
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。
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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
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「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。
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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
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「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
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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

39



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
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「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: 
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オランダ

 

クラウド
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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。
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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

 

オランダ

  

クラウド

https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00051825ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00051825ENW
https://h20195.www2.hpe.com/v2/getdocument.aspx?docname=a00051825ENW


「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
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「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
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「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

49



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
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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 

• 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: 
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「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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「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

55



© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HPE製品およびサービスに

対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではあ

りません。HPEは、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱字に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

AMDはAdvanced Micro Devices, Incの商標です。GoogleはGoogle LLCの商標です。Intelおよびインテルは、米国およびその他の国におけるIntel 

Corporationの商標です。Linuxは、米国またはその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。Microsoftは、米国およびその他の国における

Microsoft Corporationの登録商標または商標です。NVIDIAは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標で

す。Red Hatは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。SAPおよびSAP HANAは、ドイツおよびその他の国におけるSAP SE (ま

たはSAP関連会社) の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。VMwareは、米国およびその他の地域におけるVMware, 

Inc.および関連会社の登録商標または商標です。すべての第三者の商標は、それぞれの 

所有者に帰属します。

a50000346JPN、2019年11月

知り合いへシェア

https://twitter.com/intent/tweet?text=Digital%20Game%20Changers:%20Celebrating%20HPE%20customers%20and%20the%20transformed%20world%20they%E2%80%99re%20creating%20https://www.hpe.com/us/en/customer-case-studies.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://bit.ly/2Js5pO4
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=https://bit.ly/2Js5pO4

