
Eshgro社の独創的な 
クラウドベースサービス
HPE CloudAgileが柔軟かつリスクのない 
ソリューションをオランダのサービスプロバイダー 
に提供

業種

クラウドサービス

目標

最新のテクノロジーと堅実なビジ

ネスモデルをベースとして、一元

的なクラウドコンピューティング

プラットフォームを顧客に提供 

アプローチ

適切なインフラストラクチャの構

築を支援できるインフラストラク

チャベンダーを検討

ITでの成果
• 顧客数の 50%増加に対応する一
方で、電力要件の増加は 12%に
抑制

• 商業ニーズに合わせて拡張でき
る、強力でスケーラブルなインフ

ラストラクチャを提供 

• 高レベルな可用性とキャパシティ
を実現し、計画外のダウンタイム

を削減

ビジネスでの成果

• 「利用状況に応じた支払い」モデ
ルによりエンドユーザーのコスト

を 50%削減

• 新世代のプロセッサーの使用で
サービスプロバイダーのエネル

ギー消費を最大 30%節約

• 価値実現までの時間を短縮して
革新的なソリューションを実現

• 組織が提供しているサービスを革
新して新たな市場に進出

• HPEの知名度を活用し、共同の
市場開拓セールス /マーケティン
グを実施

お客様事例

予測可能なコストとサービス

を保証

支出を制御するために、予

測可能なコストとサービスを

実現できる ITアウトソーシン
グを選択する中堅・中小企

業が増えています。この状況

は、クラウドプラットフォーム

を構築するための知識や資金

を持っていないサービスプロ

バイダーにとってプレッシャー

です。オランダの Eshgro社
は、「利用状況に応じた支払

い」が可能なフレキシブルキャ

パシティサービスを活用して、

この課題に対処しています。

フレキシブルキャパシティは、

ヒューレット・パッカード エン
タープライズの CloudAgile
サービスの一部です。



課題

クラウドプラットフォームの必要性

現在の経済情勢では、自社の IT環境の運用
コストを削減するために、クラウドサービ

スプロバイダーに目を向ける中堅・中小企

業 (SMB) が増えています。

Eshgro社は SMBソフトウェア開発会社と
して 1998年にオランダで設立され、その
後 Software-as-a-Service (SaaS) を提供す
るようになります。SaaSに対応できるイン
フラストラクチャが必要になったため、自

社クラウドの構築を検討しましたが、非常

に多額の初期コストがかかり、テクノロジー

が刷新されるペースも速すぎました。また、

Eshgro社にはインフラストラクチャの運用
に必要な経験もありませんでした。戦略的

パートナーを必要とした Eshgro社は、す
でに HPE製品を利用していたため、HPE
に解決策を求めました。

Eshgro 社は現在、500 以上のクラウ
ドベースアプリケーションに加えて、

Global Desktop、Disaster Recovery、
Dossierboxなどのサービスを提供して
います。これらの製品により、企業は IT
を簡素化し、支出を管理できるようにな

ります。製造や商業サービスなどの分野

で、数千人のプロフェッショナルが使用

しており、これらのクライアントの売

上高を合計すると 10億ユーロを超えま
す。クライアントが使用する財務、ERP、
CRM、ロジスティクスなどのビジネスク
リティカルアプリケーションは、すべて

Eshgro社のクラウド上で実行されてい
ます。

P2お客様事例

Eshgro社
業種

クラウドサービス

ソリューション

柔軟性が重要

Eshgro社は最初期からの HPE CloudAgile
パートナーです。HPE CloudAgileは、戦
略的パートナーシップをベースとした共同

の市場開拓の仕組みであり、SMBも対象に
なっているため、比較的小規模な企業でも

認定済みの HPEクラウドホスティングを
活用できます。HPEは Eshgro社とパート
ナーを組み、クラウドプラットフォームを

構築し、共同マーケティングを実施してい

ます。システム全体は、従量制の HPEフ
レキシブルキャパシティサービスをベース

としています。

このクラウドプラットフォームを構成してい

るHPEのコンバージドテクノロジーには、
HPE ProLiant BL460c Gen8 サーバーブ
レードが含まれ、約 1,500台の仮想マシン
が Microsoft® Hyper-Vで実行されていま
す。また、HPEバーチャルコネクト Flex-
10 10GB Ethernetモジュール、HPE EVA、
MSA、HPE 3PAR StoreServストレージシス
テム、HPEネットワーキングスイッチも使用
されています。約 1ペタバイトのデータに対
処するため、HPEのクラウドインフラストラ
クチャは Eshgro社のTier 4データセンター
に配置され、データセンターセキュリティの

4レベルのうち最高のレベルを実現していま
す。この環境にはアルンヘム近郊の本番稼働

サイトおよび 30km離れたコロケーションサ
イトが用意されており、セキュリティ標準に

ついては SAS 70 Type II認証も達成してい
ます。

「HPEは他では得られないソリューションを提供しています。HPEの安
全性の高いクラウドインフラストラクチャにより、定期的なテクノロ

ジーの刷新が保証されるので、大規模な先行投資を行わずにイノベー

ションを容易に実現できます。」

– Eshgro社、最高執行責任者、Guido Wouters氏



P3

メリット

強力なコラボレーション

「欧州クラウド市場におけるクールベンダー

2013」(Gartner) などの高い評価を受けて
いる Eshgro社は、クラウドサービスの有
力プロバイダーに成長しました。それに大

きく貢献したのが、柔軟な HPE CloudAgile
ビジネスモデルです。

優れたクラウドを構築した Eshgro 社
は、クライアントベースや提供可能なソ

リューション数が大幅に増加しました。ス

タッフの増員なしでこれらのクラウドソ

リューションを適切に管理し続けるため

に、Eshgro 社は Microsoft System Center
を専門とするシステムインテグレーターの

Inovativ社ともパートナーシップを結びま
した。

Eshgro社の最高執行責任者である Guido 
Wouters氏は次のように語ります。「HPE、
Microsoft、Inovativとのコラボレーション
により、他のクラウドサービスプロバイダー

