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ご存知でしたか ?

卓越した密度と電力効率で並外れたパフォーマンスを実現

HPE ファイナンシャルサービス

HPE Moonshot は、金融サービス業界をはじめとする様々なワークロードに最適化されたセキュア

• HPE のソリューションは全世界のクレ
ジットカード取引の 3 分の 2を処理して

なデスクトップと仮想アプリケーションを提供するのに理想的なコンバージドブレードシステムです。

います。

ハイパフォーマンス、非常に高いサーバー密度、および優れたエネルギー効率の卓越した組み合わせ
で IT コストを低減します。

• HPE は毎年全世界で160億件の取引
をサポートしています。

• HPE のソリューションが1年に処理する
額は3兆ドルを超えています。
• HPE は世界最大規模の130の証券お
よび商品取引所をサポートしています。

• HPE は American Banker と IDC
Financial Insights による Annual
FinTech 25で第2位にランクインしてい
ます。

トレーダー ワークステーション向けの
高度なソリューション
HPE Moonshot は、ソリューションにフォーカスし、ワークロードに最適化され、アプリケーションに
特化したシステムとなるべく、一から設計されました。これにより、必要以上の容量とリソースを購入
し、追加で料金を支払ってタスクを分離する必要がなくなります。

HPE Moonshot を支えるイノベーションはシンプルで電力効率に優れるインテル ® Xeon® プロセッ
サーを採用しています。
統合ファブリックと高密度のコンピューティングフォームファクターを備えたこのソリューション重視の
システムは、多くの金融サービス組織に見られる安全なエンドユーザーコンピューティングアプリケー
ション、特にデスクトップとアプリケーションの配信に最適です。
表1. 高密度なシステムパッケージで大きな価値を提供する HPE Moonshot System

1ドルあたりの

1W あたりの

1ラックあたりの

パフォーマンスが最も高い

パフォーマンスが最も高い

ユーザー数が最も多い

• 仮想マシン (VM) ではない、独立した

• 電力消費量の少ないインテル ®
Xeon® プロセッサー
• 内蔵型の SSD
• ワークステーション用の内蔵 GPU

• 内蔵型の10GbE ファブリック
• 拡張性よりパフォーマンス密度を
優先
（I/O スロットなし）
• 前世代のプラットフォームと比較
して、MoonHPE ProLiant m750
を搭載した HPE Moonshot は、

小型ノードとベアメタルによる運用

• CPU コアクロック数の高いインテル ®
Xeon® プロセッサー

（グラフィックスプロセッシング
ユニット）

1 業界の平均価格、電力消費量、および ラック
密度を基準として HPE が独自に 実施したテ
ストの結果に基づく。

• 前世代のプラットフォームと比較
して、MoonHPE ProLiant m750
を搭載した HPE Moonshot は、
ユーザーあたりの消費電力を

25％削減

サーバーあたり収容可能ユーザー数
が32％増加1
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今日の金融サービス企業の課題
密度と柔軟性

FSI（金融サービス機関）は、より少ないスペースとTCO（総所有コスト）でより多くのユーザーをサポートする必要があります。
トレーダーが取引に関する判断を一瞬で下すのに必要なレベルのパフォーマンスを備えた、低コストのコンピューティング
ソリューションをどのように提供しますか？

