
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
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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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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

38 デジタルゲームチェンジャー

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
https://www.washingtonpost.com/brand-studio/hpe/disruption-from-within/
https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/how-one-company-sparked-reinvention-by-trying-to-put-itself-out-of-business-1908.html


「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 

• 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。

52 デジタルゲームチェンジャー

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 

• 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。

86 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

 

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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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。

92 デジタルゲームチェンジャー

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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