
エッジからクラウドまでお客様の成果を促進する 



私たちの世界は、つながりや刺激を与え、活性化するテクノロジーによって急速に変化し
ています。これは当社の創業者が 80 年前に思い描いていた世界であり、当社は可能性を
再認識し、次の時代への歩みを加速させ続けています。

お客様は毎日、HPE の目的を体現する新しいソリューションを世界に提供しています。 
当社の目的とは、お客様の可能性を最大限に引き出すエンジニアリング体験によって、 
人々の暮らしと仕事のあり方を向上させることです。

本書は、お客様の取り組みとその成果を紹介する事例集です。世界のニーズを満たすネッ
トワークエッジ、患者の治療を向上させるクラウドトランスフォーメーション。レーシングカー
にその限界を突破させるビッグデータイニシアチブ、あるいはサービスとしての行政運営を
行う都市。当社のお客様は、当社の技術とソリューションによって夢を現実に変えています。
本書ではこのようなストーリーを皆さんと共有いたします。

お客様は当社の意欲の源泉です。より良い経験と影響力の高い成果を生み出すというお客
様の絶え間ない努力が、当社のイノベーションを推進します。本書の編纂にご協力いただ
いたすべての皆様に感謝いたします。 
これらのストーリーから何らかのヒントを見つけていただければ幸いです。

JIM JACKSON  
ヒューレット・パッカード エンタープライズ最高マーケティング責任者
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Aruba 社 ( ヒューレット・パッカード エンタープライズカンパニー )

その他の関連情報

デジタル世界のゲームチェンジャー 1
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エッジのエクスペリエンスを
再定義



デジタル世界はエッジでのイノベーションによって推進さ
れています。そこでは、企業が人や場所、モノと交差し、
ハイパーコネクトされた世界で新たな可能性を生み出し
ています。エッジとは、お客様が新しい情報源から一瞬で、 
しかもより正確かつタイムリーに新しいインサイトを捉え
ることができる場所を言います。エッジとはあらゆる業界
のエクスペリエンスと業務を再定義するものであり、 
今まさに 何かが起こっている場所なのです。
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ユースケース 

• テクノロジーを通じた人材開発とビジネスの改善

• 膨大な量のパフォーマンス測定データを収集すること
で確かな判断を可能に 

• デジタルトランスフォーメーションの基盤を構築 

必要条件

• 高速かつ信頼性の高い、安全なネットワークの構築

• リアルタイムで選手の生体データ、位置情報、 
および 4K 動画を取得して活用

• 150TB の選手データを分析用に格納 

解決方法

HPE Pointnext がデジタル変革の真っ只中にある Ajax に
助言を行いました。HPE Synergy、HPE 3PAR、そして
Aruba ネットワークがデータを取得し、リアルタイムで活
用することで、選手のトレーニングの方法を変革します。

成果

• フィールドでトレーニングを行いながら、リアルタイム
で動画分析を公開

• 選手の怪我を最小限に抑えると同時に競争力の高い
パフォーマンスを実現 

• 選手の測定データに基づいて最善の判断が可能に

その他の関連情報

ビデオ : 勝利を目指すイノベーション : HPE とアムステ
ルダムのサッカークラブ Ajax

勝利を目指すイノベーション 

Ajax のユースアカデミーは世界にその名を轟かせていま
す。Ajax は、若い選手を優秀なサッカー選手に育成する
という目的を掲げ、データベース型アプローチを活用す
る方向に舵を切りました。

4 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

エッジ

 

スポーツとエンターテ

イメント 

 

オランダ

https://www.youtube.com/watch?v=fvqiD6NPz0k
https://www.youtube.com/watch?v=fvqiD6NPz0k


「選手の測定データを収集し、

適切なテクノロジーを使用す

れば、ヘッドコーチが最善の

判断を下すための基礎となり

ます。」

– MAX RECKERS 氏 

アムステルダムのサッカークラブ AJAX 

パフォーマンステクノロジーコンサルタント 

5



ユースケース 

• 顧客への安定したエネルギー供給を確保

• デジタルでのモバイルカスタマーサービスを提供

• 停電の防止を視野に入れ、停電やその期間を最小限
に抑制

必要条件

• 業務の完全デジタル化への移行

• IoT を通じてデータをあらゆる意思決定に活用

• 顧客に高度なエネルギー監視サービスを提供

解決方法

CenterPoint 社は各社の分析ソリューションを評価検討し
た上で、HPE に HPE ConvergedSystem 900 for SAP HANA®
の展開を依頼しました。

成果

• 毎日 2 億 2,100 万個の電力計を自動で読み取 
り可能に

• 停電の検出と解消までにかかる時間を短縮

• 停電の減少と安全性の向上による顧客満足度の改善

主なパートナー企業

• SAP®

その他の関連情報

お客様事例 : データ活用によるスマートエネル
ギーの推進

ビデオ : CenterPoint Energy 社と HPE が協力して未来の
スマートエナジーグリッドを提供

データ活用によるスマート 
エネルギーの推進

CenterPoint 社は、石油大国である米国の中心地から
28 州のエネルギー需要に対応し、230 万の顧客に 
電力を供給しています。

6 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

エッジ

 

エネルギー

 

米国

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=A00001663EEW
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=A00001663EEW
https://www.youtube.com/watch?v=nZmnCayYazQ
https://www.youtube.com/watch?v=nZmnCayYazQ
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=A00001663EEW


「今では、さまざまなデータ

入力を瞬時に確認し、潜在的

な停電発生を検知することで、

停電を未然に回避することが

可能になりました。」

–  STEVEN PRATT 氏 
CENTERPOINT ENERGY 社 

最高技術責任者
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ユースケース 

• 測定プロセスの改善によりガス輸送パイプラインを 
最適化

• 新しいデータプラットフォームの構築により運転およ
び保守費用の削減 

• パイプラインのデータを分析することでセキュリティを
改善し、保守計画を立て、需要を予測

必要条件

• IoT アーキテクチャーによりリアルタイムのエッジデー
タを収集

• パイプラインの管理と制御をリアルタイムで実現

• 更新と新しいリリースを自動でリモート配信

解決方法

Enagás 社は Smart Energy Assets 社という子会社を設立
し、機械学習アルゴリズムと HPE Edgeline コンバージド
エッジシステムの組み合わせを通じて IoT を活用し、 
安全性、セキュリティ、収益性の改善を図りました。

成果

• 1 時間あたり 3 億 5,200 万の測定データを収集

• 正確に需要を予測し、セキュリティを高め、問題を 
未然に防止

• 新しいソフトウェアを積極的に展開し、人手による 
労力を最小限に

その他の関連情報

ビデオ : Enagás 社と HPE: エッジデータでグリッドの容量
と信頼性を最適化

エッジデータによるエネルギー供給の
最適化

Enagás 社はスペイン最大規模の天然ガス輸送業者です。
12,000km のパイプライン、地下貯蔵施設、再ガス化拠点
を欧州および中南米全体に展開しています。

8 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

エッジ

 

エネルギー

 

スペイン

https://www.youtube.com/watch?v=FYOqVRdtOcA
https://www.youtube.com/watch?v=FYOqVRdtOcA


「リアルタイムでエッジデータ

を収集して分析することが、

当社の課題を解決するため

の唯一の方法でした。今では

独自のテクノロジープラット

フォームを作成することがで

き、非常に満足しています。」

–  CESAR CORACHAN 氏 
ENAGÁS 社 

最高技術責任者
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ユースケース 

• インダストリアル IoT (IIoT) を活用

• 定期計画保守作業の間に不具合部品を特定して交換

• 顧客の製造ラインで、想定外のコストがかかる停電の
発生を回避

必要条件

• 温度、湿度、振動などのデータを取得 

• 継続的な予測分析を実行するシステムにデータをリア
ルタイム送信

• IIoTの要件を満たすためにレガシーSAPアプリケーショ
ンをアップグレード 

解決方法

Kaeser 社は、組織全体の新しいビジネスプロセスを整
理し、サプライチェーンマネジメントを改善し、ビッグ
データ分析の持つ力を活用するため、HPE サーバー上
で実行中の SAP HANA をアップグレードしました。

成果

• 計画外のシステムダウンタイムと、コストのかかる 
緊急サービス時の訪問対応を 60% 削減

• 停電リスクをより正確に予測し、在庫管理の効 
率を改善

• 故障修理費用を年間推定 1,000 万米ドル削減し、 
その分ビジネスイノベーションへの再投資が可能に

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : 重機プロバイダーがインダストリアル
IoT を使用して顧客のダウンタイムを 60% 削減

インダストリアル IOT を使用した 
顧客のダウンタイムの削減 

Kaeser Kompressoren 社は圧縮空気システムと関連サービスを提供
する世界有数のメーカーです。ドイツに 2 つの製造拠点を置き、
その顧客はほぼすべての業界に広がります。

 

エッジ

 

製造

 

ドイツ

10 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国:

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00001469ENW
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00001469ENW
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00001469ENW


「リアルタイムの詳細かつ有益

な情報を迅速に得られるよう

になり、グローバルサプライ

チェーンの効率的な管理が可

能になりました。その結果、

顧客満足度を最適化すること

ができました。」 

–  FALKO LAMETER 
KAESER KOMPRESSOREN 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 可能な限り迅速かつ費用対効果の高い方法で、革新
的設計を発明、テスト、実装

• 数値流体力学 (CFD) および風洞試験のデータを活用

• 何百万回ものシミュレーションを実行し、1 週間に 
最大 50TB もの CFD データを生成

• 走行テストデータを収集、分析し、それに基づいた戦
略をドライバーに伝え、レース当日にリアルタイム 
に判断

必要条件

• ワークロードに対応できる規模のハイパフォーマンス
コンピューティングシステム

• コース脇で、車載センサーから得たデータを収集、 
分析、視覚化

• デバイスの稼働状況とパフォーマンスを一元的に表示 

解決方法

チームは、HPE Apollo 6500 プラットフォームを導入して
モデリングとシミュレーションに対応しました。ピットで
の計算の効率化に向け、HPE Pointnext サービスが 16
台のデバイスとそのワークロードを 1 台の HPE Edgeline
システムに統合しました。

成果

• サーキットを疾走するドライバーを後押しする最新テク
ノロジー

• 特定のコース、特定の条件下でのレーシングカーのパ
フォーマンスについて、より詳細なインサイトを獲得

• 情報に基づいた一瞬の判断で表彰台に

その他の関連情報

お客様事例 : ビッグデータの高速処理

ビデオ : メルセデス AMG ペトロナスモータースポーツ
に不可欠な IT スピード

ビッグデータの高速処理

メルセデス AMG ペトロナスモータースポーツチームは、2014 年
から 2018 年にかけ毎年連続してドライバーズチャンピオンとコン
ストラクターズチャンピオンを獲得してきました。

12 デジタル世界のチェンジメーカー

ソリューション: 

エッジ

業種: 

スポーツとエンターテ

イメント

国: 

英国

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00078619enw
https://www.youtube.com/watch?v=Ox3Y1tcK9uI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ox3Y1tcK9uI&feature=youtu.be
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00078619enw


「レースのある週末ごとに、

我がチームとしてのカーレー

スのコンディションを最適化

する必要があります。この作

業は、優れたパフォーマンス

の実現には欠かせません。 

そのために、HPE のテクノロ

ジーが必要となるのです。」

–TOTO WOLFF 氏 

メルセデス AMG ペトロナスモータースポーツ 

チームプリンシパル兼 CEO
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ユースケース 

• IoT とハイパフォーマンスコンピューティングを組み合
わせた新しいデジタル農業研究プログラムの立ち上
げ

• 研究者が植物、農業、栽培技術を研究できる 1,408 
エーカーの農場施設を整備 

• 研究者がデータから最大級の価値を獲得 

必要条件

• 農場でのデータの自動収集と高性能なコンピューティ
ングリソースを連携

• 農場での研究に対応可能な高耐久システム

• 何か起こったら迅速に対応できるように農場データを
リアルタイムに視覚化 

解決方法

Aruba ワイヤレスネットワーク、オンサイトの HPE 
Edgeline IoT システム、キャンパスの HPE Apollo 4000 を
連携させることで、画期的な農業研究が可能になりま
した。

成果

• 画期的な科学研究に対応し、ACRE 施設の管理効率を
改善

• データをリアルタイムで追跡し、実験を迅速に準備 
して実行することで、さまざまな可変要素の影響を 
テスト

• 農場の測定の信頼性が高まり、研究成果の向上が 
可能に

主なパートナー企業

• Cloudera

• Micro Focus

• American Digital Corporation

その他の関連情報

お客様事例 : 世界の飢餓と闘うことを約束

ビデオ : パデュー大学農学部と HPE: エッジデータ分析
を使用して食糧問題に取り組む

世界の飢餓と闘うことを約束 

1869 年創立のパデュー大学農学部は、同大学で上
位 10 位に入る専攻課程であり、農業、食品、天然
資源の科学分野で世界をリードしています。

14 デジタル世界のチェンジメーカー

ソリューション: 

エッジ

業種: 

高等教育

国: 

米国

https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/documents/a00075000-5999/a00075360/a00075360enw.pdf
https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/products/data-storage-hybrid-cloud/data-availability-protection-and-retention/9eb96c7a-7f14-492a-9c7e-c0acee7368a4/purdue-university-college-of-agriculture-and-hpe-feeding-a-planet-using-data-analytics-at-the-edge/video/
https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/products/data-storage-hybrid-cloud/data-availability-protection-and-retention/9eb96c7a-7f14-492a-9c7e-c0acee7368a4/purdue-university-college-of-agriculture-and-hpe-feeding-a-planet-using-data-analytics-at-the-edge/video/
https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/documents/a00075000-5999/a00075360/a00075360enw.pdf