• ニューヨークとロンドンでは、不動産のコストが高くなっています。より多くのユーザーを小さい設置面積にどのように収容
しますか？

• FlexDesk シナリオを使用して、HPE Moonshot および Citrix® でワークスペースの使用を最適化します。
• トレーダーはチームで作業することが多く、頻繁に移動する必要があります。移動するたびに数千ドルの費用がかかります。
HPE Moonshot を使用すると、トレーダーの移動は別の職場からログインするのと同じくらい簡単です。
• 政治的状況（Brexit など）によっては、異なる国や都市へのオフィスの移転が必要になる場合があります。HPE Moonshot は、
サービスをデータセンターから提供できるため、ワークステーション機器の再配置を簡素化またはおそらく不要にします。
管理性
分散型のワークプレイスソリューションは金融取引の現場で一般的に見られます。これらのソリューションは、メンテナンス、
トラ
ブルシューティング、およびセキュリティの確保に多額のコストがかかります。HPE Moonshot は、デスクサイドのワークステー
ションのパフォーマンスを提供すると同時に管理を一元化し、データセンター内のデータを保護します。
性能
トレーダーワークステーションのユーザーは、柔軟性とパフォーマンスを求めています。このワークロードの仮想化は困難で
あることが証明されています。HPE

Moonshot を使用すると、トレーダーは必要なパフォーマンスと柔軟な職場環境を組み

合わせて利用できます。
データの冗長性とリカバリ
とフェイルオーバーのシナリオを
多くの銀行にとってトレーダーは最も重要なユーザーです。このため、ディザスタリカバリ
（DR）
を提供するのは当然です。オフィスは通常、DR のためにセットアップとコミッショニングが
考慮した高いサービスレベル（SLA）
個別に行われ、それぞれのオフィスで使用するワークステーションのステージングとメンテナンスが必要です。HPE Moonshot
を利用する場合は、各物理ユーザーの場所ではなく、データセンター全体で冗長性を実現するので、このようなコストのかかる
トレー
環境を維持する必要がなくなります。DR が必要になった場合、ワークスペースにモニターとアクセスデバイスがあれば、
ダーはログインして作業を行うことができます。
ユーザーエクスペリエンスが鍵です
ソフトウェア開発者は、コンパイルのための高周波数の CPU と高速の NVMe ストレージ環境を求めています。HPE Moonshot
の高周波数 CPU、超高速 NVMe ストレージ、内蔵 GPU のおかげで、ソフトウェア開発者は必要なコンパイル能力を手に入れる
ことができ、
トレーダーは複数の画面、ビデオ、数値計算アプリケーションを絶え間なく実行することができます。
電力消費量が CAPEX に大きく影響する
新しいラックを構築する前に、決まったスペースでサポートできるユーザーの数を把握する必要があります。ワークロードを最適
化できる十分なパフォーマンスを備えると同時に電力効率の高いコンピューティングノードが必要です。
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• 従来型のファットクライアントインフラストラクチャ
• 環境とデータストレージが分散している
• メンテナンスコストが高い
• ワークステーションから放出される熱が多い
• トレーダーに専用のワークスペースが割り当てられている
• 柔軟性がない

• 環境と管理が一元化されている
• ワークプレイスにワークステーションが置かれていない
• エネルギー効率およびコスト効率の高い運用
• 柔軟なデスクポリシー
• セキュリティを確保してデータ損失を防止
• 必要な場合/許可された場合にリモートアクセスを提供

図1. HPE Moonshot と従来の金融トレーダーモデルの比較

ホットプラグ
対応ファンモジュール × 5
ホットプラグ
対応ブレード × 45

Chassis manager
Common Slot電源装置
冗長デュアルネットワークアップリンク

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

• m750
• m710x
• m710x-L
• m510
ブレードあたり
45〜70W

• HPE Moonshot 4QSFP+ アップリンクモジュール
- 40 Gb スタッカブルアップリンク × 4
• HPE Moonshot 16SFP+ アップリンクモジュール
- 10 Gb スタッカブルアップリンク × 16

HPE Moonshot 1500シャーシ
高さ 4.3U

冗長デュアル低レイテンシスイッチ

• HPE Moonshot 45XGc Switch Module
- 10 Gb ダウンリンク × 45
図2. HPE Moonshot の概要

HPE MOONSHOT インフラストラクチャ
HPE Moonshot は、4.3U の高さのシャーシに45台のサーバーブレードという実装密度を提供する統合ブレードシステムです。
Moonshot シャーシは ,42U ラックキャビネットに多数のコンピューティングブレードを提供します。HPE
Moonshot シャーシは、コンピュート、ストレージ、ネットワーキング / スイッチ、パワーサプライ、5台のホットプラグ対応ファン、
（iLO 5）
によるシャーシ管理など必要なものをすべて提供します。
および業界をリードする HPE Integrated Lights Out 5
それによって、HPE

