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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 
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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
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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。
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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
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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
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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。
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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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