「HPE と Aruba のソリューショ

ンにより、科学的調査を短

期間でテクノロジーに転換で

きます。これは食品の安全

性と世界中の人々の生活向

上につながります。」

– RICHARD GRANT 氏 

パデュー大学農学部 

農学研究科教授
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ユースケース 

• 3 万平方メートルの主要な展示ホールに堅牢な Wi-Fi
を設置 

• 顧客の期待に応え、競争力を高めるため、会場を 
最新化

• オーストラリア最大規模の見本市や展示会などに対応

必要条件

• 高速ダウンロードを実現する全面的な高密度 Wi-Fi カ
バレッジ

• ユーザーの連絡先情報とネットワークの 
利用データを取得する機能

• キャッシュレス環境、IPTV、デジタルサイネージ、 
スタジアムアプリケーションなどのイノベーション用プ
ラットフォーム 

解決方法

HPE Pointnext サービスおよび Aruba が他の新しいテクノ
ロジーのプラットフォームとして Wi-Fi を設置し、競争力
強化に向けて 5 年間のロードマップに着手

成果

• 今後 10 年間で 30 ～ 40% の収益増加の見込み

• 顧客満足度の向上と競争性の強化

• ダイレクトメール、広告、その他のプロモーション 
活動に対応

• 同州に 6,000 ～ 7,000 万豪ドルの経済効果

主なパートナー企業

• ARA Electrical

その他の関連情報

お客様事例 : Sydney Showground、意欲的な開発計
画を Wi-Fi で支援

SYDNEY SHOWGROUND、 
意欲的な開発計画を WI-FI で支援 

Royal Agricultural Society (RAS) of New South Wales は、オースト
ラリアの農業の発展と地域コミュニティの支援を目的とした 
非営利組織です。Sydney Showground は、この組織が運営する
商業イベント会場です。

16 デジタル世界のチェンジメーカー

ソリューション: 

エッジ

業種: 

スポーツとエンターテ

イメント

国: 

オーストラリア

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00076387eew
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00076387eew
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00076387eew


「Wi-Fi のユーザー層、 

利用状況、ピークタイムを

把握しています。」

–  DARRYL JEFFREY 氏 
SYDNEY SHOWGROUND 

最高業務執行責任者

17



ユースケース 

• エッジソリューションと IoT ソリューションを今日の 
世界に適用し、無限の可能性を実現

• 騒音公害の低減、自然言語処理、 
大気質と交通量の監視

• スマートシティでの市民とのつながり

必要条件

• クラウドに似た機能を小型化してエッジデバイス 
または IoT デバイスに搭載

• エッジアプリケーションの信頼性を確保するため、 
強固なハードウェアソリューションを実現

• 流通の幅を広げ、世界中に展開 

解決方法

HPE OEM とのパートナーシップの締結により、SixSq 社
のエンジニアは Edgeline 製品ラインにアクセスできる 
ようになりました。SixSq 社の製品は Edgeline ポートフォ
リオすべてに互換性があり、あらゆる規模の展開に対
処することができます。

成果

• 頑強なソフトウェアソリューションを、同程度の信頼性
のあるハードウェアプラットフォームと連携

• 20 年間のプロジェクトにもかかわらず、 
ROI は 2 ～ 3 年

• HPE のサポートにより世界中の市場に展開 

その他の関連情報

ビデオ : SixSq 社とヒューレット・パッカード エンタープ
ライズの OEM - 未来のスマートシティの構築

未来のスマートシティの構築

SixSq 社はソフトウェアの専門家集団であり、スマートシティ 
から宇宙研究まで、あらゆるものに活用できるエッジソリューショ
ンを構築しています。彼らのソリューションは、HPE OEM プロ 
グラムを通じて、HPE ハードウェア上で提供されています。

 

エッジ

 

ソフトウェア

 

スイス

18 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国:

https://www.youtube.com/watch?v=bUpo92404i4
https://www.youtube.com/watch?v=bUpo92404i4


「ごく小さなデバイスから、 

スマートシティのアプリケー

ション、さらにはエッジでの

ビッグデータ分析まで実現で

きます。」

–  MARC-ELIAN BÉGIN 氏 
SIXSQ 社最高経営責任者兼共同創業者

19



ユースケース 

• IoT を活用して業界をサポートし、さまざまな側面から
暮らしの質を改善

• LED ( 発光ダイオード ) を使用した Smart Plant の実証
実験を実施

• センサー、光デバイス、Web カメラから植物の栽培
関連のデータを収集して分析

必要条件

• エッジ処理を提供して遅延やデータ破損を防止

• 大量のデータを迅速に取得し、整理

• ほとんどの企業やグループにとって設置、実装、 
使用がしやすく、コスト効率の高いソリューション

• 耐久性が極めて高く、小規模な産業施設での運用に
適したソリューション 

解決方法

産業現場で大量データを生成して分析するシステムに
は、コスト抑制と同時に優れたスピード、さらに高い 
柔軟性と耐久性が求められます。HPE Edgeline GL20 
はこうした必要条件をすべて満たしています。

成果

• IoT を活用した安定した植物の生産を達成 

• イチゴを種から栽培し、収穫期間を通常よりも 1.4 か月
短縮

• 気候や場所の影響を受けずに高品質な作物の栽培が
可能に

• 健康志向で農薬を使用しない社会の実現に貢献

主なパートナー企業

• Intel®

その他の関連情報

お客様事例 : スタンシステムがシンプルで高速か
つ高性能なエッジコンピューティングを実現

スタンシステムがシンプルで高速かつ 
高性能なエッジコンピューティングを
実現

日本のスタンシステムは、広範囲にわたる ICT 
ビジネスソリューションを開発しています。同社は、
徳島県が運営する LED 植物工場のための Smart 
Plant の実証実験を行っています。

20 デジタル世界のチェンジメーカー

ソリューション: 

エッジ

業種: 

ITサービス

国: 

日本

https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00061454enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00061454enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00061454enw


「植物工場のメリットは、気候

や場所の影響を受けることな

く、高品質な作物の栽培が可

能になり、健康志向で農薬を

使用しない社会の実現に貢献

できることにあります。」

– ATSUSHI MANABE 氏 

スタンシステム株式会社 

最高執行責任者
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ユースケース 

• 従業員の安全性、生産能力、資産管理の強化のため
に IoT を活用

• IT と OT を統合することで、インテリジェント工場の 
ビジョンを実現

• 5 つのソリューションフレームワークをサポート : 予測
メンテナンスと分析、センサーとしてのビデオ、従業
員の安全性とセキュリティ、コネクテッドワーカー、 
資産保全管理

必要条件

• ユビキタスなエッジツーコアの接続性 

• 実用的かつ有益な情報をリアルタイムに取得できる
エッジ分析

• 高耐久テクノロジーと厳格な安全基準 

解決方法

産業用 IoT (IIoT) のデジタル基盤、セキュアな Aruba 
ワイヤレスメッシュネットワークの展開、およびコンピュー
ティングとネットワーキングをキャビネット単体に統合す
る HPE Edge Center ソリューション。

成果

• 従業員の安全性、施設の状態監視、予測メンテナン
スを自動化

• 従業員がより迅速に対応し、価値の高い活動に注力

• 人材確保や新しいビジネスの展開 

• 保守費用の節約と生産稼働時間の増大を通じた収益
改善

主なパートナー企業

• Allied Reliability
• CB Technologies
• Deloitte
• Flowserve
• Guardhat
• Hewlett Packard Labs
• Intel®

• National Instruments
• OSIsoft
• PTC
• RealWear
• SparkCognition

その他の関連情報

お客様事例 : エッジでのデータ分析で私たちの世
界を作り上げる化学をサポート

エッジでのデータ分析で私たちの
世界を作り上げる化学をサポート 

テキサスで石油化学製品の処理および製造を行う
Texmark Chemicals, Inc. は、世界各国の多くの主要化学メー
カーに特殊品や大量の化学物質の受託製造サービスを
提供しています。

ビデオ : Texmark 社 : エッジコンピューティングで
最先端の精製所を構築

ビデオ : HPE およびエコシステムパートナー : 
Texmark 社が最先端の精製所を構築

22 デジタル世界のチェンジメーカー

ソリューション: 

エッジ

業種: 

エネルギー

国: 

米国

https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00079313enw
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00079313enw
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00079313enw
https://www.youtube.com/watch?v=6U-uSN8ErIw
https://www.youtube.com/watch?v=6U-uSN8ErIw
https://www.youtube.com/watch?v=SHffcc1que4
https://www.youtube.com/watch?v=SHffcc1que4


「この革新的な IIoT テクノロ

ジーにより、当社の安全性と

競争力はもとより、あらゆる

能力を高めることが可能に

なります。」

– DOUG SMITH 氏 
TEXMARK CHEMICALS 社 

最高経営責任者

23



ユースケース 

• セキュリティ業界のパートナーのネットワーク向けに、
ターンキーアプライアンスを構築

• 事前設定済みのソリューションを提案し、リスクと複雑
さを低減

• インテグレーターによるビデオ監視ソリューションの 
展開を加速

必要条件

• ビデオ監視専用のハードウェアプラットフォームを実現

• 小規模から大規模の監視システム展開の要件に対応 

• 世界中にソリューションを展開し、各地で 24 時間年
中無休のサポートを提供

解決方法

VENZO Secure 社は、HPE ProLiant、HPE Edgeline および
HPE Apollo システムに基づいたタスク特化型の一体型 
アプライアンスを提供し、世界中でサポートを展開するた
め、HPE OEM とパートナーシップを締結しました。

成果

• 拡張性に優れた適切な規模のソリューションを顧客の
現場に提供し、24 時間年中無休の製品サポートを 
実現

• 新しいソリューションの市場投入までの時間を短縮

• パートナーのサポートとアドバイスによりビジネスの 
成長を強化

主なパートナー企業

• Milestone Systems

その他の関連情報

お客様事例 : VENZO Secure 社、HPE OEM でセキュ
リティをシンプルに

VENZO SECURE 社、HPE OEM で 
セキュリティをシンプルに 

VENZO Secure 社は、複雑なビデオ監視システムの
実装と管理という課題にパートナーが対処できる
ようにすることを主要な目標として、熱意を持って
取り組んでいます。

24 デジタル世界のチェンジメーカー

ソリューション: 

エッジ

業種: 

ビデオ監視

国: 

デンマーク

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00061666enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00061666enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00061666enw


「当社は、コアからエッジまで、

小規模から大規模の監視シス

テムの展開要件を満たす専用

HPE 監視ソリューションを幅

広く提供しています。」

–ADRIAN ADOLFSSON 氏 
VENZO SECURE 社 

最高業務執行責任者
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26

クラウドでイノベーションを 
促進



クラウドへの移行で重要なことは、ビジネス上の成果
を第一に考えることです。クラウドは目的地ではなく、
エクスペリエンスを提供するものだからです。組織が
必要なときに、必要な場所でリソースに容易にアクセ
スできるようにするものです。また、インフラストラク
チャーの速度ではなく、ビジネスの速度で実行できる
機動性があります。現在および将来のアプリケーショ
ンとデータに最適な組み合わせはどのようなもので
しょうか。クラウドの導入を通じた変革により、当社
のお客様はイノベーションを促進し、その顧客やエン
ドユーザーに日々新しい価値をもたらしています。

27



ユースケース 

• 4,000 校の学校をカバーする国内の教育用クラウドを
サポート

• 2,000 台の仮想マシンを維持管理

• 拡大を続ける顧客の需要に常に対応

必要条件

• パワフルかつアジャイルなクラウドプラットフォームを 
実装

• 重要な教育用ワークロードに必要なパフォーマンス、
能力、効率を提供 

• ソリューションを支える効果的なサポート

解決方法

BI 社はイスラエル教育省から教育用クラウドの管理契
約を受注し、現在と将来のどちらのニーズも満たす 
理想的なプラットフォームである HPE Synergy 上でクラウド
を運用しています。

成果

• 現在および将来の教育ニーズに対応する、頼れ 
るプラットフォームを実現

• 安全で管理しやすく、適応能力の高い優れたパフォー
マンスを達成

• 数千人もの子供たちにオンライン学習を提供

その他の関連情報

お客様事例: Bezeq International、イスラエルの4,000
校の学校でクラウドプラットフォームを管理

何千人もの子供たちが HPE SYNERGY が 
開発した学習方法を活用 

Bezeq International (BI) 社はイスラエルを代表するインター
ネットサービスプロバイダーであり、市場最大の成長率を
誇ります。

28 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

クラウド

 

ITサービス/教育 

 

イスラエル

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a50000107enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a50000107enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a50000107enw


「最初から HPE はこのプロ

ジェクトの有力候補であり、

パートナーを組んでからは 

私たちとの関係性もより強固な

ものとなりました。」 

–  GAVRIEL MAGILNER 氏 
BEZEQ INTERNATIONAL 社 

プライベートクラウドマネージャー
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ユースケース 

• 共通の電子医療記録システムの作成

• 地域および全国での採用に向けた優れたソリューショ
ンの構築

• いかなる状況でも動作する高可用性サービスを実現

必要条件

• ピーク時の可用性と信頼性を達成するためのアプリ
ケーションの最適化

• セキュリティおよびガバナンスの基準に照らし合わせ
て提供方法を評価

• 医療システムに最高のパフォーマンスと経済性を提供

解決方法

HPE Pointnext Services コンサルタントと相談し、 
IT をインフラストラクチャービジネスからソリューション
イノベーターに変えるハイブリッドクラウド戦略を創出 
しました。

成果

• 新しいアプリケーションや機能の市場投入までの期間
を短縮

• 物理的なインフラストラクチャーや管理への依存を撤
廃

• 保健局の医療ソリューションを幅広く導入してもらうた
めの新たな機会の創出

その他の関連情報

お客様事例 : 医療のヒーロー : 混乱の渦中におけ
る医療

ビデオ : カンタベリー地区保健局 : クラウド導入を通じ
た医療の変革

医療のヒーロー : 混乱の渦中に
おける医療

カンタベリー地区保健局は、ニュージーランドに住む 50 万人以上の人々
の保健衛生を担当しています。スタッフの数は 1 万人を超え、ニュージー
ランド南島最大の雇用主でもあります。そのサービスを見直して再構築す
る中で、カンタベリー地区は世界規模でイノベーションをリードするように
なりました。