HPE Moonshot シャーシには、電力管理、ファン、ネットワークといった従来のサーバーの一般的なリソースのすべてが含まれ
Moonshot の

ていますが、これらのリソースは45台のホットプラグ対応サーバーブレードのすべてから共有されます。HPE

共有アーキテクチャにより、複雑性、エネルギー消費量、および管理のオーバーヘッドを増やすことなく大規模なスケールアウト
が可能になります。

HPE MOONSHOT は最大45台のホットプラグ対応 HPC ブレードをサポート
HPE Moonshot には、ユーザーのニーズに合わせて、インテル ® Xeon® プロセッサーをベースとする HPE ProLiant m750、
m510、m710x、および m710x-L HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）サーバーブレードをさまざまに組み合わせ
て実装できます
（詳細は以下で説明します）
。HPE Moonshot シャーシのサーバーブレードはすべて、エネルギー効率に優れた
設計となっており、ブレードあたりの消費電力はわずか70W です。各サーバーブレードでは、インテル ® Xeon® プロセッサー、
メモリ、内蔵ネットワーキング、および統合高速 SSD ストレージがすべて単一のコンパクトなブレードに含まれています。また、
管理専用の HPE iLO が搭載されているうえ、それぞれのブレードが独立しており、各ユーザーに妥協のない高いパフォー
マンスが提供されます。
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HPE MOONSHOT 用 HPE PROLIANT サーバーブレード
技術仕様

インテル ® Xeon®
プロセッサー搭載

製品名

コア数

HPE ProLiant m750サーバーブレード

HPE ProLiant m510 サーバーブレード

インテル ® Xeon® プロセッサー E-2286M

インテル ® Xeon® プロセッサー D-1548/

（8コア）x 1

D-1587（8コアまたは16コア）

HPE ProLiant m710x サーバーブレード
HPE ProLiant m710x-L サーバーブレード
m710x: インテル ® Xeon® プロセッサー
E3-1585L v5（4コア）x 1
m710x-L: インテル ® Xeon® プロセッサー
E3-1565L v5（4コア）x 1

メモリ

最大128GB のメモリ

最大128 GB のメモリ

最大64GB のメモリ

ストレージ

最大15TB の NVMe ストレージ

最大8TB の NVMe ストレージ

最大15TB の NVMe ストレージ

接続

デュアル10GbE Ethernet

デュアル10GbE Ethernet

デュアル10GbE Ethernet

GPU

インテル ® UHD P630 GPU
（128MB 内蔵

GPU なし

インテル ® Iris™ Pro グラフィックス P580

DRAM（L3キャッシュ））

（3D（
）128MB 内蔵 DRAM
（L3キャッシュ）
）

管理

HPE iLO 5、HPE iLO Amplifier、および
HPE InfoSight

HPE iLO 4

HPE iLO 4

お客様の主なニーズ / ユースケース

次のようなワークロードをサポートする高性

次のようなワークロードのパフォーマンスを

次のようなワークロードをサポートする高性

能サーバーブレード :

向上させるための高密度の「耐久性に優れ

• リッチアプリケーションストリーミング
• リモートワークステーション / デスクトップデ

たコンピューティング」ブレード :

