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EVERYTHING AS A 
SERVICE を提供



現在のテクノロジー業界では、数やスピードが増加して
いるのはデータだけでなく、ビジネス自体も増加してい
ます。ビジネスがただ生き残るためだけでなく、この移
り変わりの激しい世界で成功するための俊敏性を得るた
め、当社のお客様は新しい方向に進み始めています。 
それは困難な仕事を取り除き、成果に集中できるように
するものです。従量制の IT 環境のコンセプトによって新
しい製品やサービスのデリバリがしやすくなり、事前投
資に代わる従量課金制モデルが出現しています。当社の
お客様はこの進化を活用し、人々、プロセス、経済に優
れた影響を与えています。その方法をご覧ください。
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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 

• 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。
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「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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ユースケース 

• 非常にフレキシブルなクラウドサービスの需要を支え
るため、追加容量を提供 

• 顧客からの増え続ける複雑な要望に迅速に対応して
サポート 

• フィンランドのデータセンターの容量を増やし、長期
的な調達手続きの必要性を削減 

必要条件

• より柔軟な方法でコンピューティング容量を調達し、
データセンターの CAPEX 投資を抑制

• サーバーの容量を柔軟に管理 

• データセンターの専門知識を活用して業務を改善

• 戦略的 IT イニシアチブをサポートするため、IT リソー
スを再割り当て

解決方法

Capgemini 社は、HPE GreenLake フレックスキャパシティ
を通じて、最小限の資本投資で迅速に拡張可能なデー
タセンターを展開しました。

成果

• 顧客の需要増加に迅速に対応できるスケーラブルな
データセンターの構築

• スタッフの生産性を改善することでデータセンター 
を変革

• 他国でスケーラビリティ需要をサポートするモデルに

• データセンターの容量拡大にかかる期間を 4 ～ 6 週
間から 2 時間に短縮 

その他の関連情報

お客様事例 : Capgemini 社が HPE GreenLake フレッ
クスキャパシティによりコスト効率の高い方法で環
境を拡張

サービスプロバイダーがサービ
スデリバリを加速させると同時に
CAPEX を抑制
Capgemini 社は、コンサルティング、テクノロジーサー
ビスおよびデジタルトランスフォーメーションの世界的
リーダーであり、40 か国以上に 19 万人の従業員を 
抱えています。
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「弊社のお客様は従量制の

価格体系を求めていたた

め、より柔軟にコンピュー

ティング容量を調達できる

方法を探していました。」 

–  MATTI ASIKAINEN 氏 
CAPGEMINI INFRASTRUCTURE SERVICES 

デリバリ担当ディレクター
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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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ユースケース 

• ストレージプラットフォームの柔軟性を強化

• 顧客向けのストレージおよびバックアップサービスの
コストを削減 

• 顧客基盤に対してパフォーマンスの改善を提供

必要条件

• 価格を上げることなくより高い価値を顧客に提供

• 単一ベンダーのソリューションでバックアップサービス
を簡素化

• 従量制課金の IT 消費モデルに移行 

解決方法

HPE 3PAR StoreServ ストレージおよび HPE StoreOnce バッ
クアップアプライアンスを、HPE GreenLake フレックスキャ
パシティを通じて実現した従量制の IT 環境モデルに展
開しました。

成果

• プラットフォームの柔軟性を高めながら、ストレージ 
コストを 70% 節約

• 顧客にストレージレベルとサービスの幅広い選択肢を
提供

• 市場での CGI 社の競争力を強化

その他の関連情報

お客様事例 : CGI Portugal 社がソリッドステートアレ
イでホスティングサービスのパフォーマンスと柔軟
性を向上

従量制ストレージでコストを削減し、 
高い競争力を獲得

1,000 名を超える専門家を擁するポルトガルの CGI 社は、 
情報技術、ビジネスプロセスおよびマネジメントの分野で 
クライアントの目的を満たすソリューションを提供しています。
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「HPE 3PAR と HPE GreenLake