30 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

医療

 

ニュージーランド

  

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00088361enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00088361enw
https://youtu.be/ycjeV_uMiqg
https://youtu.be/ycjeV_uMiqg
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00088361enw


「これは IT プログラムではな

く、ビジネスを変えるプログ

ラムだと考えています。」 

–  STELLA WARD 氏 

カンタベリー地区保健局 

最高デジタル責任者
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ユースケース 

• E ヘルス、IoT、管理サービスを通じて医療従事者と 
クライアントのニーズに対応

• 医療記録と治療計画へのアクセス、および助成金を
得るための適切な報告

• Office 365® など、一部のサービスにクラウドを採用 

• 医療従事者およびスタッフに 2,000 台の仮想デスクトッ
プサービスを提供

必要条件

• IT サービスの一元管理により、組織の成長に合わせ
て効率を改善 

• 約 80% のワークロードをオンプレミスで、20% をクラウ
ドで実行

• コンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを
仮想化する柔軟性

解決方法

Carante Groep 社は、HPE Synergy のコンポーザブルイン
フラストラクチャーを活用して、ソフトウェア デファイン
ド データセンターを構築し、よりシンプルでアジャイル
な IT を実現しました。

成果

• ワークロードをオンプレミスにもクラウドにも簡単に
配置可能

• 必要に応じて容易に拡張可能 

• リソースの活用度に関する詳細な情報を入手し、 
将来の要件を予測可能に

• 医療従事者とクライアントに最高のサービスを提供す
ることに集中

その他の関連情報

お客様事例 : HPE Synergy、専門的な医療ケアを提
供する Carante Groep 社で柔軟性を実現

専門的な患者ケアを柔軟に提供

Carante Groep 社は、オランダ全土に広がる専門医
療プロバイダーのネットワークです。

32 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

医療

 

オランダ

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059238enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059238enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059238enw


「Synergy を使うことで、ワー

クロードをオンプレミスにもク

ラウドにも簡単に配置可能に

なりました。私たちにとっては、

タスクごとに規模を調整でき

ることも非常に重要です。」 

–  ANDRE AAN DE WERKEN 氏 
CARANTE GROEP 社 
IT コンサルタント
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ユースケース 

• 顧客からの要求により効率的に対応するため、 
ハードウェアの実装を簡素化

• クライアントへの最高のテクノロジーソリューションの
提供を加速

• 製造、小売、金融などの業界の顧客に適したコン
ピューティング能力を提供

• 複数テナントでホステッドプライベートクラウドを実行

必要条件

• 顧客ごとに異なる要件に合わせたテクノロジー構成を
採用

• リモートで環境を構成し、キャパシティを管理

• コンピュート環境の展開および再展開用のテンプレー
トを必要に応じて作成

• ワークロードが増える期間にはキャパシティを拡大し、
落ち着いたら元に戻す

解決方法

Edafio 社は、社内業務と、顧客へのホステッドプライ
ベートクラウドソリューションの提供のために、HPE 
Synergy コンポーザブルインフラストラクチャーを採用
しました。

成果

• 顧客の要求に対するデリバリに要する時間を数週間か
ら数時間に短縮

• 顧客向けのあらゆる種類のインフラストラクチャーを
IT が動的に組み替え可能に

• 30:1 のデバイス管理削減により、IT プロセスを簡素
化

• ハードウェア管理に必要なスタッフ数の 60% 以上の削
減を実現

主なパートナー企業

• Intel®

その他の関連情報

お客様事例 : HPE Synergy により、ホステッドテク
ノロジーソリューションのデリバリを簡素化

コンポーザブルインフラストラク
チャーが IT を簡素化し、顧客への
対応を加速

コンサルティング企業でありクラウドホスティングプロ
バイダーである Edafio Technology Partners 社は、顧客
のビジネスニーズに合わせたガイダンス、専門知識、
およびテクノロジーソリューションを提供します。
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ソリューション: 業種: 国: 

ITサービス 

 

米国

  

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059236enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059236enw
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「HPE Synergy により、 

最高のサービスを必要とす

るお客様に対し、パーソナ

ライズされたプレミアムなソ

リューションを提供すること

ができます。これは、当社

の競争優位性です。」 

–  NEAL FENDLEY 氏 
EDAFIO TECHNOLOGY PARTNERS 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• すべての情報通信テクノロジー (ICT) をベルリン市 
全体で標準化

• より使いやすいデジタル化された市民サービスを提供 

• ベルリン市の IT インフラストラクチャーの効率、 
コスト効果、セキュリティを改善

• ビジネスの成長とスキルある IT 人材に対する競争の
激化に対応

必要条件

• より現代的で効率の良い、安全で柔軟な行政 IT シス
テムを構築

• 今後 5 年間で数百ものサーバーを統一された運用環
境に移行

• 4,000 のサーバーと 37,000 のワークステーションの円
滑な移行を保証

• 年間の特定時期に一部の市役所で発生するピーク負
荷に対応

解決方法

ITDZ Berlin は HPE に、ベルリンクラウドの拡大、 
業務の一元管理と標準化を依頼しました。これまで
のインフラストラクチャーは、2 段階に分けて徐々に
HPE Synergy と置き換えられます。

成果

• PaaS 環境を 30 分で実現

• 高度なオートメーションにより、ピーク利用時の処理
能力の拡大とリソースデリバリを管理

• オンライン行政サービスのデリバリを簡単かつ迅速に
実現

• サーバーインスタンスの一元管理を通じて、行政のセ
キュリティを強化

その他の関連情報

お客様事例 : ICT への大規模移行の準備を進める
ベルリン市

ベルリンのクラウドを新時代へ 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin) は、ベルリン市の
IT サービスプロバイダーです。
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ソリューション: 業種: 国: 

公共部門

 

ドイツ

  

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00071276enw
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「仮想サーバーまたは物理

サーバーに使用しているも

のと同じプラットフォームで

IaaS や PaaS を提供できます。

さらに、必要に応じてさま

ざまな目的のためにリソー

スプールからコンポーネント

を集約できます。」 

–  ANDREAS GUNDLACK 氏 
ITDZ BERLIN 

部門長
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ユースケース 

• クラウドネイティブな SaaS ソリューションの開発 

• モバイルファーストの設計戦略

• 新機能の使いやすさと実装速度を改善

必要条件

• Kronos 社が顧客に価値を届ける方法を一から見直す
ために社内チームを編成 

• DevOps と継続的なイノベーションに関連するクラウド
ネイティブテクノロジーとベストプラクティスを採用 

• 戦略的パートナーと連携して利用可能な最高のクラウ
ドテクノロジーを活用 

解決方法

Kronos 社は、プロジェクトの開発段階と最適化段階の
両方の計画立案のために HPE Pointnext Services と連携
しました。同サービスは、Kronos 社のチームが新しい
SaaS ソリューションの重要な側面を評価できるように支
援する相談役の役割を担いました。こうした側面には、
継続的改善、コストの最適化、顧客体験に関する問題
の解決のためのベストプラクティスが含まれます。

成果

• 次世代のクラウドベース従業員管理ソリューション、
Workforce Dimensions を開発 

• リリース後最初の 18 か月で 200 万以上の新規ライセ
ンスと 500 社の顧客獲得を達成 

• イノベーションの文化が生まれ、顧客、パートナー、
従業員との関係のあり方を再考

• Fast Company 誌の「最も革新的な企業上位 50 社」に
選出

主なパートナー企業

• Google™ Cloud Platform

その他の関連情報

記事 : 事業の転換を目指すことで改革を推進

ビデオ : Kronos 社のビデオ

Kronos 社は、1970 年代後半から従業員管理のソフトウェアとサービスのリー
ダーとして評価されてきました。モバイルおよびクラウドの世界で競争力
を高めるため、同社の上層部はその従来のビジネスモデルを一度破壊し、
Kronos 社を未来に導くまったく新しい製品を開発するという取り組みに着手
しました。

組織の内側からディスラプションを 
起こす : KRONOS 社による従業員管理
の改革
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ソリューション: 業種: 国: 

ソフトウェア

 

米国

 

クラウド

https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/how-one-company-sparked-reinvention-by-trying-to-put-itself-out-of-business-1908.html
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「私たちは変化するテクノ

ロジーの世界に生きていま

す。ソフトウェア企業として、

Kronos 社はその中心にいま

す。そのメリットを活かさな

ければ、自分を守ることを

しなければ、私たちは無防

備なまま残されることとなり

ます。」 

–  ARON AIN 氏 
KRONOS 社 

最高経営責任者
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ユースケース 

• 複数の病院でプライベートクラウドベースの病院情報
システム (HIS) をサポート

• インドネシアで成長を続けるグループ運営病院の 
ニーズに対応 

• Mayapada Healthcare Group のクライアント病院向け IT
インフラストラクチャーを構築 

必要条件

• 病院のフロアからデータセンターまで、フレキシブル
なエッジツークラウドのデータストリームを実現

• データ効率を確保し、圧縮と重複排除を通じてスト
レージ容量を節約

• コストを大幅に上昇させることなく、 
複数の拠点に拡張

• インドネシア全土に広がるMayapada 病院すべてのサー
バーとストレージインフラストラクチャーを管理

解決方法

Medico 社はそのシステムアーキテクチャーを HPE のソ
リューション上に構築し、Mayapada 病院の HIS に包括
的なデータソリューションを提供しました。このソリュー
ションには、サーバー、ストレージ、ネットワーキング、
ソフトウェアライセンス、サポートが含まれます。

成果

• 医療従事者が患者のケアに専念できる環境を作ること
で治療を強化 

• 医師と看護師がモバイルデバイスから患者情報にリア
ルタイムにアクセス可能

• ビジネスニーズとネットワークの拡大に合わせて拡張
可能なシステムアーキテクチャーを実現

• サポート、拡張、パートナーシップを単独のベンダー
に任せることでデータセンターがシンプルに

主なパートナー企業

• AMD

• Microsoft

• Veeam

• VMware 

その他の関連情報

お客様事例 : Medico 社、HPE とチームを組み、
Mayapada 病院の IT を改革

クラウドベースの病院情報シス
テムにより MAYAPADA 病院に
変革をもたらす 
Medico は、医療管理用の完全にプライベートクラ
ウドベースのソリューションであり、医師は患者の
一元管理された医療情報にすみやかにアクセスす
ることができます。
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ソリューション: 業種: 国: 

医療

 

インドネシア

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a50000047enw
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https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a50000047enw


「HPE を選んだ理由は、 

同社がエッジからコアまで

トータルのデータセンター

ソリューションを提供するか

らです。病院の事業運営と、

医療業界における成長に

向けた当社のビジョンをサ

ポートしてくれます。」 

–  REDDY CHANDRA 氏 
MEDICO 社 

共同創業者兼 CTO
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ユースケース 

• 病院による診断システムと管理システムの 
統合を可能に

• 医療サービスの不十分な地域で医療への 
アクセスを改善

• 患者のプライバシーを保護し、規制に準拠

必要条件

• クラウド対応サービスをオンプレミスの医療 
サービスと統合

• コネクテッドデバイスの増加と継続的なデータボ
リュームの拡大を管理

• オンサイトでの実装を効率化し、パフォーマンスと 
稼働時間の要件に対応

解決方法

Philips HealthSuite により、病院がクラウド対応サービス
を実行できるようになりました。HPE の運営サポートに
よるバックアップを受けて、一体型のターンキーソリュー
ションを HPE ProLiant および HPE Nimble 上に構築しまし
た。

成果

• 医療従事者が治療に専念でき、患者の治療成績が 
改善

• 病院がデバイス、プログラムおよびサービスを連携で
きるようにし、よりスマートな医療ソリューションを構
築

• 重要な医療アプリケーションをオンプレミスで維持 
しつつ、パブリッククラウドも活用

• リモートからでも優れたサービスを提供できるように
サポートし、複雑さや間接コストを軽減

主なパートナー企業

• Stratoscale

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : パートナーシップによる医療の強化

ビデオ : エッジからクラウドまで、医療におけるイノベー
ション

パートナーシップによる医療の強化

オランダの Royal Philips 社は業界をリードする医療
テクノロジー企業であり、医療分野全体を引き上
げる成果を実現することに注力しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

医療

 

オランダ

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00075205enw
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「何よりも重要なことは、 

患者の治療成績を上げるこ

とです。私たちは、医療従

事者が患者のケアという最

重要事項に専念できるよう

に支援しています。」 

–  JAIME GAMBOA 氏 
PHILIPS 社 

ポートフォリオマーケティングリーダー
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ユースケース 

• クライアントのデータ主権ニーズと法律関係の 
顧客基盤の需要に対応

• Microsoft Azure クラウドを活用してオンラインのワーク
スペース生産性向上ツールを提供

• 顧客にとってシームレスなソリューションを確保

必要条件

• ハイブリッドクラウドモデルを使用して、一部のアプリ
ケーションを 
オンプレミスで実行 

• パブリッククラウドの柔軟性を、プライベートクラウド
のセキュリティとプライバシーで補完

• 規制に準拠した環境で、慣れ親しんだ Azure インター
フェイスを提供

解決方法

HPE と Microsoft が共同開発した HPE ProLiant for 
Microsoft Azure Stack は、組織のデータセンターで Azure
と一貫性のあるサービスを実行できるハイブリッドクラ
ウドソリューションです。