能サーバーブレード :
• リッチアプリケーションストリーミング
• リモートワークステーション / デスクトップデ

リバリ

• ビデオトランスコーディング

• 分析
• 機械学習
• 高密度アプリケーションデリバリ

入手可能なソフトウェアドライバー
（HPE からの入手方法を含む）の最新の一覧については、OS サポート（HPE

リバリ

• ビデオトランスコーディング
• 計算流体力学（CFD）アプリケーション

Servers Support & Certification Matrices（英語））およびドライバーダウンロード

ページ
（Hewlett Packard Enterprise Support Center（英語））
をご覧ください。

HPE COMMON SLOT パワーサプライ
HPE Moonshot には、最大4台の HPE Common Slot（CS）電源装置を収容できます。これらの電源装置は、HPE ProLiant
および Integrity サーバーだけでなく、HPE ストレージソリューションでも幅広く共有することが可能です。
HPE CS 電源装置は、システムのパフォーマンスを低下させることなく最高の電力供給効率を実現する設計となっています。
HPE CS 電源装置は、電力研究所（EPRI）によってテストされ、ECOS 80 Plus 電源プログラムによって認定されています。
HPE CS の電源はすべて、UL 認定、CE マーク準拠、およびホットプラグ対応となっており、冗長構成をサポートしています。

ホットプラグ対応の冗長冷却ファン
HPE Moonshot シャーシには、5台のファンが標準で装備されています。シャーシを稼働させるには、5台すべてのファンを
しても、その
取り付けて動作させる必要があります。このシャーシは、1台のファンの冷却能力が低下（1つのローターが故障）
ファンを交換するまで正常に動作できます。

Page 7

ファミリガイド

ネットワーキング
選択したサーバーブレードに応じて、HPE

Moonshot 1500シャーシには、外部のネットワークと通信するためのアップリンク

モジュールを組み合わせた内蔵スイッチモジュールが装備されます。内部スイッチからアップリンクモジュールの集約を解放
することで、外部相互接続のシステム設計および将来を見据えた投資を可能にする優れた柔軟性を確保できます。

HPE Moonshot System は、冗長性を確保するか、トラフィックを分離するよう個別に構成可能な最大2台のスイッチとアップ
リンクモジュールのペアをサポートできます。シャーシ内、または複数のシャーシ間で複数のモジュールをスタックできるため、

ToR（トップオブラック）スイッチのコストが削減されるうえ、スイッチやアップリンクの障害が発生した場合にはフェイルオーバー
を行うことが可能になります。

• HPE Moonshot 45XGc スイッチモジュール ̶̶ 高速かつ低レイテンシの接続を実現すると同時に、ソリューションの大規模
導入に伴うコストと複雑性を大幅に低減します。HPE Moonshot 45XGc スイッチモジュールは、HPE Moonshot 1500
シャーシ内のサーバーブレードへの10GbE ネットワーク接続とシャーシ外部への40GbE/10GbE 接続を提供します。各シャー
シでは最大2台のスイッチモジュールがサポートされ、それらを組み合わせて HPE IRF（Intelligent Resilient Framework）
で単一のエンティティとして管理できます。

• HPE Moonshot 4QSFP+/16SFP+ アップリンクモジュール ̶̶ HPE Moonshot 1500シャーシの Ethernet ネットワー
キング機能を提供します。各シャーシでは最大2台の HPE Moonshot 4QSFP+ アップリンクモジュール、または最大2台の
HPE Moonshot 16SFP+ アップリンクモジュールがサポートされ、それらのモジュールは冗長性を確保するか、トラフィック
を分離するように構成できます。各アップリンクモジュールは、160Gbps の帯域幅で HPE Moonshot System を外部のネット
ワークに接続します。

技術仕様 ̶ アップリンクモジュール

HPE Moonshot 4QSFP+ アップリンクモジュール

HPE Moonshot 16SFP+ アップリンクモジュール

SPF+ ポート

40GbE または10GbE、取り付けられたモジュールにより異なる

10GbE または1GbE、取り付けられたモジュールにより異なる

シリアルポート

アウトオブバンド管理用

アウトオブバンド管理用

LED

リンク接続およびアクティビティ用

リンク接続およびアクティビティ用
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HPE MOONSHOT の管理性とセキュリティ
すべての HPE