フレックスキャパシティを採

用したことで、リソースを無

駄にすることなく、パフォー

マンスや容量の増大要求に

個別に対応できるモデルを

手に入れることができまし

た。」 

–  JORGE RIBEIRO 氏 
CGI SOUTHERN EUROPE & BRAZIL 社 

コンサルティングデリバリ、グローバルテクノロ

ジーオペレーション担当ディレクター
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ユースケース 

• ビジネスの透明性を高め、リソースや優先順位を調整 

• 顧客のニーズに関するきめ細かい高レベルな分析

• 1,000 名のソフトウェア開発者向けに 24 時間 365 日 
エンジニアリングをサポート 

• ワークフローとイノベーションまでにかかる時間を短
縮

必要条件

• ビジネスに貢献する柔軟性とパフォーマンス

• 透明性、スケーラビリティ、セキュリティ、コスト効率

• 要望の厳しい R&D ツール向けの高度なコンピューティ
ングリソース

解決方法

Danfoss 社は、SAP HANA Infrastructure as a Service、HPE 
Synergy、および HPE GreenLake フレックスキャパシティ
によりインメモリコンピューティングを実装しました。そ
のエンジニアリングプラットフォームには、HPE Integrity 
Superdome が選ばれました。

成果

• 従量制課金モデルを通じた IT 消費と IT 支出の統合

• トレンドと顧客ニーズの予想により、収益の前年度比
10% 以上の拡大を実現

• 設計速度を 10 倍にし、技術の進歩の市場投入期間 
を短縮 

• ビジネスプロセスの中で AI、機械学習、 
予測分析を活用

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : 短時間でアイデアを実現 Danfoss 社
と HPE

短時間でアイデアを実現

Danfoss 社は、サステナビリティと社会的利益をグロー
バルに向上させるソリューションを生み出すという 
ビジョンを掲げています。
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「会社のデジタル化が完了し、

短時間でアイデアを実現でき

るようになりました。」 

–  SUNE BAASTRUP 氏 
DANFOSS 社 
SVP 兼 CIO
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ユースケース 

• 変化する規制基準に合わせてストレージ環境を 
モダナイズ

• 増加し続ける速度と複雑さに合わせて新しいソリュー
ションを構築

• 事前投資なしで拡張可能な、よりフレキシブルなテク
ノロジー環境を実現

必要条件

• 高額なアップグレードを行わずに、法規制により義務
付けられたデータ共有コンポーネントを実現

• サードパーティのソフトウェアへの依存を減らしながら
PACS 画像アーカイブのセキュリティを強化

• 既存スタッフに加えて高度な専門知識を備えるデータ
センターのエキスパートを増員

解決方法

HPE GreenLake フレックスキャパシティと HPE Pointnext
サービスのデータセンターケアサービスを活用して従
量制課金の SAP HANA 環境への移行を図ると同時に、
HPE 3PAR File Persona を使用して PACS 画像ライブラリ
のセキュリティを確保しました。

成果

• 新しい従量制課金契約により、以前のストレージアー
キテクチャーと比べて運用費用を 30% 削減

• スタッフの増員や管理コストの増加を招くことなくIT
スタック全体をモダナイズ

• 事前の IT 投資や面倒な交渉を行うことなく継続的成
長モデルを実現

その他の関連情報

お客様事例 : 戦略的関係が病院のイノベーション 
を推進

データ主導の医療のための戦略的
パートナーシップ

オランダの成長目覚ましい地域に拠点を置く
Flevohospital は、1991 年の創業以来、この都市の人口
が 2 倍に増加する様を目の当たりにしてきました。 
この成長軌道は今後 10 年間は続くと予想されています。
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「HPE には信頼できるビジネ

スパートナーとしてお世話に

なっています。時代を先取り

できるように当院の戦略をサ

ポートし、将来にどのような

課題があったとしても、連携

して進んでいきたいと思って

います。」 

–  LEX PATER 氏 
FLEVOZIEKENHUIS 
ICT マネージャー
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ユースケース 