成果

• 市場投入までにかかる時間を短縮し、新しい市場へ
の急拡大が可能に

• 展開を標準化することで開発サイクルとクライアントオ
ンボーディングをスピードアップ

• 法律関係のクライアントが規制に準拠しながらパブ
リッククラウドで Office 365 にアクセス可能に

• Azure Stack を使用した場合と比べてソフトウェアアップ
デートが 90% 高速化

主なパートナー企業

• Microsoft

その他の関連情報

お客様事例 : The Sourcing Company 社がハイブリッ
ドクラウドで成長を実現

ハイブリッドクラウドで成長を実現

オランダのクラウドプロバイダーである
The Sourcing Company (TSC) 社は、オランダの
データセンター全体にマルチテナント型クラウ
ド環境を提供しています。

44 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

クラウドサービスプロ

バイダー

 

オランダ

  

クラウド
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「HPE ProLiant for Microsoft 
Azure Stack により、新しい市

場での競争力獲得を可能に

するプラットフォームを手に

入れました。ビジネスの成長

を加速させることに役立って

います。」 

–  RONALD VERWEIJ 氏 
THE SOURCING COMPANY 社 

最高経営責任者兼創業者
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ユースケース 

• 「デジタルインディア」というイニシアチブによる先進
的なキャッシュレス社会への移行をサポート

• 新しいデジタルサービスやモバイルバンキングサービ
スの導入により、顧客の需要に対応

• 銀行サービスを利用できる機会の拡大とその維持、 
国の繁栄の推進

• 5 億～ 7.5 億のアカウント基盤の成長をサポートし、 
将来の成長に向けて準備 

必要条件

• モバイルバンキングサービスの拡大のため、頑強でス
ケーラブルなプライベートクラウドを構築

• 成長、効率、次世代のアジリティに向けて IT スタック
を再設計

• すべての顧客にシームレスな体験を届けるためのハイ
ブリッドインフラストラクチャー

• インド国民一人ひとりが経済の繁栄に参加できるよう
に準備

解決方法

HPE Pointnext サービスは、SBI の新しいデータセン
ター向けに構築サービスを提供しました。HPE Synergy、
3PAR All Flash、および Superdome サーバーを含めて、
SBI のミッションクリティカルなアプリケーションにスケー
ラブルなパフォーマンスを実現しました。

成果

• インドのより多くの人々がデジタルバンキングやモバ
イルバンキングを使用できるように拡充することで、
経済の繁栄機会をサポート

• 1 年間で 1,000 万人を超える新規ユーザーが銀行振
込、購入、支払いサービスを利用

• 20 億ものアカウントの容量を検証しながら、ビジネス
の成長に合わせてデータセンターを拡大

• 大幅なスケーラビリティ、ビジネスアジリティ、セキュ
リティ、そしてシームレスな顧客体験を提供 

主なパートナー企業

• Infosys

• Tata Consultancy Services

その他の関連情報

お客様事例 : デジタルインド計画により最新の銀
行サービスの提供を全国民に拡大

デジタルインド計画により最新の銀行
サービス提供を全国民に拡大

インドステイト銀行 (SBI) は、インド最大級の最も
歴史ある銀行であり、政府系金融機関として社会
的なミッションに取り組んでいます。
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ソリューション: 業種: 国: 

金融サービス

 

インド

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00025895enw
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https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00025895enw


「SBIは、HPE社との連携によっ

て IT 戦略を進化させて能力

を高め、この数世紀の歴史

を持つ組織をデジタル時代に

対応させています。」 

–  MRUTYUNJAY MAHAPATRA 氏 

インドステイト銀行 

業務執行取締役代理兼 CIO
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ユースケース 

• デジタルトランスフォーメーションを加速する強固なイ
ンフラストラクチャーを活用

• 地理的な場所を問わず、世界 14 か所の生産拠点を 
サポート

• 買収企業から継承した IT システムをできる限り迅速に
統合

• IoT およびデジタルトランスフォーメーションによって
生じた膨大な量のデータを解析し、競合他社に対す
る優位性を獲得

必要条件

• 集中管理型アプローチを通じてマネージド IT を達成
し、柔軟性と迅速な対応を提供

• 高可用性の IT、ビジネス機会および将来の使用にも
耐えるアーキテクチャーを実現

• 従来のワークロードの世界と迅速なデリバリが要求さ
れるクラウドアプリの世界を結合 

• 厳密なネットワーキングアーキテクチャーと、同じく 
厳格なサーバーアーキテクチャーを結合

解決方法

HPE Synergy と HPE 3PAR オールフラッシュを、同社の 
生産拠点すべてを制御できる能力を備えたコンポーザブ
ルインフラストラクチャーの中心に据えました。

成果

• わずか 4 時間未満で新しいインフラストラクチャー 
を展開

• IT 管理コストの削減

• 可用性、信頼性、パフォーマンスの改善を達成

• 将来の成長を見据えた姿勢を全社的に確立 

その他の関連情報

お客様事例 : Stevanato Group 社の IT の 
一元管理

IT の一元管理 

Stevanato Group 社は、製薬および医療業界を
リードするサプライヤーです。
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ソリューション: 業種: 国: 

医薬

 

イタリア

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00066633enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00066633enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00066633enw


「Stevanato Group 社内のデジタ

ルトランスフォーメーションに

対応できるアーキテクチャー

が決め手となりました。」 

–  NICOLA GIANESE 氏 
STEVANATO GROUP 社 
IDIGITAL 部門ディレクター
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ユースケース 

• 業務の生産性と効率を改善し、コストを削減 

• 急速に変化するビジ v、より迅速かつ効果的に対応

• 幅広い種類のインフラストラクチャーとアプリケーショ
ンの管理を統合 

• 新しいネットワークセグメンテーション環境を安定化

必要条件

• リアルタイムのリモート監視と制御インフラストラク
チャー、および仮想化サーバーを実装 

• クラウドアジリティを同時に必要とする、既存アプリ
ケーションと新しいアプリケーションをサポート

• 広く分散した IT をリモートで管理および操作

• 物理リソースと仮想リソースを単一のインターフェイス
で設定

解決方法

韓国法務部は、HPE Synergy および HPE OneView に正解
を見つけました。スケーラブルなハイブリッドクラウド
環境で、組織全体で保持されていた IT インフラストラ
クチャー全体の一括表示機能を提供します。

成果

• コンソリデーションとオートメーションを使用して 
生産性向上をサポート

• メンテナンス費用、電気料金、人件費を削減

• サービスの安定性とセキュリティを改善

• 開発チームとオペレーションチームの連携が可能に

主なパートナー企業

• Tilon

その他の関連情報

お客様事例 : 韓国法務部がインフラストラクチャー
管理を改善

インフラストラクチャー管理を向上 

韓国法務部は、法務関連の業務を監督する中央 
管理機関です。
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ソリューション: 業種: 国: 

公共部門

 

大韓民国

  

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00060967enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00060967enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00060967enw


「この結果、コスト削減、さら

に業務の利便性と効率の改善

が実現しました。」 

–  韓国法務部犯罪予防政策局 

予防政策課担当官
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ユースケース 

• 18 か月ごとに倍増が予想される取引量の拡大に対応

• 新しい旅行者向けリソースとデータ分析ツールを実現

• 販売につながる検索比率を最適化

• キャッシュフローと財務面のアジリティを強化し、 
戦略的成長分野に投資

必要条件

• レイテンシと処理コストを削減し、取引速度を改善

• 開発者が IT チケットを提出することなく、アプリを 
迅速に開発

• AI と機械学習が新しいサービスを実現する将来に 
向けて準備

• 柔軟な IT 投資戦略を通じた IT への迅速アクセスと 
長期間での支払い

解決方法

HPE Synergy、HPE Apollo、および HPE Superdome Flex 上
にスケーラブルでアジャイルなインフラストラクチャーを
構築し、Travelport 社がハイブリッドクラウドとビッグデー
タを活用できるようにしました。HPE ファイナンシャル
サービス (HPEFS) は、Travelport 社が財務的なアジリティ
を強化しながら、テクノロジーの進歩を加速する IT 投
資戦略の策定を支援しました。

成果

• 取引スピードが 28 ～ 32% アップ

• 想定外のサービス中断リスクを低減

• ワークロードのキャパシティを拡大し、将来の 
成長に対応

• 現金を確保し、高額な債務を完済し、成長目標を 
サポート

• 旅行業界の顧客がビジネスの成功を 
増やせるように支援

その他の関連情報

お客様事例 : 夢の実現 - 初めてのオンライン予約
は、迅速、スムーズ、かつシームレスに行えなけ
ればならない

お客様事例 : Travelport 社 - IT 投資戦略の導入に
よってイノベーションを進め、財務上のアジリティ
を強化

ビデオ : 旅行業を刷新すべく連携

高速でスムーズ、効率的な 
オンライン予約

Travelport Worldwide Ltd. は、流通、テクノロジー、
決済、モバイルソリューションをリードする世界的
なトラベルコマースプロバイダーであり、 
多くのオンライン旅行代理店を支える企業です。
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ソリューション: 業種: 国: 

トラベル

 

米国 

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00045408enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00045408enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00045408enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/a00016937enw.pdf
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/a00016937enw.pdf
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/a00016937enw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bow-fm8qHz4
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00045408enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/a00016937enw.pdf


「イノベーションを阻む要因

がなくなったことにより、 

自社のプラットフォームで

パーソナライズされたシー

ムレスかつ効率的な旅行者

のエクスペリエンスを実現で

きるようになりました。」 

–  JIM MORRIS 氏 
TRAVELPORT 社 

グループバイスプレジデント、テクノロジー CFO
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ユースケース 

• 顧客がインドネシアの厳格なデータ主権規制に適合 
するよう支援

• Azure の一貫性のあるサービスと機密データを国内で
処理

• データを多用する金融サービスと天然資源産業に高い
コンピューティング性能を提供

• モデル化や調査のため、高解像度画像およびデータ
を収集、アップロード、操作

必要条件

• 要望の多い接続性やコンピューティングをサポートす
るため、ハイブリッドクラウドソリューションを展開 

• 開発者がコードを変更せずにプライベートクラウドと
パブリッククラウドを展開

• 必要に応じて必要な分だけノードを追加し、スケーラ
ブルなパフォーマンスを実現

• 大量の帯域幅を使用する画像のつなぎ合わせや 
マッピング用アプリケーションをサポート

解決方法

ViBiCloud 社は、HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack に
より企業の業務を最適化し、顧客が自社データセンター
で Azure に一貫性のあるサービスを展開できるようにし
ました。

成果

• 300% の売上高アップを実現

• 新規顧客を獲得し、新しい収益機会を創出

• データコンプライアンスの問題を解決し、機密データ
を国内で保管可能に

• 顧客がハイブリッド製品の機能を活用

主なパートナー企業

• Microsoft

その他の関連情報

お客様事例 : ViBiCloud 社がハイブリッドクラウドソ
リューションによって爆発的に成長

爆発的に成長したハイブリッドクラウド
ソリューション 

ViBiCloud 社はインドネシアのクラウドソリューション
プロバイダーです。
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ソリューション: 業種: 国: 

クラウドサービスプロ

バイダー 

 

インドネシア

 

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00069843enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00069843enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00069843enw


「HPE にはデジタルトラン

スフォーメーションという

ミッションがあります。これ

は、顧客のデジタルトランス

フォーメーションを支援すると

いう私たちのビジョンと一致

していました。」 

–  FRANK HODYSON 氏 
VIBICLOUD 社 

商業部門担当バイスプレジデント
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56

データ本来の真価を 
最大限に活用



IDC によると、2020 年に、平均的な人物の 1 日あたりのデータ
生成量は 1.5GB にのぼり、合計 40ZB に達することになります。
今日の世界におけるデータの速度とボリュームのこうした急激
な増加は、大きな機会も生み出します。この豊富なリソースを
単純に格納するだけではないインテリジェントなプラットフォー
ムの展開が、トランスフォーメーションジャーニーの基礎となる
マイルストンとなります。合理的に考えれば、このような素早い
データストリームからアクションにつながる有益な情報を抽出す
るための学習が、次の手順となるでしょう。情報に基づくリアル
タイムの決断を下すための戦略を導入した企業が、これからの
道を開くことになります。当社のお客様が世界でイノベーション
のペースを加速している方法をご覧ください。
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ユースケース 

• マーケティングで使用される高解像度画像の 
大容量データセットを安全に保管し、迅速にアクセス

• コストがかかる非効率的な方法から、ビジネスを 
サポートするように IT のアプローチを転換 

• 仮想マシンとして実行中の 32 個のアプリケーションと、
150 社のユーザー向けに 64TB のデータを 
ホスティング

必要条件

• パフォーマンスの改善と信頼性の向上を実現

• フラッシュで強化されたアーキテクチャーに予測分析を
組み合わせることで安定した高速データアクセス 
を実現

• レポートと統計情報にアクセスできるようにし、 
単一ダッシュボードに実用的な情報を表示

解決方法

ABC Photosigns 社は HPE Nimble Storage および HPE 
ProLiant Gen10 によりそのサーバーとストレージインフラ
ストラクチャーを変革し、パフォーマンスの改善、シン
プルな管理、そして最適な可用性を実現しました。

成果

• ユーザーの生産性が高まり、パフォーマンスに劇的な
効果を発揮 

• ヘルプデスクのチケットが 80% 減少し、IT チームが 
ビジネスへの付加価値に注力することが可能に

• サーバーの数と消費電力を低減することで、 
年間 10 万豪ドル近くを節約 

• 将来の成長に合わせてストレージを容易にスケール
アップ

主なパートナー企業

• Computers Now

その他の関連情報

お客様事例 : ABC Photosigns 社が IT インフラスト
ラクチャーと管理を改革

IT インフラストラクチャーと管理に 
変革を

1992 年に創業されたオーストラリア企業である ABC 
Photosigns 社は、不動産会社が広告やマーケティング
キャンペーンに使用するための専門的なサービスを 
提供しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

データ

 

商業印刷

 

オーストラリア

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00074779eew
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00074779eew
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00074779eew