Moonshot System に強力な管理機能とセキュリティ機能が内蔵されています。これらの高度な機能は、HPE
Moonshot のセットアップ、構成、ワークロードのプロビジョニング、稼働状況と電力の監視、およびファームウェアの管理とメン

テナンスに役立ちます。内蔵されている管理機能とセキュリティ機能は、次のとおりです。

HPE iLO 5 ̶̶ 各 m750ブレードに組み込まれた HPE iLO 5は、世界中のあらゆる場所からサーバーを効率的に管理して
問題を迅速に解決し、事業継続性を維持するのに必要なツールを提供します。運用を簡素化してパフォーマンスとセキュリティ
を向上させる最新のイノベーションを組み込んだ HPE iLO により、サーバー環境全体を簡単に管理できるようになります。

HPE iLO5には、内蔵の暗号キーでハードウェアのセキュリティを確保するための国際標準である、TPM（Trusted Platform
Module）が含まれています。また、HPE iLO にはコンピューターのファームウェアを OS に接続するソフトウェアプログラムの
も含まれています。UEFI によって以下が可能になります。
仕様である、UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）
• サーバーブレード単位での電源設定
• 電源の投入 / 切断
• サーバーの性能測定
• 動的な消費電力上限設定
• 資産管理
HPE Moonshot Chassis Manager 2.0 ̶̶ HPE Moonshot に含まれている HPE Moonshot シャーシ管理モジュール
でアクセスできるコマンドラインインターフェイスを
は、SSH か Web ベースの GUI（グラフィカルユーザーインターフェイス）
使用してシャーシとサーバーの稼働状況を管理します。この管理モジュールを使用すれば、HPE

Moonshot 1500システムで
Moonshot シャー
シ管理モジュール2.0は、多数のスクリプト設定で複数の HPE Moonshot System の迅速な導入を可能にする、HPE RESTful
シャーシを構成したり、サーバーの設定を定義したり、ファームウェアをアップデートしたりできます。HPE
インターフェイスツールをサポートしています。この管理モジュールによって以下が可能になります。

• 広範囲に及ぶシャーシ、サーバーブレード、ノード、スイッチの詳細、および稼働状況に関する情報の確認
• シャーシコンポーネント、サーバーブレード、ノード、およびスイッチのファームウェアバージョンの確認やファームウェアの
アップデート

• 全ノードの電力とブート、およびサーバーブレードとスイッチの電力の管理
• HPE Moonshot 1500シャーシのネットワーキングおよびホスト名の設定
• SSL 証明書のセキュリティ、時間、および最大12個のローカルユーザーアカウントの設定
iLO Amplifier Pack ̶̶ iLO Amplifier Pack は、iLO の高度な機能を活用して、迅速な検出、詳細なインベントリレポート、
ファームウェアとドライバーの更新を可能にする、高度なサーバーインベントリ、ファームウェア、およびドライバー更新ソリュー
ションです。iLO Amplifier Pack は、ファームウェアとドライバーを大規模に更新する目的で、サポートされている何千ものサー
バーの迅速な検出とインベントリを実行します。

HPE Moonshot コンポーネントパック ̶̶ この包括的なファームウェアソリューションは、Moonshot システム上でテスト
済みで、圧縮ファイルとして提供されています。これには Moonshot シャーシとそのサーバーブレードのファームウェアをアップ
デートするためのファイルが含まれ、ファームウェアアップデートは iLO Chassis Manager か Moonshot 45Xc スイッチモジュール
のコマンドラインから配備されます。

RESTful API ̶̶ HPE Moonshot シャーシの完全なインベントリの取得、電力の制御、リセット、設定、イベントログの取得な
どが可能になります。この API は、新しいソフトウェアインターフェイスの共通パターンへと移行するインターネットのトレンドに
沿っています。

