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特集

次世代情報インフラ構築に向けた

EMC のビジョンと戦略
情報ありき のビジネスをワールドワイドで展開し、年間売上高約 130 億ドル（2007 年予想）を誇る EMC。情報のライフサイクル
（保存、保護、最適化、活用）全体をカバーする「情報インフラストラクチャ」戦略のもと、「コンテンツ管理」、「ビジネスアプリケ
ーション」、「データセンター・運用管理」、「仮想化」、「セキュリティ・法令遵守」、「ビジネス継続性・災害対策」、「バックアップ・
アーカイブ」
、「ストレージプラットフォーム」の 8 つの分野に注力する EMC の戦略と、日本市場への取組みを紹介する。
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図 1 ディスク・アレイに保存される情報量の推移
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処理され、利用されるという情報ラ
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図 3 EMC 情報インフラストラクチャの 4 つの領域と 8 つの構成要素
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図 2 毎年新たに生成される情報量
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指摘する。

55

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

特集

次世代情報インフラ構築に向けた

次世代情報インフラストラ

ということのみならず、世界的にみ

クチャに向けた戦略を積極

てもご要望や製品に対する評価の厳

展開している。

しい日本のお客さまに、ご満足いた
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「これは、単に製品を日本語化する

日本化
● 単なる「日本語化」を超えた日本のニーズに応える「日本化」製品を提供
● 日本のお客様に満足いただけるサービスレベル

パートナーシップ強化
● パートナーとの技術力強化を支援
● パートナーとの協業を促進する営業体制

また、ジョー・トゥッチ会長兼社
長兼 CEO は、EMC にとっての日本
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EMCジャパン体制強化
● サポート、
コンサルティングなどの部門におけるスタッフ強化
● 全社一丸となった顧客サービス品質の向上

億ドルの経済規模を誇る日本は、
EMC にとって、テクノロジーを熟
知したユーザーを抱える世界第２位
の市場です。EMC は、日本のお客
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ワールドワイドのベストプラクティスを
日本に根付いたサービス・品質とともに提供
図 4 次世代情報インフラストラクチャ実現の
ベストパートナーを目指す EMC ジャパン
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ルの向上を図るなど、日本のお客さ
まの期待に応えることに全力を傾
け、 日本化
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