「当社のユーザーが必要な

データに迅速アクセスできる

だけでなく、社内リソースが

ビジネスへの価値創造に集

中する余裕が生まれました。

HPE は当社の事業運営を一

新させたのです。」 

–  GAVIN PEATTIE 氏 
ABC PHOTOSIGNS 社 
IT オフィサー
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ユースケース 

• ビジネスプロセス、車両設計、オンサイトトラックサポー
トのニーズに対応

• 意思決定スピードを加速し、変化とスポーツのペース
に対応

• 週末のレース中に生成される約 400GB のデータ 
を分析

• 500 の VM と 50TB のデータを管理 

必要条件

• パフォーマンスを改善し、アジリティ、応答性、 
柔軟性を改善 

• 中央のファクトリーおよびリモートのコース脇のイベン
トでのストレージコストを削減

• イベントごとにコース脇のシステムを素早くセットアッ
プし、シャットダウン 

• より信頼性の高い最適化された IT インフラストラク
チャーを実現 

解決方法

HPE SimpliVity は、ファクトリー内だけでなく、レース当
日にオペレーションを行うコース脇でも、アストンマー
ティン・レッドブル・レーシングの VMware および VDI
資産の基盤となっています。

成果

• 重要なレースデータワークロードの処理時間を 
50% 短縮

• コース脇のエンジニアが車のパフォーマンスに集中 
することが可能に

• 使用電力が少ないコンパクトなコース脇サイト 

• 管理の簡素化と IT コストの削減 

主なパートナー企業

• Citrix

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : アストンマーティン・レッドブル・レー
シング、ハイパーコンバージド IT でパフォーマンスの
高速化を実現

ハイパーコンバージド IT で 
パフォーマンスを高速化 

英国バッキンガムシャーを本拠とするアストンマーティ
ン・レッドブル・レーシングは、高性能の F1 カーを
設計および製造し、さらにレースに出場しています。
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ソリューション: 業種: 国:  

データ

 

スポーツとエンターテ

イメント

 

英国

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00036279enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00036279enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00036279enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00036279enw 


「HPE SimpliVity のハイパーコ

ンバージド インフラストラク

チャーなら、数秒を争うサー

キットの中でも、すぐに最適

な答えが得られます。」 

–  MATT CADIEUX 氏 

アストンマーティン・レッドブル・レーシング 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 管理する企業顧客のストレージの大幅な増大に対応 
するために拡張

• データを長期間保管し、迅速に移動

• 場所を問わず、企業顧客向けに信頼できる 
SLA を確保

必要条件

• より高速なソリッドステートメディアと予測分析ソフト
ウェアを備えたストレージプラットフォームを提供

• 毎秒 22TB の平均帯域幅を維持

• IT スタッフの時間を節約し、ストレージ以外の問題も
未然に予測

解決方法

Basefarm 社は、HPE 3PAR オールフラッシュアレイをクラ
ウドの柔軟性のために展開し、HPE InfoSight をデータセ
ンターにおける予測分析のために展開することで、 
そのストレージパフォーマンスを高めることに成功し 
ました。

成果

• 顧客に安心感、信頼性、予測分析を提供

• ミッションクリティカルな可用性を実現し、事業継続性
を保持

• 仮想マシンの問題解決までの時間を 80% 短縮

• オンプレミスのエンジニアからの助言により戦略的 
判断を最適化

主なパートナー企業

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : 実績のある信頼性と予測分析を選択
した Basefarm 社

実績のある信頼性、予測分析による 
スマートなサービスを実現

Basefarm 社は重要なビジネスアプリケーションのホス
ティングプロバイダーとして業界をリードし、テクノロ
ジーソリューション、クラウドサービス、アプリケーショ
ンマネジメント、コロケーションを提供しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

データ

 

ITサービス

 

ノルウェー

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059815enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00059815enw
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「パートナーシップにより問

題解決がスピードアップし、

次に何が起こるかを直接 

予測できるようになりました。」 

–  MORTEN NYHUUS-ERIKSEN 氏 
BASEFARM 社 

ストレージおよびバックアップマネージャー

63



ユースケース 

• 20 の学校に事業継続性を提供

• 重要な運営データを自然災害から保護

• クラスター化された Microsoft Hyper-V 仮想環境を 
サポート

• 教育プログラムと管理ワークロードを実行

必要条件

• 仮想インフラストラクチャー向けに信頼できるパフォー
マンスと高可用性を実現

• システム管理をシンプルにして新しい要求に対応 

• ストレージリソースの管理とプロビジョニング 

• クラウド内の VM とデータの安全確保

解決方法

カータレット郡の公立学校は、HPE Nimble Storage アダ
プティブフラッシュアレイと HPE クラウドボリュームを組
み合わせることで、高性能ストレージとオフサイトのデー
タ保護、簡単に管理できるオールインワン型ソリューショ
ンを導入しました。

成果

• 過酷な気候によって引き起こされるサイトの停電から
のリカバリ保証

• クラウドでのオフサイトデータ保護、さらに重要 
データの 15 分間のリカバリポイントを達成

• 学校と生徒のニーズに集中

• HPE InfoSight を介して環境を監視し、成長トレンドと 
システム健全性を確認

主なパートナー企業

• Microsoft

その他の関連情報

お客様事例 : HPE Nimble Storage が優れたパフォー
マンスとデータ保護機能でカータレット郡の学校を
サポート

ハリケーンが頻発する海岸地帯の 
学校向けにデータ保護を達成

ノースカロライナ州東海岸にあるカータレット郡の公立
学校システムは、20 校で約 8,500 名の学生にサービスを
提供しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

データ

 

教育

 

米国

https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=a00049397enw
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「災害時にも最も重要な

データをリカバリできるとい

う安心感があります。」 

–  WES RINEHART 氏 

カータレット郡公立学校 

ワイドエリアネットワークエンジニア

65



ユースケース 

• 天体物理学、素粒子物理学、天文学、核物理学の 
研究と計算をサポート

• 最先端のシミュレーションと大規模な計算を実施

• 新しい研究を可能にする高性能なコンピューティング
環境を構築 

必要条件

• 次世代のスーパーコンピューターの戦略を立て、設計
するためのテクノロジーパートナー

• 初日から画期的な研究が行えるようなシステムを調達

• DiRAC 研究コミュニティの特定のシミュレーション
ワークフローをサポートするクラスターを構築

解決方法

同大学は HPE とチームを組み、HPE Apollo および HPE 
SGI コンポーネントに基づいて、地域と世界での研究を
躍進させるための高い専門性を持つ絶妙なバランスを
備えたスーパーコンピューターを設計しました。

成果

• 以前のクラスターと比べて 3 倍の数のプロセッシング
コアを実現

• ベータテスト段階を飛び越して直接本番研究に 
移行可能

• さまざまな HPE ソリューションを統合してまったく新し
い製品を創出

• 高メモリノードを 4 つ含み、専門的なデータ量の多い
ワークロードに対応

その他の関連情報

ビデオ : 理論物理学と天体物理学の発展に貢献

理論物理学と天体物理学の 
発展に貢献

レスター大学と DiRAC のハイパフォーマンスコンピューティ
ング設備は、世界トップの科学研究をサポートするため、
研究者にさまざまなコンピューティングリソースを提供 
しています。

66 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国: 

データ

 

調査

 

英国

https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/solutions-services/6bf8ee71-6050-4123-9034-6cb09c7b40ed/dirac-and-hpe-elevating-theoretical-physics-and-astrophysics/video/?lang=en-GB


「実行できる計算の種類を刷

新するようなシステムを研究

コミュニティにもたらすこと

ができて非常に嬉しく思って

います。」 

–  MARK WILKINSON 氏 

レスター大学 
DIRAC ディレクター
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ユースケース 

• 新しい一元管理のロジスティクスおよび流通センター
の開発をサポート

• カスタマーサービスを改善しながらコストを管理

• データウェアハウス、ビッグデータをビジネスインテリ
ジェンス (BI) に活用

• オンラインショッピングの改善を含め、新しいアプリを
開発

必要条件

• 36 以上の仮想マシンを備えた VMware 仮想化を実行

• 柔軟に拡大できるように専用ストレージと専用仮想化
レイヤーを展開

• ストレージおよび主要なビジネスアプリケーションの
パフォーマンスを高速化

• ロジスティクスプロセスを自動化するために必要な 
コンピューティング性能を提供

解決方法

移行と展開をサポートするため、Hoogvliet 社が選んだ
のは HPE ProLiant サーバー、HPE 3PAR オールフラッシュ
ストレージ、および HPE プロアクティブケアを含むフル
HPE ソリューションでした。

成果

• 現在および将来の競争力を確保 

• 移行段階のスケーラビリティと成長を提供

• ロジスティクス費用を抑え、効率を維持するための 
自動化プロセスのサポートを提供

• 高可用性、プロアクティブなサポート、社内の IT 
人材を通じて最適なプラットフォームを実現

主なパートナー企業

• Axians Infra Solution

• Veeam

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : Hoogvliet 社、新しい流通センターを
構築

HPE のテクノロジーがオランダの
スーパーの拡大をサポート 

1968 年創業の Hoogvliet 社は、オランダでよく知られ
たスーパーマーケットチェーンです。6,000 名の従業員
を雇用し、67 の店舗をオランダ西部と中部全域に 
展開しています。
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「ストレージはインフラスト

ラクチャーの中心です。 

そのため、2 か所にこの新

しいフェールセーフソリュー

ションを導入し、高度な継

続性を実現することが重要

になります。」 

–  ALBERT CORNELISSE 氏 
HOOGVLIET スーパーマーケット 
ICT ディレクター
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ユースケース 

• Veeam ソリューションにより安全なクラウドホスティン
グとディザスタリカバリを実現

• 経済的な価格でより優れたパフォーマンスを提供

• クライアントの需要に対応するパフォーマンスとデー
タ保護を保証

• 重要なビジネスアプリケーションとクラウド内データの
セキュリティを確保

必要条件

• 迅速で簡単、かつコスト効率の高い展開 

• レガシーストレージをフラッシュベースの迅速なスト
レージソリューションに置き換え

• 顧客の SLA ( サービス内容合意書 ) を達成するうえで
欠かせない 1 ミリ秒未満の応答時間を実現

• 一元管理によりすべての環境を監視し、迅速な問題 
解決のため課題を特定

解決方法

iland 社は、HPE Nimble Storage 予測分析フラッシュアレ
イと Veeam Availability Suite の統合ソリューションの導入
により、そのサービスにおけるパフォーマンスを向上さ
せ、セキュリティとデータ保護を強化することに成功し
ました。

成果

• 新規顧客のオンボーディングの加速化が、ビジネスの
成長に貢献

• ストレージのプロビジョニング時間を数時間 / 数日か
ら数分にまで短縮

• 世界各地に点在するクラウド拠点のどこからでも、 
迅速なディザスタリカバリが可能

• ホストする顧客の SLA を満たし、データセキュリティの
コンプライアンス準拠を強化

主なパートナー企業

• Veeam

その他の関連情報

お客様事例 : HPE Nimble Storage と Veeam の導入
により、クラウドサービスのパフォーマンスの向上
とデータ保護の強化を実現した iland 社

パフォーマンスとデータ保護の強化

iland 社は、IaaS (Infrastructure as a Service)、 
DRaaS (Disaster Recovery as a Service)、BaaS (Backup as a Service) を
セキュリティとコンプライアンスに対応した形でホスティングする
グローバルクラウドサービスプロバイダーです。

70 デジタルゲームチェンジャー

ソリューション: 業種: 国:  

データ

 

クラウドサービスプロ

バイダー

 

ドイツ

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00051405enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00051405enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00051405enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00051405enw


「キャパシティ管理はビジネ

スの極めて動的な側面です

が、InfoSight のデータに基

づき、顧客が必要とすると

きに、必要な容量を迅速に

提供できます。」 

–  DARREN QUINN 氏 
ILAND 社 

クラウドアーキテクト
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ユースケース 

• 重要な市民データの安全性とセキュリティを常に保護

• 厳格な GDPR 要件に対応

• 年間 200 億ユーロの生活保護小切手を確実に配達

必要条件

• 2.5 ペタバイトのデータを保管し、データの急増に 
合わせてストレージを拡張

• 決済のバッチ処理の発生およびバックアップとリストア
時間によるシステムのボトルネックを排除

• パフォーマンスを向上させながらビジネスの 
中断を回避

解決方法

社会保護省は、そのバッチ処理時間を短縮すると同時
に大規模なスケーラビリティを確保するため、HPE 3PAR
オールフラッシュストレージアレイを選択しました。

成果

• 決済のバッチ処理を 75% スピードアップ 

• バックアップデータのスピーディなリカバリを実現 

• ビジネスの中断や学習曲線の低迷なく、パフォーマン
スメリットを実現

その他の関連情報

お客様事例 : 社会のセーフティネットを支える HPE 
3PAR

社会のセーフティネット 

アイルランドの社会保護省の使命は、収入サポート、
雇用サービスなどのサービスの提供を通じて、社会へ
の積極的な参加を促すことです。
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「パフォーマンスも重要です

し、信頼性は私たちの最優

先事項です。HPE 3PAR は妥

協なくどちらも叶えてくれま

した。」 

–  DECLAN RYAN 氏 

アイルランド社会保護省 

サービスマネージャー
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ユースケース 

• 9 か所の製造工場と年間 3,500 万個のタイヤ生産を 
管理

• 一元管理の全社的な ITサービスを 160 の拠点で2,500
名の IT ユーザーに提供

• 日々の業務を円滑に進めるために欠かせない SAP 
アプリケーションをサポート

必要条件

• オールインワンボックスの事前設定済みのアプローチ
で価値実現時間を短縮するスピード実装

• 特に重要なワークロードに対応する信頼性、可用性、
保守性

• UNIX® から標準の x86 サーバー、Oracle データベース
から SAP HANA への移行

解決方法

SAP HANA はビジネスに絶対不可欠であるため、
JK Tyre 社ではパワフルかつ信頼性の高いプラット
フォームを必要としていました。その結果、HPE 
Serviceguard for Linux® を使用してクラスター化された
HPE ConvergedSystem 900 for SAP HANA が選ばれました。