Intelligent Provisioning ̶̶ HPE ProLiant m750、m510、m710x-L、および m710x サーバーブレードに内蔵されて
いるこのサーバーアシスタンスツールは、使いやすく短時間で導入できます。Intelligent Provisioning にアクセスするには、
サーバーのブートプロセス中に F10を押します。この完全統合型のシステムと OS 構成ツールによってサーバーの設置とセット
アップの手順が減り、サーバーを迅速に導入できるようになります。
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Windows PowerShell® スクリプト ̶̶ これらのスクリプトは、HPE Moonshot Chassis Manager のタスクの制御および
実行機能を強化するとともに、Microsoft 展開ツールと Citrix プロビジョニングサービスの統合オプションを提供します。
詳細については、詳細については、HPE Moonshot 1500 Chassis QuickSpecs をご覧ください。

成功を加速させるサービス
世界中に2万5,000人の IT エキスパートを戦略的に配置している HPE

Pointnext Services は、デジタルトランスフォーメー

ションのあらゆる段階でパフォーマンスの向上、ビジネスの成長、およびコストの削減に貢献します。HPE Pointnext Services
のエキスパートは、次のような点でお客様をサポートします。

• エッジ、人工知能、およびクラウドにおけるお客様それぞれの課題に合致する DX 設計とロードマップ作成
• ソフトウェアとハードウェアの価値を最大限まで高めるソリューションの設計、導入、統合、構成、および推奨のテクノロジーを
活用した最適なソリューションの実現

• 働き方の改革と技術スキルの向上
• IT as a Service の運用と利用 :
– 自動化によって IT チームを日々の面倒な作業から解放
– 新しい革新的な方法で IT を運用して CloudOps を統合し、DevOps 手法を実現することにより、IT 運用を最新化
– SAP HANA®、Microsoft Azure®、マルチベンダーなどの複雑なミッションクリティカルシステム専用のサポートを活用
詳細については、hpe.com/jp/ja/services/pointnext.html をご覧ください。

HPE Moonshot System は、HPE GreenLake を利用することでサービスとして提供できるため、ビジネスニーズに合わせて
柔軟に拡張可能なフレキシブルな消費が実現します。この従量制の革新的なインフラストラクチャサービスは、パブリッククラ
ウドのアジリティと優れた経済性、およびオンプレミス IT のセキュリティとパフォーマンスを兼ね備えており、オンデマンドで
容量を提供します。HPE GreenLake は、IT 組織に次のようなメリットをもたらします。

• 拡張性 ̶̶ 必要に応じて、使用可能な容量を月単位ではなく分単位の時間ですぐにスケールアップできます。
• 成長に合わせた支払い ̶̶ 最小使用量を超えた容量分の料金を支払うだけで済み、ビジネスの成長に合わせた拡張が可能
です。

• リスクの軽減 ̶̶ 重要なワークロードをオンプレミスに置いておくことで IT 部門による管理体制が維持できます。
• 従量制の支払い ̶̶ 先行投資が必要なく、使用量に合わせて料金が変化するため、キャッシュフローとビジネスを整合させて
コスト面の柔軟性を高めることができます。

• オーバープロビジョニングのコストを排除 ̶̶ 最小使用量を超えなかった場合は追加料金が発生しません。
• チームの拡大 ̶̶ HPE GreenLake のサポートチームがお客様のチームの一員として活動し、将来の計画の策定とハイ
ブリッドクラウドの簡素化を支援します。

• 環境の簡素化 ̶̶ 特定の Microsoft Azure® パブリッククラウドサービスを単一のポータル、単一の契約、および単一の請求
書で運用することができます。

• お客様の環境でクラウドのエクスペリエンスを創出 ̶̶ キャパシティ管理、故障修理サービス、およびプロアクティブサポート
が自動化されたプロセスで提供されます。