• 非常に安全な地下データセンターストレージ設備を 
柔軟にリフレッシュ

• レガシーシステムを最新のフルサポートソリューション
に置き換え

• マルチロケーションのマルチベンダー環境でワーク
ロードの柔軟性を提供

必要条件

• 高レベルなカスタマーサポートを実現

• 顧客が即時に処理能力の増強が可能

• 増え続けるデータストレージコストを抑制

解決方法

長期的なビジネスパートナーである HPE と連携し、 
従量制の IT モデルに移行しました。

成果

• 顧客要求に対する即時対応

• ベンダー数を減らすことで管理の手間が減少

• ビジネス競争力を強化

その他の関連情報

お客様事例 : Kapsch 社が従量制のアプローチで
データセンターをリフレッシュ

KAPSCH 社が従量制のアプローチで
データセンターをリフレッシュ

オーストリアの Kapsch BusinessCom 社は Kapschグループの一員で、
企業業績の一段の向上や新しいビジネスモデルの構築に向けた
企業の取り組みをサポートしています。17,000 社以上の顧客を 
抱え、従業員数は 1,200 名を数えます。
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「将来の IT 分野で重要になる

唯一のことは、ビジネスの成

果です。HPE GreenLake フレッ

クスキャパシティを利用するこ

とで、私たちはすでにこの状

況に対応しています。」 

–  GÜNTER ENGLERT 氏 
KAPSCH BUSINESSCOM 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 柔軟性、アジリティ、即応性を備えたデジタル銀行へ
の変革を実現

• コストを制御し、インフラストラクチャーの利用をより
正確に管理

• プライベートクラウドを構築して開発プロジェクトとビ
ジネスオペレーションをサポート 

• 財務および貸付回収システムから ERP まで、200 以
上のアプリケーションを実行 

必要条件

• 財務予見性の向上と動的なリソース管理を実現

• あらゆるアプリケーションにコンピューティング、スト
レージおよびネットワークをオンデマンドで割り当て、
設定

• フィンテックスタートアップ企業および社内開発チーム
に IT リソースを迅速に提供

• 物理デバイスを 70% 削減して IT 効率を改善

解決方法

MKB Bank は、数百もの物理サーバーを HPE Synergy コ
ンポーザブルインフラストラクチャーに統合し、HPE 
GreenLake フレックスキャパシティにより従量制 IT モデル
を採用することで柔軟性を最大化しました。

成果

• 主要なデジタル銀行になるビジョンを実現できるよう
に MKB Bank を位置付け 

• 従量課金制モデルにより、運営費とサポート費を 20%
削減

• 新しいアプリケーションとサービスを短期間で発売し、
売上高を迅速に確保

主なパートナー企業

• Intel®

その他の関連情報

お客様事例 : MKB Bank が HPE Synergy でアジリティ
を向上させて新しいデジタルバンキングイニシアチ
ブを推進

新しいデジタルバンキングイニシア
チブを推進するアジリティ

MKB Bank は、ハンガリー最大の民間銀行です。 
中欧をリードするデジタル銀行となることを目標に、
同行は最先端のデジタルバンキングサービスを開発
するためのフィンテック会社を設立しました。
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「HPE GreenLake フレックス

キャパシティにより、サー

バー、または CPU やメモリ

を簡単に追加して、新しい

スタートアップ企業や社内開

発チームをサポートすること

ができます。」 

–  KRISZTIAN BAN 氏 
MKB BANK 
IT 運用ディレクター
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ユースケース 

• 次世代の IoT サービスを商業化

• ベアメタルパフォーマンスにクラウドのような操作性を
融合

• リモート管理機能を備えたオンプレミス環境の創出

必要条件

• オートメーションを通じてビジネスを加速

• ユーザーベースのリモート運用をサポート

• ビジネスニーズに即時に対応

解決方法

HPE GreenLake  フレックスキャパシティに基づいたシンプ
ルなサービスインフラストラクチャーを構築することで、
データセンターのビジネスモデルを改革しました。

