時間を要する作業が発生しま
すが、現状の把握と要件整理のフレーム
ワークとアウトプットをご提供します。
お客様は自社のメッセージングシステム
理想像を手に入れるためのクリエイティ
ブな工程に注力いただけるようなサービ
スが組まれています。

標準メニュー
カスタムメニュー
による各種
サービス

カスタムメニュー
による各種
サービス

関連IT資産
システム構成
利用状況
次期システム像
の確認

導入コスト
運用コスト
導入期間
移行期間
の把握

現状把握
要件整理

概算金額と
期間の算出

ベンダー
選定

設計・構築・
展開作業 運用業務

予算申請 要求仕様
公開 調達 運用計画立案
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ユニファイド・コミュニケーション導入サービスメニュー

お客様社内情報基盤に、各種システムの導入を支援するサービスをご提供します。

Active DirectoryやExchange Server 2010、またセキュリティ基盤の導入等が可能です。
デモ、ワークショップ等を行い、お客様のご要件を明確化し、システム構成と機能設定をご提案します。

ユニファイド・コミュニケーション・サービス・フレームワーク

ワークショップ　Workshop

計画／導入　Design/Implementation

ソリューション エクスペリエンス
Solutions Experience for UC

プルーフ・オブ・コンセプト
Unified Communications PoC

アセスメント
Assessment

ユニファイド・コミュニケーション ワークショップ　～Dell Unified Communications Workshop～

■Exchange Server環境導入サービス
■Exchange 2010マイグレーションサービス
■ユニファイド・コミュニケーション導入サービス

■コンプライアンス・セキュリティ対策導入サービス
■可用性ソリューション導入サービス

■理想のUC環境
■ユニファイド・コミュニケーション プルーフ・
　オブ・コンセプト

■Exchange Serverアセスメント
■ユニファイド・コミュニケーション アセスメント

Exchange Server導入サービス

企業内の電子メール、メッセージング環境の基盤として、Exchange Server 2010システムの環境構築をご提供します。
●シングルサーバ構成、DAGを用いたデータベースの冗長化、フロントエンドの分離、二重化によるサービスの冗長化等、さまざまな構成でご提供可能
●Hyper-V等のサーバ仮想化環境への実装
●ユニファイド・メッセーング環境への統合

Exchange Server 2010移行サービス

Exchangeシステムをご利用の場合で、Exchange 2010へのバージョンアップを行う場合、またDomino等他システムからExchange 2010環境への移行を行う場
合、マイグレーション メニューをご用意致します。
●旧Exchangeシステムからのバージョンアップ、データ移行
●他メールシステムからのメッセージング環境の移行

O�ce Communications Server導入サービス

O�ce Communications Serverを基盤としたコミュニケーション インフラの導入サービスメニューです。
●IM/チャット／プレゼンス機能の導入（OCS Standard CALで実現可能な基本的なコミュニケーション機能の導入）
●Web会議／電話機能の導入（OCS Enterprise CALで利用可能な高度なコミュニケーション機能の導入）
●既存PBXからのリプレース、またはレガシーPBXとの音声連携・統合環境の導入（OCS Enterprise Voice環境の導入）
●Exchange Unified Messaging機能の統合・導入

コンプライアンス・セキュリティ対策　導入サービス

Microsoft Forefront製品群を用いたセキュリティ基盤の導入や、監査対応等コンプライアンス対策としてのメール アーカイブ システムをご提供します。
●アカウントIDの統合、一元管理の基盤となるActive Directoryドメインサービスの導入
●電子メール アーカイブ システムの導入（Symantec EnterpriseVaultまたはMimosa NearPoint）
●電子メール等コミュニケーションツール利用におけるデータ保護環境の導入（Forefront Protection for Exchange/OCS/SharePoint）
●社内リソースへのセキュアなリモートアクセス環境の導入（Forefront TMG/UAG）
●電子メール、コンテンツのセキュリティ保護環境の導入（Rights Management Services）

Hyper-V仮想環境導入サービス

コミュニケーションインフラ及びセキュリティ基盤の効率的な統合が可能なサーバ仮想化ソリューションをご提供します。
●Windows Server 2008 R2 Hyper-V環境ホスト クラスタリング構成（Live Migration/Quick Migration）
●Backup Exec Microsoft Hyper-V Agentを用いた仮想ホストのバックアップ環境構築
●Exchange Server等ミドルウェア ソフトの仮想ホストへの実装
●既存システムの仮想環境へのP2V移行（現状の物理サーバ構成を、そのまま仮想マシンにコンバート、仮想化環境へ移行します）



東京都港区三田3-5-27
住友不動産三田ツインビル西館9階（デル東日本支社内併設）

【交通】
都営三田線・浅草線三田駅　徒歩4分
JR線田町駅　徒歩6分
都営浅草線・京浜急行線泉岳寺駅徒歩6分

【SIC利用方法】
デル営業担当よりお申し込みください。
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デル株式会社 東日本支社
東京都港区三田3-5-27　
住友不動産三田ツインビル西館9階
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Dell Solution Innovation Center

デル ソリューション・イノベーション・センター
デル ソリューション・イノベーション・センターでは、お客様にもっとデルを身近に知っていただくため、さま
ざまなソリューションサービスや製品について、デモンストレーションやセミナーなどを通じてお客様に実感し
ていただくとともに、実機検証やトレーニングなどを実施しております。

Microsoft Exchange Server 2010 Exchange Server 2010 ＋ Outlook 2010 管理と操作

メッセージング・インフラ ‐ シナリオ1 メッセージング・インフラの効率的なバックアップ&リカバリシナリオ

メッセージング・インフラ ‐ シナリオ2 コンプライアンス対応に向けたセキュアで堅牢なメッセージインフラの確立

トータル・コラボレーション～ Microsoft SharePoint Server 理想のコラボレーション ～人と情報、人と人の効率的なコミュニケーション～

ユニファイド・コミュニケーション～ Microsoft O�ce 
Communications Server

リアルタイムコミュニケーションの実現 ～UCのもたらすベネフィット～

シナリオ ユニファイド・コミュニケーション

デモ内容
●空き時間情報やプレゼンスを確認し、効率的に会議を計画
●社内外のメンバによる、WEBミーティング
●IP電話など、従来の通信システムと連携

定員 最大8名

対象者
●最高情報責任者（CIO)、IT担当役員、ITの評価者、ビジネス判断の決定者、導入の決定者、承認者
●情報基盤系ソリューション、コミュニケーションインフラ、ITテレフォニー製品の新規導入または契約更新を検討されているお客様

デモを体感いただく
ことによるメリット

●導入前にソリューションに触れることができる
●O�ce、UC、コラボレーションなどを一体感のある環境で経験でき、どのように個人とチームの生産性を向上できるかを体感できる
●日々の業務において、いかにO�ce、UC、コラボレーションが有効かを理解できる
●技術的ではない、ビジネスシーンに即したシナリオを体験できる

ソリューション・エクスペリエンス デモ

「デル ソリューション エクスペリエンス デモ」は、日常業務に沿ったITの活用シナリオに合わせて、実際に触れていただくことで、利用の効
果を短時間で把握できる、ビジネス ソリューション体感プログラムです。

スタンダードデモ

メッセージング・ソリューションに関するお問い合わせは、 Microsoft_Solutions@dell.com
●PowerEdge、PowerVault、DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、SQL Serverは、米国Microsoft 
Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに記
載されている仕様は、2010年7月7日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご
確認下さい。


