
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。
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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 
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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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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。
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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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「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

バイダー

 

マレーシア

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00056180enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00056180enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00056180enw


「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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