成果

• 実装と SAP の移行を節約することで、ダウンタイムを
最小限とした 1 か月でのロールアウトを実現

• 10 ～ 20 倍迅速なレポート機能によりビジネスの意思
決定を合理化して遅延を回避 

• スケーラビリティによりビジネスの成長を、強化され
たパフォーマンスによりビジネスのアジリティをサポー
ト

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : JK Tyre 社が将来を見据えて新しい
SAP HANA プラットフォームを導入

将来を見据えて新しい SAP HANA 
プラットフォームを導入

インドのニューデリーに本社を置くJK Tyre & Industries Ltd.は、
タイヤ、チューブ、フラップを製造するメーカーであり、トラッ
クやバスのラジアルタイヤで同国の市場をリードしています。
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「HPE ConvergedSystem 900 
for SAP HANA は、パフォー

マンスと信頼性の両面で最

良のソリューションです。 

その機能と拡張性により、

当社は企業として大きな飛

躍を遂げることができまし

た。」 

–  SHARAD AGARWAL 氏 
JK TYRE & INDUSTRIES LTD. 
IT 部門長
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ユースケース 

• 銀行勘定調整を加速

• 顧客のデータ集約戦略をサポート

• Oracle Financials Accounting Hub (FAH) を 
実行

• 銀行業界の厳格な内部監査や規制に準拠

必要条件

• 6,000 万件の日次取引を 5 時間で分析し、ピーク時は
2 億 4,000 万件を 8 時間で分析 

• 高性能なだけでなく、ビジネス上のメリットや業務上の
メリットも提供

• オープンアーキテクチャー手法による完全な環境制御の
実現

• 柔軟性を高め、アップデートをシンプルにし、法人 
基準に準拠

解決方法

Produban 社は、ミッションクリティカルな Linux サーバー
である HPE Integrity MC990 X サーバーを選びました。 
このフレキシブルなモジュラーシステムは、高いメモリ
容量とスケーラビリティにより、プロジェクトの要件を満
たしていました。

成果

• 業務の迅速化により、顧客の成功を後押し

• 要望以上のパフォーマンスを発揮。6,000 万件の日次
取引を 3.5 時間で、ピーク時は 4 億件の取引を 5 時
間で処理

• 資本支出を 66% 削減しつつ、IT 運用とライセンスの
コストも低減

• 期待される有機的成長に備えて、2 倍のヘッドルーム
を確保

主なパートナー企業

• Intel®

• Oracle

• Red Hat®

その他の関連情報

お客様事例 : 高性能プラットフォームの導入で顧
客の銀行業務の迅速化に成功した Produban 社

銀行業務を迅速化 

7 か国で 2,000 名を超える従業員を抱える Produban 社は、
幅広い技術範囲をカバーする金融ソリューションの開発と 
実装を行っています。
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「お客様にお会いするたび

に、ソリューションが最高の

形で効果を発揮しているこ

とに気付かされます。」 

–  CHRISTIAN MÉNDEZ 氏 
PRODUBAN 社 
IT サブディレクター
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ユースケース 

• 新製品を市場に投入するまでの時間短縮

• 20% の対前年比データ増加率を管理

• 進化し続けるテクノロジーニーズに対応

• 開発者指向の VDI をサポート

必要条件

• 最も重要なアプリケーションに優れたパフォーマン 
スを提供

• 自己管理能力を備えたミッドレンジのストレージアレイ
を展開し、地域のチームにオーナーシップを付与

• 大量のバックエンドストレージを備えたテスト環境向
けに仮想デスクトップを構成 

解決方法

すでに HPE 3PAR ストレージを事業にとって重要なアプ
リケーションやデータベースに使用していた同社は、 
開発者のストレージ環境を見直す必要に迫られた結果、
HPE Nimble Storage を選択しました。

成果

• ストレージ管理と複雑さを削減

• 以前の開発者ストレージ環境の 3 倍のパフォーマンス
を達成

• 中核的な戦略実装の管理にかかる時間を大幅に短縮

• 開発者のワークフローをスピードアップすることで、 
市場開拓戦略を強化

主なパートナー企業

• Concat AG

• Microsoft

• SAP

• Veeam

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : Rhode & Schwarz 社、HPE 3PAR およ
び HPE Nimble Storage でイノベーションに力を

HPE 3PAR および HPE NIMBLE 
STORAGE でイノベーションに力を

Rohde & Schwarz 社は、産業および政府系顧客向けに
幅広い種類の画期的な通信、情報およびセキュリティ
製品を開発しています。
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「HPE のようなテクノロジー

パートナーとの関係性を広

げることで、当社の中核的

なビジネス戦略により集中

できるようになりました。」 

–  JOHANNES WEIDACHER 氏 
ROHDE & SCHWARZ 社 

データセンター仮想化およびストレージ担当 IT

スペシャリスト
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ユースケース 

• イメージングおよびディープラーニングテクノロジーを
使用した品質と効率の改善

• 毎日ファクトリーで生成される 1,500 万の画像から、 
アクションにつながる情報を取得

• エッジ ( ファクトリーフロア ) の近くで判断

必要条件

• 大量のデータセットでモデルを訓練する演算能力 
を達成

• 他の追随を許さない機械学習フレームワークを構築

• OT および IT を統合してファクトリーフロアでの対応を
微調整

解決方法

Seagate 社は HPE と連携して、自ら微調整を行うファクト
リーを構築しました。HPE Apollo と NVIDIA® のシームレ
スな統合により、機械学習用のスーパーコンピューティ
ング環境が生まれました。HPE Edgeline とともに使用す
ることで、観察眼が鋭い従業員でも見落としてしまう可
能性のあるパターンをリアルタイムで識別することがで
きます。

成果

• 生産時の問題を直ちに見つけて対処

• 価値を最大化し、より優れた意思決定をサポート

• 概念実証とスケーラブルなパイロットプロジェクトを非
常に迅速に開発

主なパートナー企業

• NVIDIA

その他の関連情報

ビデオ : Seagate 社がエッジからクラウドまでをカバーす
るディープラーニングで製造を変革

ビデオ : Seagate 社が HPE のコンバージドエッジシステ
ムと AI 分析を使用して製造を最適化

エッジからクラウドまでをカバーする
ディープラーニングで製造を変革

Seagate 社は 40 以上にわたり、画期的なハードドライ
ブ、ソリッドステートドライブ、およびデータリカバリ
サービスを通じてグローバルビジネスを展開してきま
した。
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https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/products/58dc5862-020e-425b-bcf7-29e0ad027244/seagate-transforms-manufacturing-with-deep-learning-from-edge-to-cloud/video/?lang=en-US
https://www.youtube.com/watch?v=TPf0qC7itcA
https://www.youtube.com/watch?v=TPf0qC7itcA


「プロジェクトが今回のよう

に上手くまとまると非常に充

実感が得られます。」 

–  BRUCE KING 氏 
SEAGATE TECHNOLOGY 社 

上級主席データサイエンティスト
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ユースケース 

• 行政サービスをモダナイズしてほかにはない「未来都
市」を構築

• 市民、企業、観光客に、駐車から医療まですべての
都市サービスでシームレスな体験を提供 

• より効率的にサービスを提供し、コストを節約して、 
市民の幸福度を向上

• 400 万人の市民のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、
経済成長を促進し、持続可能なコミュニティを構築

必要条件

• 快適なエクスペリエンスを一貫して提供するため、 
何十もの政府機関を一元化

• データをインテリジェントに収集し、市民の役に立つ
スマートで革新的なアプリケーションを開発

• ビッグデータ分析とリアルタイムダッシュボードを統合
した、スマートセンサーのネットワークをドバイ全体
に確立

• 政府機関全体でデータを効率的に共有し、一般 
にも公開

解決方法

スマートドバイ政府は、du Telecom とのパブリック - プラ
イベートパートナーシップを通じて、HPE Pointnext サー
ビスを利用して Dubai Pulse を設計および構築しました。
このインテリジェントなプラットフォームは現在および将
来のアラブ首長国連邦および都市サービスを支えるデ
ジタルバックボーンとなり、HPE および HPE パートナー
のソリューションで構築されたクラウド、ビッグデータ分
析、セキュリティおよび管理テクノロジーを組み合わせ
ています。

成果

• リアルタイムインテリジェンスを獲得し、スマートサー
ビスアプリを開発し、市民の幸福度のモニタリングと
管理を一元化

• 初の取り組みであるスマートドバイハピネスメーター
を開始し、心地よいと感じたエクスペリエンスを 
市全体で計測

• 行政業務の効率化により年間平均 3 億 5,800 万 UAE
ディルハムを節約

• 11 か月間で幸福度が 24% 上昇

主なパートナー企業

• ドバイ政府のパートナーとしての du Telecom

主なテクノロジーパートナー

• Microsoft
• VMware
• Micro Focus
• Hortonworks
• Infortmatica
• MicroStrategy
• CKAN
• jBilling
• APIgee
• Splunk
• Citrix
• Fortinet

その他の関連情報

お客様事例 : 行政サービスを快適に利用できるス
マートシティで、2016 年の市民の 
幸福度が 90% に

行政サービスを快適に利用できる 
スマートシティ

アラブ首長国連邦で最大の人口を持つドバイは、1,600 平
方マイルの広さに 400 万人近くが住んでいます。ドバイでは、
地球上で最も幸福な都市というビジョンを掲げて取り組んで
います。
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ソリューション: 業種: 国: 

データ

 

公共部門

 

アラブ首長国連邦

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00026127enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00026127enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00026127enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00026127enw


「テクノロジーを革新的かつ

クリエイティブな方法で用い

れば、人々をつなぎ、効率

を高め、富を築き、雇用を

生み出すソリューションを構

築できます。」 

–  WESAM LOOTAH 氏 

ドバイ市 

スマートドバイ政府 CEO
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ユースケース 

• コアとなる製造、物流、財務システムを実行して保護

• データ主導のビジネスに有益な情報により、経営陣の
より的確な意思決定を支援

• IT によるビジネスへの付加価値を実現

• データの処理と相関付けを行い、有意義な方法で 
意思決定者に伝達

必要条件

• より正確な情報に迅速にアクセスできるようパフォー
マンスを改善

• コンポーネント障害や災害時にデータを保護

• ランサムウェアなどのサイバー攻撃に対する強力な 
防御策

• マルチレイヤーの保護、可視性、予測分析を実現

解決方法

Stupp Bros. 社は、HPE Nimble Storage フラッシュアレイを
採用し、マルチレイヤーデータ保護戦略の一環として、
またパブリッククラウドコンピューティングの舞台を整え
るために HPE クラウドボリュームを展開しました。

成果

• きめ細かい分析を可能にし、セールスの競争力を 
強化

• 複数のサイトおよびクラウド間でデータを保護し、 
事業継続性を確保

• ストレージ性能が 75% 向上

• 25% のラックスペースで 4 倍のストレージ容量を確保
し、消費電力を 40% 削減 

主なパートナー企業

• Microsoft

• Veeam

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : Stupp Bros. 社、HPE Nimble Storage で
競争力とクラウドのデータ保護を強化

競争上の優位性とクラウドデータ 
保護を実現

Stupp Bros. 社は 1856 年に家族経営企業として創業し、
現在まで文字どおり米国のインフラストラクチャーの 
多くを構築しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

データ

 

製造

 

米国

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00048429enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00048429enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00048429enw


「HPE Nimble Storage は、 

当社が必要とするスナップ

ショット機能やパフォーマンス

を備えており、シンプルで使

いやすいため、準備が整った

時点でクラウドに移行するの

も簡単でした。」 

–  JOHN ROOSA 氏 
STUPP BROS. 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 信頼性が非常に高く、学校向けに特別に設計された
自己完結型のネットワークセキュリティソリューション 
を提供 

• ファームウェアレベルの保護と学校向けの Advanced 
Threat Protection を提供する、ベストインクラスのセキュ
リティを実現

• 学生をネット上のいじめから守り、潜在的な行動リス
クを識別して早期に対応

必要条件

• CyberHound 社のソフトウェア要件を満たすハードウェア
メーカーとのパートナーシップ

• 高い信頼性があり、メンテナンスの手間がかからない
ソリューションを提供 

• 地域全体、最終的には世界中にソリューションを拡大

解決方法

CyberHound 社は HPE OEM グループとパートナーを組
み、ミッションクリティカルな信頼性を実現するため、
HPE ProLiant サーバーサーバー上のアプライアンスとし
てソリューションを提供しました。Aruba ClearPass Policy 
Manager ソリューションにもアクセスし、シームレスなセ
キュリティポリシーの適用により、そのサービスを強化
しました。

成果

• HPE および Aruba からマーケティングおよびハード
ウェアのサポートを受け、大きな成長に向けた 
準備体制の確立

• 開発者がハードウェアではなくソリューションに 
集中可能に

• 学生を保護し、学校スタッフが学生同士の行動リスク
を識別できるように支援

その他の関連情報

ビデオ : Superloop CyberHound 社と HPE OEM が学校の
セキュリティを改善

つながりと保護を実現する学校 
ネットワーク

CyberHound 社は、Superloop 社の一部門として、初等中等教育環境
向けにネットワーク接続とセキュリティを提供することに注力してい
ます。CyberHound 社のソリューションは、HPE OEM プログラムを通
じて、HPE ハードウェア上で提供されています。
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ソリューション: 業種: 国:  

データ

 

インターネットセキュ

リティ

 

オーストラリア

https://www.youtube.com/watch?v=eqyKBugusZg
https://www.youtube.com/watch?v=eqyKBugusZg