の一歩先を行くために必要なサポートを得

られます。HPEの利用状況に応じた支払い
モデルでは、使用したリソースに対しての

み料金を支払うため、大規模な先行投資が

必要ありません。Microsoftのソフトウェア
についても同様です。必要に応じてペース

を柔軟に変えられ、クライアントのニーズ

の変化に合わせて設備やサービスを提供で

きます」

Eshgro社はこのパートナーシップにより、
時間のかかるトレーニングセッションや

コースを実施せずに、テクノロジーの急速

な発達に対応できるようになりました。

「この分野では定期的なテクノロジーの

刷新が極めて重要です。」とWouters氏
は指摘します。「常に最新の設備やソフ

トウェアを利用できるようになり、その

結果としてスピード、信頼性、可用性が

向上し、クライアントと厳格なサービス

レベル契約を結べるようになりました」

さらにスマートな製品

「コラボレーションの成果として、さらにス

マートな製品を既存のクライアントに提供

できます。また、新たなクライアントにサー

ビスを迅速に提供し、さまざまな市場に進

出できるようになりました。現時点で、約

60のクライアントがすでに 3,000のワー
クプレイスと関連アプリケーションをクラ

ウド経由で当社から購入しています。これ

らはすべてオランダ国内のデータセンター

で運用されているため、クライアントはデー

タを 100%制御し続けることができます。」

「つまり、当社はクライアントの懸念をすべ

て解消し、クライアントがイノベーション

に集中できるようにしています。また、エン

タープライズレベルのインフラストラク

チャを基盤とした 24時間 365日のサービ
ス保証を、SMBでも購入できる価格で提供
しています。」

Eshgro社の推定では、HPEクラウドを
使用することで、自社のインフラストラ

クチャを購入して運用する場合よりもコ

ストを 20～ 30%削減できます。また、
HPEブレードサーバーの使用によって
ラックあたりのコア数が向上したため、

顧客数が 50%増加したにもかかわらず、
電力 /冷却コストの上昇は 12%に抑えら
れました。ITスタッフが日常的な管理作
業に費やす時間も 15%短縮され、クライ
アントサービスの強化に取り組む時間を

増やせました。

お客様事例

Eshgro社
業種

クラウドサービス



メールニュース配信登録

お客様のソリューション 
概要

ハードウェア

• HPE ProLiant BL460c Gen8 
サーバーブレード

• HPE BladeSystem c7000 
エンクロージャー

• HPEバーチャルコネクト Flex-10
• HPE EVA 4400
• HPE EVA 8400
• HPE 3PAR StoreServストレージ 
システム

• HPE MSA 2000
• HPE 9500スイッチシリーズ

ソフトウェア

• HPE Virtual Connect Enterprise 
Manager

• HPE Insight Control
• VMware vSphere 4
• Microsoft® Hyper-V Server  

2008 R2
• Microsoft Dynamic Data Center 
• Microsoft System Center 
• Microsoft Application 

Virtualization
• Citrix XenServer

HPEサービス
• HPEフレキシブルキャパシティサー
ビス

• HPEインストレーションサービス

© Copyright 2014–2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来予告なく変更され
ることがあります。ヒューレット・パッカード エンタープライズ製品およびサービスに対する保証については、当該製
品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではあり

ません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して

は責任を負いかねますのでご了承ください。

Microsoftは、米国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

4AA5-0182JPN、2016年7月、Rev. 1

HPEのソリューションパートナー

「当社は商用サービス分野で多数のクライアントを抱え

ており、公証人や弁護士、会計士なども含まれています。

クライアントのニーズに対応するため、当社は ISAE 
3402認証を取得しています。これは厳格な法令要件
に準拠していることを示す国際標準です。」

– Eshgro社、最高執行責任者、Guido Wouters氏

フレキシブルキャパシティサービスの仕組

みにより、Eshgro社は先行投資が不要にな
りました。また、Eshgro社の新規クライアン
トに対しては、価値実現までの時間が大幅

に短縮されています。以前はクライアント

の仮想サーバーやストレージのセットアッ

プに 3～ 4週間必要でしたが、数時間以内
に完了できるようになりました。Eshgro社
のクライアントはクラウドの使用により、

ITインフラストラクチャを自社で運用する
場合と比較して、5年間で最大 50%のコス
トを削減できると推定されています。また、

HPEクラウドが備えているセキュリティ、

コンプライアンス、認証、効率的な変更管

理というメリットも活用できます。Eshgro
社は新しいサービスの革新と開発にも取り

組んでいます。Wouters氏は次のように説
明します。「間もなく、パートナーチャネ

ルを通じた製品の提供を開始します。HPE
とのパートナーシップは当社のセールスモ

デルの実質的な拡張であり、そのおかげで

当社は急成長を実現できています。HPEや
Microsoftなどの市場リーダーと連携するこ
とで、このような付加価値を得られるので

す。」

詳細情報

hpe.com/helion（英語）

www.hpe.com/jp/flexiblecapacity 

（日本語）
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Eshgro社
業種

クラウドサービス

http://hpe.com/contact/getconnectedjp
http://hpe.com/helion