HPE GreenLake の詳細については、hpe.com/jp/ja/services/flexible-capacity.html をご覧ください。
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Citrix は HPE MOONSHOT の No.1パートナー
さまざまなビジネスニーズに対応する包括的な仮想アプリケーションおよびデスクトップソリューションを提供できるのは Citrix
だけです。IT コストを削減すると同時に場所を問わない柔軟なワークスタイルを実現します。Citrix ソフトウェアソリューション
（パブリック、オンプレミス、または
を搭載する HPE Moonshot なら、先進的なデジタルワークスペース内でどのようなクラウド
ハイブリッド）
からでも、Windows、Linux®、および Web ベースのビジネスアプリケーションや完全な仮想デスクトップを提供
できます。

HPE MOONSHOT で実行されることが
最適なさまざまなワークロード
ハイパフォーマンスコンピューティング
（HPC）
とビッグデータのワークロード
フォーミュラ1レースカーチームでは、空力性能を最適化することが 最大の関心事です。CFD（数値流体力学）
シミュレー
ションが空力研究の重要な要素です。Alfa

Romeo Sauber F1 チームは、CFD シミュレーションの回数を増やして車体
の空力性能を向上させ、レースでの競争力を高めるために、HPE Moonshot HPC サーバークラスターをベースとする
スーパーコンピューティングソリューションを使用しています。詳細については、h20195.www2.hpe.com/v2/getmobile.
aspx?docname=a00048382enw（英語）にあるケーススタディをご覧ください。

メディア処理
容量が増大し続けるメディアを増加し続ける台数のデバイスに、場所を問わずオンデマンドで提供することが IT に求められて
います。HPE

Moonshot

の内蔵 GPU、高密度、および高いスループットは、革新的なソフトウェアプロバイダーとの強力な

パートナーシップとの相乗効果で、動画ビジネスとメディアビジネスのパフォーマンスを飛躍的に向上させます。HPE

Moonshot

メディア処理サーバーなら、市場における需要の増大に対応し、運用コストを削減するとともにビジネスニーズに応じて拡張する
ことが可能です。詳細については、https://www.hpe.com/jp/ja/servers/media-moonshot.html をご覧ください。

従量制の条件で HPE MOONSHOT を消費する
HPE GreenLake は、ハードウェア、ソフトウェア、およびオンプレミスの専門知識から成る IT 基盤を従量課金モデルで提供
するサービスです。2
現在必要とされる HPE Moonshot の容量からスタートして、アクティブな容量管理と使用量に基づいて変動する従量制の月額
料金によりビジネスニーズに合わせて拡張することで、オーバープロビジョニングを回避します。ここに含まれるサービスは、

IT の負担を軽減するのに役立ち、IT スタッフがビジネス価値の提供に専念できるようになります。

2 hpe.com/GreenLake
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HPE MoonshotとCitrix 仮想アプリケー
- アプリケーション

ション / デスクトップ

仮想化と仮想デスクトップインフラストラク
チャで現実の課題を解決

Citrix

は、デバイスや場所を問わない

作業者の生産性の向上をサポートする、
業界をリードするアプリケーションおよ
びデスクトップ仮想化の標準です。HPE

Moonshot 上で動作する Citrix 仮想アプ
リケーションおよびデスクトップソリュー
ションは 、次のような理由から今日のモバ

HPE GLOBAL IOT INNOVATION LABS
HPE Moonshot のエキスパートと連携
お客様、パートナー、および HPE 間のコラボレーションを促進する目的で設立された HPE

Global

IoT Innovation Labs では、カスタム IoT（モノのインターネット）やエッジツークラウドテクノロジー
/ ソリューションの概念実証設計とテストを行えます。HPE Global IoT Innovation Labs のメン
バーは、オンサイトまたはセキュアなネットワーク接続を通じてリモートでテストを支援するための
専門知識とテクノロジーを有しています。