「私たちは今急成長を遂

げています。HPE と OEM 
Worldwide Program のサポー

トなしでは到底実現できま

せんでした。どの国にも確

信を持って参入でき、素晴ら

しいサービスを提供できる

自信があります。」 

–  JOHN FISON 氏 
CYBERHOUND 社 

最高経営責任者
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88

EVERYTHING AS A 
SERVICE を提供



現在のテクノロジー業界では、数やスピードが増加して
いるのはデータだけでなく、ビジネス自体も増加してい
ます。ビジネスがただ生き残るためだけでなく、この移
り変わりの激しい世界で成功するための俊敏性を得るた
め、当社のお客様は新しい方向に進み始めています。 
それは困難な仕事を取り除き、成果に集中できるように
するものです。従量制の IT 環境のコンセプトによって新
しい製品やサービスのデリバリがしやすくなり、事前投
資に代わる従量課金制モデルが出現しています。当社の
お客様はこの進化を活用し、人々、プロセス、経済に優
れた影響を与えています。その方法をご覧ください。
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ユースケース 

• 部署間のデータ共有を効率化 

• 各部署独自のワークロードのニーズに対応

• 対応が早い有益な市民サービスを提供

必要条件

• プロジェクトライフサイクル全体で動的なスケーラビリ
ティを達成

• 効果的なデータ管理を通じてアプリケーション開発を
サポート

• リソース活用を最適化し、多様なワークロードの要望
に対処

解決方法

HPE Synergy コンポーザブルインフラストラクチャーで
データと IT リソースを一元管理し、コスト効率の高い
方法での拡張が可能な HPE GreenLake フレックスキャパ
シティを活用しました。

成果

• 市民に新しいサービスを素早く提供

• 資本支出を避けながら IT コストが予測可能に

• 市民サービスのアクセシビリティと品質を改善 

その他の関連情報

お客様事例 : アンドラプラデシュ州政府が HPE の
コンポーザブルシステムで市民サービスを向上さ
せることに成功

HPE コンポーザブルシステムにより
市民サービスを促進

南インドのアンドラプラデシュ州政府は、行政の持つ大きな
責任を認識し、その答えとして 200 の部署で行政サービスの
管理および提供方法を改革させる大胆な新しいイニシアチブ
に取り組んでいます。
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ソリューション: 業種: 国:  

As-a-Service

 

公共部門

 

インド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00064446enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00064446enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00064446enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00064446enw 


「HPE GreenLake フレックス

キャパシティを採用すること

で俊敏性に優れたクラウド

のような機能を得ることがで

き、必要に応じてリソース

の拡大や縮小が可能になり

ました。」 

–  SHRI N. BALA SUBRAMANYAM 氏 

アンドラプラデシュ州政府 
EPRAGATI 担当 CEO
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ユースケース 

• 産業、金融サービス、および消費財プロバイダーに
テクノロジーサポートを提供

• SAP および Microsoft アプリケーションを中断なくその
顧客基盤に提供

• 景気低迷時にも好況時にも変わらない関連性のある
ソリューションとサービスを構築

必要条件

• 予算の 30% 削減という政府機関の要求に対応

• サービスや顧客にマイナスの影響を与えることなく経
費を抑制

• 可能な限りパフォーマンスを改善

解決方法

レガシー HPE ストレージおよびサーバーインフラストラ
クチャーを HPE 3PAR および HPE Synergy にアップグレー
ド。HPE GreenLake フレックスキャパシティを活用して、
従量課金制の IT モデルを実現しました。

成果

• ハードウェア設置面積を削減し、少ない負担でより 
高いパフォーマンスを実現

• 従量制のフレームワークにより管理オーバーヘッドを
削減

• 顧客が IT ではなく自社のビジネスの進歩に注力

主なパートナー企業

• Microsoft

• SAP

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : Austrian Economic Chambers が重要な
経済的役割を果たす—従量制課金 IT の実行

ビデオ : WKO InHouse HPE Austrian Economic Counsel の柔
軟性

従量制課金の IT で極めて重要な 
経済的ソリューションを実行

「オーストリアの企業の声を届ける役割を果たす」Austrian 
Economic Chambers は、50 万を超える企業と業界団体に弁護
および支援サービスを提供し、同国の力強い経済成長を 
支えています。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

ビジネスサービス

 

オーストリア

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00073637enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00073637enw
https://www.youtube.com/watch?v=r3zImke_5r4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r3zImke_5r4&feature=youtu.be
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00073637enw


「シンプルな変更要求によ

り、ストレージとコンピュー

ティング性能を高めることが

できます。オーストラリアの

ビジネスの支援がより簡単

かつ安価に行えるようにな

りました。」 

–  GEORG PIEBER 氏 
AUSTRIAN ECONOMIC CHAMBERS 

チームリーダー、WKO INHOUSE GMBH
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ユースケース 

• 非常にフレキシブルなクラウドサービスの需要を支え
るため、追加容量を提供 

• 顧客からの増え続ける複雑な要望に迅速に対応して
サポート 

• フィンランドのデータセンターの容量を増やし、長期
的な調達手続きの必要性を削減 

必要条件

• より柔軟な方法でコンピューティング容量を調達し、
データセンターの CAPEX 投資を抑制

• サーバーの容量を柔軟に管理 

• データセンターの専門知識を活用して業務を改善

• 戦略的 IT イニシアチブをサポートするため、IT リソー
スを再割り当て

解決方法

Capgemini 社は、HPE GreenLake フレックスキャパシティ
を通じて、最小限の資本投資で迅速に拡張可能なデー
タセンターを展開しました。

成果

• 顧客の需要増加に迅速に対応できるスケーラブルな
データセンターの構築

• スタッフの生産性を改善することでデータセンター 
を変革

• 他国でスケーラビリティ需要をサポートするモデルに

• データセンターの容量拡大にかかる期間を 4 ～ 6 週
間から 2 時間に短縮 

その他の関連情報

お客様事例 : Capgemini 社が HPE GreenLake フレッ
クスキャパシティによりコスト効率の高い方法で環
境を拡張

サービスプロバイダーがサービ
スデリバリを加速させると同時に
CAPEX を抑制
Capgemini 社は、コンサルティング、テクノロジーサー
ビスおよびデジタルトランスフォーメーションの世界的
リーダーであり、40 か国以上に 19 万人の従業員を 
抱えています。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

ITサービス

 

フィンランド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-7324ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-7324ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-7324ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-7324ENW


「弊社のお客様は従量制の

価格体系を求めていたた

め、より柔軟にコンピュー

ティング容量を調達できる

方法を探していました。」 

–  MATTI ASIKAINEN 氏 
CAPGEMINI INFRASTRUCTURE SERVICES 

デリバリ担当ディレクター
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ユースケース 

• 行政サービスの顧客に、関連性があり、安全で対応
が早いサービスを提供

• 420 のサイト全体で 35,000 人の人々に連続アクセス
を提供

• 顧客体験を向上させ、ビジネスを進化

必要条件

• どこでも作業ができ、常時アプリケーション配信が 
できるモデルに移行

• 競争の激しい市場で手頃な料金設定と戦略的サービ
スを提供

• IT 予算の決定権を取り戻し、資本支出を予測可能な
支払いに置き換え

解決方法

HPE にソフトウェア デファインド データセンターへの移
行と OPEX のあり方の刷新を依頼しました。

成果

• 顧客環境のパフォーマンスと信頼性を向上

• データセンターの設置面積を 15 分の 1 に削減

• インフラストラクチャーへの資本投資が不要なため、
ビジネスニーズの変化に合わせて規模の調整が可能
に

主なパートナー企業

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : Government as a Service  
( サービスとしての政府 )

GOVERNMENT AS A SERVICE  
( サービスとしての政府 )

Cenitex 社は 2008 年にオーストラリア政府の国有企業
として創立され、義務付けられた IT および通信サー
ビスをビクトリア州政府の複数の部署に提供する任務
を担いました。
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ソリューション: 業種: 国: 
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公共部門

 

オーストラリア

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00090575enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00090575enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00090575enw


「これまでとは比べ物になら

ないぐらい耐障害性と耐久

性が高い、先進的な最先端

のソリューションを手にする

ことができました。」 

–  NAV PILLAI 氏 
CENITEX 社 

設計開発部ゼネラルマネージャー
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ユースケース 

• ストレージプラットフォームの柔軟性を強化

• 顧客向けのストレージおよびバックアップサービスの
コストを削減 

• 顧客基盤に対してパフォーマンスの改善を提供

必要条件

• 価格を上げることなくより高い価値を顧客に提供

• 単一ベンダーのソリューションでバックアップサービス
を簡素化

• 従量制課金の IT 消費モデルに移行 

解決方法

HPE 3PAR StoreServ ストレージおよび HPE StoreOnce バッ
クアップアプライアンスを、HPE GreenLake フレックスキャ
パシティを通じて実現した従量制の IT 環境モデルに展
開しました。

成果

• プラットフォームの柔軟性を高めながら、ストレージ 
コストを 70% 節約

• 顧客にストレージレベルとサービスの幅広い選択肢を
提供

• 市場での CGI 社の競争力を強化

その他の関連情報

お客様事例 : CGI Portugal 社がソリッドステートアレ
イでホスティングサービスのパフォーマンスと柔軟
性を向上

従量制ストレージでコストを削減し、 
高い競争力を獲得

1,000 名を超える専門家を擁するポルトガルの CGI 社は、 
情報技術、ビジネスプロセスおよびマネジメントの分野で 
クライアントの目的を満たすソリューションを提供しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

ITサービス

 

ポルトガル

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060903enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060903enw
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「HPE 3PAR と HPE GreenLake

フレックスキャパシティを採

用したことで、リソースを無

駄にすることなく、パフォー

マンスや容量の増大要求に

個別に対応できるモデルを

手に入れることができまし

た。」 

–  JORGE RIBEIRO 氏 
CGI SOUTHERN EUROPE & BRAZIL 社 

コンサルティングデリバリ、グローバルテクノロ

ジーオペレーション担当ディレクター
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ユースケース 

• ビジネスの透明性を高め、リソースや優先順位を調整 

• 顧客のニーズに関するきめ細かい高レベルな分析

• 1,000 名のソフトウェア開発者向けに 24 時間 365 日 
エンジニアリングをサポート 

• ワークフローとイノベーションまでにかかる時間を短
縮

必要条件

• ビジネスに貢献する柔軟性とパフォーマンス

• 透明性、スケーラビリティ、セキュリティ、コスト効率

• 要望の厳しい R&D ツール向けの高度なコンピューティ
ングリソース

解決方法

Danfoss 社は、SAP HANA Infrastructure as a Service、HPE 
Synergy、および HPE GreenLake フレックスキャパシティ
によりインメモリコンピューティングを実装しました。そ
のエンジニアリングプラットフォームには、HPE Integrity 
Superdome が選ばれました。

成果

• 従量制課金モデルを通じた IT 消費と IT 支出の統合

• トレンドと顧客ニーズの予想により、収益の前年度比
10% 以上の拡大を実現

• 設計速度を 10 倍にし、技術の進歩の市場投入期間 
を短縮 

• ビジネスプロセスの中で AI、機械学習、 
予測分析を活用

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : 短時間でアイデアを実現 Danfoss 社
と HPE

短時間でアイデアを実現

Danfoss 社は、サステナビリティと社会的利益をグロー
バルに向上させるソリューションを生み出すという 
ビジョンを掲げています。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

製造

 

デンマーク

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00078007enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00078007enw
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「会社のデジタル化が完了し、

短時間でアイデアを実現でき

るようになりました。」 

–  SUNE BAASTRUP 氏 
DANFOSS 社 
SVP 兼 CIO
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ユースケース 

• 変化する規制基準に合わせてストレージ環境を 
モダナイズ

• 増加し続ける速度と複雑さに合わせて新しいソリュー
ションを構築

• 事前投資なしで拡張可能な、よりフレキシブルなテク
ノロジー環境を実現

必要条件

• 高額なアップグレードを行わずに、法規制により義務
付けられたデータ共有コンポーネントを実現

• サードパーティのソフトウェアへの依存を減らしながら
PACS 画像アーカイブのセキュリティを強化

• 既存スタッフに加えて高度な専門知識を備えるデータ
センターのエキスパートを増員

解決方法

HPE GreenLake フレックスキャパシティと HPE Pointnext
サービスのデータセンターケアサービスを活用して従
量制課金の SAP HANA 環境への移行を図ると同時に、
HPE 3PAR File Persona を使用して PACS 画像ライブラリ
のセキュリティを確保しました。

成果

• 新しい従量制課金契約により、以前のストレージアー
キテクチャーと比べて運用費用を 30% 削減

• スタッフの増員や管理コストの増加を招くことなくIT
スタック全体をモダナイズ

• 事前の IT 投資や面倒な交渉を行うことなく継続的成
長モデルを実現

その他の関連情報

お客様事例 : 戦略的関係が病院のイノベーション 
を推進

データ主導の医療のための戦略的
パートナーシップ

オランダの成長目覚ましい地域に拠点を置く
Flevohospital は、1991 年の創業以来、この都市の人口
が 2 倍に増加する様を目の当たりにしてきました。 
この成長軌道は今後 10 年間は続くと予想されています。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

医療

 

オランダ

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00069490ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00069490ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00069490ENW


「HPE には信頼できるビジネ

スパートナーとしてお世話に

なっています。時代を先取り

できるように当院の戦略をサ

ポートし、将来にどのような

課題があったとしても、連携

して進んでいきたいと思って

います。」 

–  LEX PATER 氏 
FLEVOZIEKENHUIS 
ICT マネージャー
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ユースケース 

