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必要なリソースを必要なだけ自由
に設置し、パブリッククラウドのよ
うに利用分だけ料金を払う

クラウドファーストの考え方は日本企業
の間にも広く浸透し、いまやクラウドは当
たり前のものとして使われるようになった。
そうした中でクラウドを利用する目的も次
第に変化してきている。当初はクラウドを
利用する目的の大半を占めていたのは「コ
スト削減」だったが、昨今はこれに加えて
「俊敏性」への期待が高まっているのであ
る。
現在の企業を取り巻くビジネス環境は
大きく変化している。世界に目を向けると、
例えばタクシー業界を激変させたUberの
ように、いわゆる「創造的破壊」の波があ
らゆる業界で起こっている。この時代の変
化に対応し、企業が今後も競争力を発揮
して成長を持続するためには、アイデアを
ビジネスに変える「アイデアエコノミー
(Idea Economy)」、それをすぐに実行す
る「タイムトゥバリュー（Time to Value）」
といった考え方を徹底し、IT主体でビジ
ネスを迅速に回していく必要がある。また、
ビッグデータアナリティクスやIoT、AIな
ど、これまでとは次元の異なるデジタルト
ランスフォーメーションによって、ビジネス
そのもののイノベーションを成し遂げてい
かなければならない。
要するに従来とはまったく違ったITイン

フラが求められており、それをオンプレミ
ス環境に構築していたのでは多大な時間
と手間を要してしまう。新たなビジネスを
支えるインフラリソースを柔軟に調達し、
迅速にシステムを立ち上げ、なおかつそ
のサービスレベルを担保するための基盤
としてパブリッククラウドへの期待が高
まっているのだ。
だが、いざパブリッククラウドを活用し

たいと考えても、なかなかスムーズに物事

パブリッククラウドの 
価値をオンプレミスで実現
俊敏なITインフラを支える
HPEフレキシブルキャパシティサービス
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急激に変化するビジネスに対応するためには、ITによるタイムリーなインフラ整備が不
可欠だ。だが、求められるITインフラをオンプレミス環境に構築するには、手間や時間
はもちろん、コストが大きな負担となって立ちはだかる。
そこで期待されるのがパブリッククラウドだが、セキュリティやガバナンスの観点から簡
単に移行できないシステムは少なくない。この課題に応えるべく、日本ヒューレット・
パッカード（以下、HPE）がこれまでにないオンプレミス型従量課金サービスとして打
ち出したのが「HPEフレキシブルキャパシティ」である。

自社内でITリソースサービス化提供
フレキシブルキャパシティの主な特長

HPE Servers
物理サーバ単位
仮想マシン単位

Core単位

HPE Storage
GB単位
TB単位

HPE SAN
ポート単位

使用量を測定 FCポータルサイト

HPE 
Software

基本料金＋使った分だけお支払い
・当社が IT資産を所有し、月額でサービス提供

24時間柔軟にリソース追加を実現
・ビジネスの要件に合わせて、
　迅速かつ柔軟にITリソースを追加。

アプリから下のレイヤを一括サポート
・データセンターケアで担当エンジニアチームがサポート

Microsoft Azureも利用可能※2

・パブリック環境もフレキシブルキャパシティで契約可能

自社内設備運用型（オンプレミスで）の
サービスを利用しIT調達
・自社ポリシーに従った運用・保管可能

(※1) 基本使用量が設定されます。
(※2) サポート対象のAzure cloud serviceには制限があります。

使用リソース分※1を月額料金でお支払い

HPE フレキシブルキャパシティなら、オンプレミスの ITリソースをパブリッククラウドのように従量課金で利用
できる
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は運ばないのが現実だ。セキュリティやコ
ンプライアンス、ガバナンスの観点からパ
ブリッククラウドに移行できないという壁
に直面する企業は決して少なくない。さら
にパブリッククラウドは事業者ごとの環境
に大きく依存し、制約を受けるため、自社
の差別化要素を反映したITインフラをフ
レキシブルに運用できないというネックも
ある。
この課題に応えるべく、HPEが提供を
開始したのが「HPEフレキシブルキャパ
シティ」というサービスである。必要なリ
ソースを必要なだけオンプレミスのように
自由に設置し、パブリッククラウドのよう
に利用した分だけ料金を払うという、まさ
にオンプレミスとパブリッククラウドの”
いいところ取り”をしたサービスだ。

