
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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「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 

• 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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「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 

• 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 

• 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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「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 

• 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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「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 

• 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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「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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