• 非常に安全な地下データセンターストレージ設備を 
柔軟にリフレッシュ

• レガシーシステムを最新のフルサポートソリューション
に置き換え

• マルチロケーションのマルチベンダー環境でワーク
ロードの柔軟性を提供

必要条件

• 高レベルなカスタマーサポートを実現

• 顧客が即時に処理能力の増強が可能

• 増え続けるデータストレージコストを抑制

解決方法

長期的なビジネスパートナーである HPE と連携し、 
従量制の IT モデルに移行しました。

成果

• 顧客要求に対する即時対応

• ベンダー数を減らすことで管理の手間が減少

• ビジネス競争力を強化

その他の関連情報

お客様事例 : Kapsch 社が従量制のアプローチで
データセンターをリフレッシュ

KAPSCH 社が従量制のアプローチで
データセンターをリフレッシュ

オーストリアの Kapsch BusinessCom 社は Kapschグループの一員で、
企業業績の一段の向上や新しいビジネスモデルの構築に向けた
企業の取り組みをサポートしています。17,000 社以上の顧客を 
抱え、従業員数は 1,200 名を数えます。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

ITサービス

 

オーストリア

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00055826enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00055826enw
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「将来の IT 分野で重要になる

唯一のことは、ビジネスの成

果です。HPE GreenLake フレッ

クスキャパシティを利用するこ

とで、私たちはすでにこの状

況に対応しています。」 

–  GÜNTER ENGLERT 氏 
KAPSCH BUSINESSCOM 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 柔軟性、アジリティ、即応性を備えたデジタル銀行へ
の変革を実現

• コストを制御し、インフラストラクチャーの利用をより
正確に管理

• プライベートクラウドを構築して開発プロジェクトとビ
ジネスオペレーションをサポート 

• 財務および貸付回収システムから ERP まで、200 以
上のアプリケーションを実行 

必要条件

• 財務予見性の向上と動的なリソース管理を実現

• あらゆるアプリケーションにコンピューティング、スト
レージおよびネットワークをオンデマンドで割り当て、
設定

• フィンテックスタートアップ企業および社内開発チーム
に IT リソースを迅速に提供

• 物理デバイスを 70% 削減して IT 効率を改善

解決方法

MKB Bank は、数百もの物理サーバーを HPE Synergy コ
ンポーザブルインフラストラクチャーに統合し、HPE 
GreenLake フレックスキャパシティにより従量制 IT モデル
を採用することで柔軟性を最大化しました。

成果

• 主要なデジタル銀行になるビジョンを実現できるよう
に MKB Bank を位置付け 

• 従量課金制モデルにより、運営費とサポート費を 20%
削減

• 新しいアプリケーションとサービスを短期間で発売し、
売上高を迅速に確保

主なパートナー企業

• Intel®

その他の関連情報

お客様事例 : MKB Bank が HPE Synergy でアジリティ
を向上させて新しいデジタルバンキングイニシアチ
ブを推進

新しいデジタルバンキングイニシア
チブを推進するアジリティ

MKB Bank は、ハンガリー最大の民間銀行です。 
中欧をリードするデジタル銀行となることを目標に、
同行は最先端のデジタルバンキングサービスを開発
するためのフィンテック会社を設立しました。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

金融サービス

 

ハンガリー

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060066enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060066enw
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「HPE GreenLake フレックス

キャパシティにより、サー

バー、または CPU やメモリ

を簡単に追加して、新しい

スタートアップ企業や社内開

発チームをサポートすること

ができます。」 

–  KRISZTIAN BAN 氏 
MKB BANK 
IT 運用ディレクター
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ユースケース 

• 次世代の IoT サービスを商業化

• ベアメタルパフォーマンスにクラウドのような操作性を
融合

• リモート管理機能を備えたオンプレミス環境の創出

必要条件

• オートメーションを通じてビジネスを加速

• ユーザーベースのリモート運用をサポート

• ビジネスニーズに即時に対応

解決方法

HPE GreenLake  フレックスキャパシティに基づいたシンプ
ルなサービスインフラストラクチャーを構築することで、
データセンターのビジネスモデルを改革しました。

成果

• 毎月の支払いモデルに移行することで、収益と支出の
バランスを最適化

• 物理的制約から開放された新しいデータセンターの 
ビジネスモデルを実現

• HPE ソリューションでの標準化により、迅速で高品質な
サポートサービスを提供

その他の関連情報

お客様事例 : 沖縄クロス・ヘッド社、画期的な調
達モデルを展開

10 年間のサービスインフラストラク
チャーの革新的な調達モデル

沖縄クロス・ヘッド社は、沖縄県を代表する IT 企業
のひとつです。2006 年の創業以来、同社はネットワー
クサービスに特化した IT インフラストラクチャーに基
づくビジネスを開発してきました。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

ITサービス 

 

日本

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/a00002928enw.pdf
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/a00002928enw.pdf
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「HPE は、サービスの基礎とな

るハードウェアの画期的な調達

モデルを提示してくれました。

これにより、次世代の IoT セン

ターサービスを現実のものとす

る大きな第一歩を踏み出すこ

とができました。」 

–  RYO IMAI 氏 

沖縄クロス・ヘッド社 

テクノロジーマネジメント担当ゼネラルマネージャー
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ユースケース 

• 市場を拡大するハイブリッドクラウドソリューションを 
提供

• 現地のデータセンターでホスティングされる一貫性の
あるクラウドワークロードを提供

• 想定外のビジネスの成長も受け止めるスケーラブルな
ソリューション

必要条件

• 顧客が Microsoft Azure ワークロードを実行できる 
ソリューションを提供

• オンデマンドモデルでフレキシブルかつスケーラブル
なソリューションを提供

• 顧客のデータ主権ニーズとコンプライアンスニーズ 
に対応 

解決方法

HPE と連携して HPE ProLiant サーバー上に Microsoft 
Azure Stack を構築し、HPE GreenLake フレックスキャパシ
ティを介してデリバリします。

成果

• 広帯域幅のアプリへのローカルアクセスを提供する 
ことで、待ち時間を 50% 短縮 

• 最小限の財務リスクで顧客の迅速なオンボーディング
を実現

• データ依存型取引のために現地のコンプライアンス 
要件に対応 

その他の関連情報

お客様事例 : HPE、Peering One 社に従量制課金の
Microsoft Azure Stack を提供

PEERING ONE 社の従量制課金
MICROSOFT AZURE STACK

クラウドサービスプロバイダーである Peering One 社の顧客は、
従来のインフラストラクチャーとクラウドインフラストラクチャー
のハイブリッドを利用して、運用を最適化することをますます 
求めています。同社は、手頃な価格帯でアジア太平洋地域全体に
幅広いホステッドソリューションを提供しています。
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ソリューション: 業種: 国: 

As-a-Service

 

クラウドサービスプロ
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https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00056180enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00056180enw
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「HPE GreenLake は単なる財務

モデルの枠を超えています。 

そのチームワークとコミットメ

ントは私たちの期待を遥かに

超え、Azure Stack のようなテ

クノロジーの経済的かつ柔軟

な導入をサポートしてくれまし

た。」 

–  WONG CHEE VOON 氏 
PEERING ONE 社 

最高経営責任者
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ユースケース 

• 完全にデジタル化された医療記録システムへの移行 

• 柔軟性の向上のために IT を変革

• 信頼できる患者ケアのために究極の安定性を実現

必要条件

• 複数のデータセンターで成功実績のあるソリューショ
ン

• 遠隔医療テクノロジーの品質を向上

• 米国の医療業界でテクノロジーリーダーの上位 10% の
地位を維持

解決方法

Prisma Health 社は、優れた患者ケアと将来の成長に対
応するための柔軟性と安定性を求めて、HPE GreenLake
を活用した従量制 IT モデルへ移行しました。

成果

• 新しい診療所の追加を含めて、将来の拡大に合わせ
たスケーラビリティを実現

• 完全ペーパーレスの医療記録システムをサポート

• 改善されたデータ分析を通じて患者の治療成績が 
向上

その他の関連情報

ビデオ : Greenville Health System と HPE: イノベーション
で優れた成果を実現

優れた医療のための消費モデル

Prisma Health 社は、Greenville Health System を含む新しい
組織であり、サウスカロライナ州最大の医療系非営利組織
として 32,000 名の専門家が年間 120 万人の患者のケアに
あたっています。
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ソリューション: 業種: 国:  

As-a-Service

 

医療

 

米国

https://www.youtube.com/watch?v=Os5v4jXYq9c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Os5v4jXYq9c&feature=youtu.be


「新しいデバイス、装置、機

能だけがイノベーションとは

限りません。それをどのよう

に統合するか、どのような

サービスと組み合わせるか

も非常に重要です。」 

–  STEVEN SHIM 氏 
GREENVILLE HEALTH SYSTEM 

最高技術責任者
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ユースケース 

• ビッグデータの力を活用して競争力を向上

• IT ボトルネックを分析の原動力に転換

• IT を使用して無駄のない運営を維持しながら、 
顧客重視の姿勢を維持 

必要条件

• 毎月 2TB ずつ増加する 50TB のデータベースを 
サポート

• 分析レポートの作成時間の短縮と同時に、 
予測機能を採用

• 顧客が希望または必要とする製品を使用して、 
1 日 140 万人の顧客に対応 

解決方法

Salling Group 社は、インフラストラクチャーを柔軟なサー
ビスとして購入し、自由に使える資金を増やすことで、
事業の世界的な拡大と市場機会を追求できるようにな
りました。HPE GreenLake フレックスキャパシティにより、
使用した分だけ支払うシステムとなりました。ビジネス
ニーズが変化したときに容量を確実に増減させること
が可能となり、キャッシュフローが最適化されるととも
に IT のアジリティが向上しました。

成果

• POS レポートの作成時間が 30 ～ 40% 短縮

• 商品の過剰在庫を原因とする廃棄や財務上の 
損失を回避

• 2030 年までに食品廃棄量を 30% 削減する目標を 
サポート

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : ビッグデータを用いた店舗内小売分
析により収益増加と廃棄物削減を実現

ビッグデータを用いた店舗内小売分析に
より収益増加と廃棄物削減を実現

デンマーク最大の小売企業である Salling Group 社は、
複数の e- コマースビジネスと 4 つの小売チェーンを
運営しています。欧州 4 か国で 1,400 を超える店舗に
は、毎週 900 万人の買い物客が訪れます。
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「HPE は、新しいテクノロジー

を実装するときに発生する

可能性がある複雑な問題の

回避に役立つ確かな専門知

識を提供してくれました。」 

–  ALAN JENSEN 氏 
SALLING GROUP 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• ペーパーレスワークフローのイニシアチブを達成

• 医用イメージングテクノロジーの進化をサポート

• フレキシブルなストレージプロビジョニングを実現 

必要条件

• 日々の容量ニーズに迅速に対応

• アンダープロビジョニングやオーバープロビジョニン
グの懸念を払拭

• 安定性と可用性を向上 

解決方法

HPE GreenLake フレックスキャパシティの運用およびプロ
ビジョニングモデルに切り替えることで財政状況が改善
し、コストの透明性が高まりました。

成果

• 追加容量の迅速なプロビジョニングにより、データの
増加を管理

• 不要になった容量は非アクティブ化

• コンパクトな設計と緊密な統合により、IT 設置面積を
削減

• 従量制課金モデルにより資本支出を排除

主なパートナー企業

• Systemhaus Hansen & Gieraths

その他の関連情報

お客様事例 : HPE GreenLakeフレックスキャパシティ
を採用してオールフラッシュデータストレージに切
り替えたボン大学病院

従量制課金経済によるハイパフォー
マンスとフレキシブルなスケーラビ
リティ

ボン大学病院はドイツ屈指の医療プロバイダーであり、医療研究に
おける素晴らしい業績でも知られています。その医療部門、研究機
関およびビジネスオペレーションのニーズの高まりを受け、同病院
はデータストレージの新しいビジョンを必要としていました。
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「HPE GreenLake フレックス

キャパシティがもたらすコス

トモデルは、投資手法より

も格段に大きなメリットがあ

ります。」 

–  DIETER PADBERG 氏 

ボン大学病院 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 世界最高クラスのオンラインショッピングエクスペリエ
ンスを提供し、商品の効率的なフルフィルメント 
を実現 

• ショッピングのピーク期間には 1.4 秒ごとに新しい注
文が入るほどのボリュームに対処

• 企業、顧客対応、バックエンド、テストおよび開発の
各システムをサポート 

必要条件

• シンプルな予算管理、予見可能なストレージコスト、
オンサイトエキスパートを提供

• ストレージ性能の向上とストレージ容量の増加により、
予測できない e- コマーストランザクションの急増 
に対処

• 生産開発環境に優れたパフォーマンスとアジリティ 
を提供

• 新しい環境を迅速に展開するためインフラストラク
チャーの自動化を実現

解決方法

YNAP 社は、HPE 3PAR ストレージと ProLiant サーバー
をベースに構築された HPE GreenLake フレックスキャパ
シティを採用しました。HPE Pointnext サービスのデータ
センターケアを利用したプロアクティブサポートも受け
ています。

成果

• ワークロードの急増に迅速に対処するため、アジャイ
ルな容量の拡大と契約が可能に

• 567% のスループット向上により、増大するオンライン
顧客の需要を容易に処理 

• ビジネスをサポートするためにインフラストラクチャー
を最適に設定 

• 開発環境の展開時間を 1 時間から数分に短縮する 
ことで開発者の生産性を倍増

主なパートナー企業

• Commvault

• Intel®

• Linux

• Microsoft

• Oracle

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : HPE 3PAR ストレージとHPE GreenLake
フレックスキャパシティでオンラインストアの強化
に成功した YNAP 社

迅速な応答性と一貫した高パフォー
マンスを備えたオンラインショッピン
グエクスペリエンスの実現

イタリアのミラノに拠点を置くYOOX NET-A-PORTER GROUP 
(YNAP) は、世界最大規模のラグジュアリーファッションのオ
ンライン小売企業であり、毎月ほぼ 3,000 万人の買い物客
がサイトを訪れます。
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「HPE は、当社が信頼できる

テクノロジーソリューションを

継続的に提供しており、その

サービスとサポートは、他の

ベンダーでは実現できないレ

ベルに達しています。」 

–  YAMANDU CORREA 氏 
YOOX NET-A-PORTER GROUP 社 

グローバルネットワークおよび 

データセンターマネージャー
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