急なリソースの需要増加にもバッ
ファーキャパシティで柔軟に対応

具体的にはHPEフレキシブルキャパシ
ティでは、ハードウェアなどの資産はHPE
が持ちつつ、実際のシステムは顧客のデー

タセンターなど指定の場所に設置すると
いう独自のサービスモデルを採用してい
る。ユーザー企業はそのリソースを1サー
バーあたり、1TBあたりといった月額料金
で利用できる仕組みだ。
従来のパブリッククラウドと違ってIT

インフラは自社のコントロール下に置か
れるため、セキュリティやコンプライアン
ス、ガバナンスの問題とは無縁だ。
HPEフレキシブルキャパシティのメリッ

トはそれだけではない。先に述べたように
企業がクラウドに求める要件は、自社で
資産を持たないことによるコスト削減に加
え、俊敏性すなわち素早いリソースの調
達を実現することにある。
HPEフレキシブルキャパシティではユー

ザー企業とHPEの事前協議によってサイ
ジングが行われるが、これに併せて「バッ
ファーキャパシティ」と呼ばれるリソース
の”余裕”があらかじめ設けられているのだ。
リソースが不足しそうになった場合、この
バッファー分の利用を開始することで、企
業はITサービスの品質低下やビジネスの
機会損失を回避することができる。新たな
リソース調達のために、稟議を回して何カ
月も待っていたようなタイムロスはなくな
る。もちろんバッファー分の課金開始は実
際に使い始めてからである。
さらにHPEフレキシブルキャパシティの

「Premiumモデル」を選択すれば、リソー
ス利用の継続的な増加のみならず、状況
に応じた縮小にも対応できる。リソースの
実使用量が前月より減った場合、利用さ
れなかったリソース分は課金対象外（コ
ミットメントキャパシティが下限）となり、
無駄なコストの発生を避けることができる
のだ。
これまでのオンプレミスにおけるサイジ

ングでは、将来の需要拡大を見据えて最
大のキャパシティで機器を購入せざるを
得なかった。これに対してHPEフレキシブ

月額料金に全て含まれています

月額サービス料金※1に含まれます

※1  月額単価に組み込むサービスには制限があります。
※2  利用できるAzure cloud serviceには制限があります。

データセンターケアサポート
・顧客環境を理解した専任サポートチーム

・専用サポート窓口
・使用キャパシティレポート
・バッファーリソース増設

新しい機器への入れ替え
(テクノロジーリフレッシュ)

ハードウェア設置作業
ソフトウェアインストール作業

当社製ハードウェア(バッファー用含む)
当社製ソフトウェア

ハードウェア保守
ソフトウェア保守
(24*7, 4H応答)

Microsoft Azure利用量※2

すべての HPE 製品と保守サービスがラッピングされており、月額料金で支払うことになる
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ルキャパシティであれば必要最小限のリ
ソースによるスモールスタートが可能で、
しかも後から柔軟かつ迅速にリソースの
増設・拡張を図ることができる。パブリッ
ククラウドからしか得られなかった価値を
オンプレミスでも利用可能としたことが、
HPEフレキシブルキャパシティの最大の
特長となっている。
もっとも、いかに柔軟かつ迅速なリソー

ス調達が可能であっても、品質が伴わな
ければ意味がない。その点からもHPEフレ
キシブルキャパシティなら安心だ。長年に
わたりミッションクリティカル領域で多く
の実績を積み重ね、高い信頼を獲得して
きたHPEの技術力とサポート力が余すこ
となく反映されているのである。
例えば大量のインフラをデプロイする
場合など、その品質をどうやって担保する
かが問題となっていた。HPEフレキシブル
キャパシティではHPEの実績に裏付けら
れた自動化の仕組みによって、そうした処
理も確実かつ効率的に実行することがで
きる。
このように企業にとって今後の競争力の
源泉となる差別化要因を具現化していく
ITインフラを、HPEは”日本品質”のHPE
フレキシブルキャパシティで支えていくと
する。