イルエンタープライズにとって賢明な選択

HPE Global IoT Innovation Labs では、スマートシティ、IIoT（産業用モノのインターネット）製造、

肢と言えます。

スマートヘルスケア、スマートリテール、メディア処理、メディア配信、電気通信、リモート仮想デスク

• セキュリティの強化 -

ユーザーの場所と

デバイスのプロパティに基づいてインテ
リジェントにセキュリティポリシーを適用

トップ、軍用アプリケーションなどの幅広い IoT ソリューションの検証と構築が可能です。
詳細については、hpe.com/info/IoTlab
（英語）
をご覧ください。

することでセキュリティを強化し、ファイ
アウォールやポートロックといった従来
の手法を超える成果を実現します。

• コストの削減 - 高額な共有ストレージへ

詳しくはこちら
hpe.com/jp/moonshot

の依存を減らす、コスト削減効果の高い
強力なシンプロビジョニングテクノロジー
を提供することでコストを削減します。

• モビリティの向上 - 非常に要求の厳しい
アプリケーションであっても、他 のソ
リューションを超えるスピードでアプリ
ケーションを起動することでモビリティ

インテル ® Xeon® E プロセッサーを搭載した HPE Moonshot は、データを保護し、重要なビジネスソフト
ウェアソリューションをホストするための信頼性が高く、常に利用可能なソリューションを提供しながら、
成長に向けた賢明な投資です。

を向上させます。

• IT 環境の簡素化 -

最新インテル ® Xeon® E-2200 プロセッサー

強力なアプリケー

ション移行および改善分析ツールである

強化された安全なクラウドサービスのための高度なセキュリティ

AppDNA と AppDisk を統合すること
で IT 環境を簡素化します。AppDNA

インテル ®

は、互換性テスト、問題修復、および

Xeon® E プロセッサーは、インテル ® ソフトウェアガードエクステンション（インテル ® SGX）と
呼ばれる高度なセキュリティテクノロジーを備えています。インテル ® SGX で強化されたソフトウェアは、

移行の時間を短縮することが証明されて

アプリケーションコードとデータを開示または変更から保護し、クラウドサービスのワークロードとアプリ

います。

ケーションのセキュリティを強化します。開発者は、インテル ®

SGX を使用して、アプリケーションをメモリ

内の保護された実行領域に分割し、プロセッサーが強化されたエンクレーブと呼ばれ、危険にさら
されたプラットフォームでもセキュリティを強化できます。インテル ® SGX を搭載したインテル ® Xeon® E
プロセッサーを既存のデータセンターインフラストラクチャと組み合わせて使用して、ワークロードまたは
サービスで使用されているアプリケーションまたはデータの最も機密性の高い部分を保護できます。
インテル ®

Software Guard Extensions（インテル ® SGX）と Secure Enclaves を搭載したインテル ®
Xeon® E プロセッサーの詳細については www.intel.com/sgx をご覧ください。

お問い合わせはこちら

インテル ® Xeon® プロセッサー搭載

カスタマー・インフォメーションセンター

0120-268-186
（または03-5749-8279）

Call

月曜日〜金曜日 9：00 〜 19：00

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、および5月1日お休み）

© Copyright 2013–2016, 2018–2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP.
記載内容は予告なしに変更する場合があります。Hewlett Packard Enterprise の製品及びサービスの唯一の保証は、各製品
及びサービス に添付されている保証書に明記されています。いかなる条項も付加的な補償を設定するものとして解釈される
べきではありません。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。Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および / または
その他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国に
おける登録商標あるいは商標です。Microsoft、Windows、Azure および PowerShell は、米国 Microsoft Corporation の、米国
およびその他の国における登録商標です。SAP、SAP ロゴ、HANA、その他の SAP 製品は、SAP SE のドイツおよびその他の国
における商標または登録商標です。すべての第三者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

JPC13791-03、記載事項は個別に明記された場合を除き2020年3月現在のものです。