HPEフレキシブルキャパシティを
活用しビジネスをリードする企業
が次々に登場

実際、すでに多くの企業がHPEフレキ
シブルキャパシティを活用して成果を上
げている。
ITリソースのオフバランス化による投

資最適化を成し遂げたのは、多くのグルー
プ企業を擁するA社である。A社において
もITリソースの「所有から利用へ 」の転
換は重要な課題となっており、経営陣か
らもシステムの刷新が求められていた。た
だし、それに際してもグループ企業も含め
た共通の運用ポリシーとセキュリティポリ
シーを維持し、順守を徹底することは不
可欠である。同時に、24時間365日稼働し
続けるミッションクリティカルなシステム
の高いサービスレベルを守らなければなら
ない。

オンプレミス（お客様ご指定場所）
使用量に基づいた課金 
予備機（バッファー）を設置
すぐ使える
使用量減にも対応
最低利用料金を設定

需要より多めに
キャパシティを設置

バッファーキャパシティ
実際の利用量

ビジネスの需要に
対応不可

ビジネスの需要に
対応不可 コストの最適化

Time

リスク軽減

通常の購入方法

最低利用料金

Time To Market: ビジネスの需要にそったITリソース調達
ＨＷ, ＳＷ,サービスをクラウドのようにas a Serviceとして利用でき、オンプレミスで利用に応じた支払が可能

HPE専任サポートチーム

お客様担当チーム 障害対応

パートナー各社
Red Hat, Microsoft 等HPE開発部門

お客様

・アカウントサポートマネージャー
・テクニカルアカウントマネージャー
・ハードウェアスペシャリスト

データセンターケア 専用受付窓口

・復旧専門チーム
・復旧専門マネージャ （重大インシデント時)

システム構成
運用環境・履歴

入館情報 サポート体制

弊社サポート用DB
FCスタートアップ
バッファ増設やテクノロジー
リフレッシュ時の全体調整

問題発生時のご連絡技術と運用のご相談
定期レビュー・改善提案　

優先的なエスカレーションUDM
(ユーティリティデリバリーマネージャ）

サポート体制
お客様環境を理解したHPE専任サポートチームによる包括サポート

クラウドのように as a Serviceとして利用できるだけでなく、バッファーキャパシティという” 余裕 ” が設けられ
ている

HPE 専任サポートチームによる包括サポートが提供されるので、安心して利用可能だ
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そこで導入したのがHPEフレキシブル
キャパシティだ。これによりグループ企業
に対して提供するITインフラのサービス
化を実現し、共通の運用ポリシーとセキュ
リティポリシーを徹底することが可能と
なった。オンプレミス環境によるITインフ
ラ運用ならではの高いサービスレベルの
要求にも応えつつ、ITリソースのオフバラ
ンス化を両立させたことで、A社はその成
果をキャッシュフローの改善にもつなげて
いる。
さらに、収益と連動したITインフラを
構築したのが金融機関のB社だ。急速な
成長を続けているB社は、多様なサービス
のデジタル化を進めるとともに、その高い
信頼性を維持しつつ収益に応じて段階的
に拡張できるITインフラを求めていた。こ
の課題を解決するために導入したのが
HPEフレキシブルキャパシティだったので

ある。
先に述べたようにHPEフレキシブルキャ

パシティにはあらかじめバッファーキャパ

シティが用意されているため、必要となっ
た際にはすぐに稼働できるという俊敏性が
ある。しかも課金対象となるのは設備では
なく、実際の使用量であるため無駄なコ
ストは発生しない。
このようにビジネスの成長にあわせてリ
ソースを柔軟に拡張できる点をB社は高
く評価している。加えて設備の初期投資も
不要で、何年にもわたる減価償却費を抱
えずに済むことも大きなメリットとしてい
る。
これらの事例からも言えるように、企業
が今後のデジタルトランスフォーメーショ
ンを見据えたITインフラを整備していく
上で、HPEフレキシブルキャパシティはそ
の有力な選択肢となる。

●お問い合わせ先

0120-268-186　
または　03-5749-8279（携帯電話・PHSから）
◎月曜 - 金曜 09:00-19:00／土曜 10:00-17:00
※日曜、祝祭日、5月1日、年末年始など日本ヒューレットパッカード（株）の休業日を除く
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