成果

• 毎月の支払いモデルに移行することで、収益と支出の
バランスを最適化

• 物理的制約から開放された新しいデータセンターの 
ビジネスモデルを実現

• HPE ソリューションでの標準化により、迅速で高品質な
サポートサービスを提供

その他の関連情報

お客様事例 : 沖縄クロス・ヘッド社、画期的な調
達モデルを展開

10 年間のサービスインフラストラク
チャーの革新的な調達モデル

沖縄クロス・ヘッド社は、沖縄県を代表する IT 企業
のひとつです。2006 年の創業以来、同社はネットワー
クサービスに特化した IT インフラストラクチャーに基
づくビジネスを開発してきました。
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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。

110 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

 

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

111



ユースケース 

• 完全にデジタル化された医療記録システムへの移行 

• 柔軟性の向上のために IT を変革

• 信頼できる患者ケアのために究極の安定性を実現

必要条件

• 複数のデータセンターで成功実績のあるソリューショ
ン

• 遠隔医療テクノロジーの品質を向上

• 米国の医療業界でテクノロジーリーダーの上位 10% の
地位を維持

解決方法

Prisma Health 社は、優れた患者ケアと将来の成長に対
応するための柔軟性と安定性を求めて、HPE GreenLake
を活用した従量制 IT モデルへ移行しました。

成果

• 新しい診療所の追加を含めて、将来の拡大に合わせ
たスケーラビリティを実現

• 完全ペーパーレスの医療記録システムをサポート

• 改善されたデータ分析を通じて患者の治療成績が 
向上

その他の関連情報

ビデオ : Greenville Health System と HPE: イノベーション
で優れた成果を実現

優れた医療のための消費モデル

Prisma Health 社は、Greenville Health System を含む新しい
組織であり、サウスカロライナ州最大の医療系非営利組織
として 32,000 名の専門家が年間 120 万人の患者のケアに
あたっています。
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「新しいデバイス、装置、機

能だけがイノベーションとは

限りません。それをどのよう

に統合するか、どのような

サービスと組み合わせるか

も非常に重要です。」 

–  STEVEN SHIM 氏 
GREENVILLE HEALTH SYSTEM 

最高技術責任者
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ユースケース 

• ビッグデータの力を活用して競争力を向上

• IT ボトルネックを分析の原動力に転換

• IT を使用して無駄のない運営を維持しながら、 
顧客重視の姿勢を維持 

必要条件

• 毎月 2TB ずつ増加する 50TB のデータベースを 
サポート

• 分析レポートの作成時間の短縮と同時に、 
予測機能を採用

• 顧客が希望または必要とする製品を使用して、 
1 日 140 万人の顧客に対応 

解決方法

Salling Group 社は、インフラストラクチャーを柔軟なサー
ビスとして購入し、自由に使える資金を増やすことで、
事業の世界的な拡大と市場機会を追求できるようにな
りました。HPE GreenLake フレックスキャパシティにより、
使用した分だけ支払うシステムとなりました。ビジネス
ニーズが変化したときに容量を確実に増減させること
が可能となり、キャッシュフローが最適化されるととも
に IT のアジリティが向上しました。

成果

• POS レポートの作成時間が 30 ～ 40% 短縮

• 商品の過剰在庫を原因とする廃棄や財務上の 
損失を回避

• 2030 年までに食品廃棄量を 30% 削減する目標を 
サポート

主なパートナー企業

• SAP

その他の関連情報

お客様事例 : ビッグデータを用いた店舗内小売分
析により収益増加と廃棄物削減を実現

ビッグデータを用いた店舗内小売分析に
より収益増加と廃棄物削減を実現

デンマーク最大の小売企業である Salling Group 社は、
複数の e- コマースビジネスと 4 つの小売チェーンを
運営しています。欧州 4 か国で 1,400 を超える店舗に
は、毎週 900 万人の買い物客が訪れます。
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「HPE は、新しいテクノロジー

を実装するときに発生する

可能性がある複雑な問題の

回避に役立つ確かな専門知

識を提供してくれました。」 

–  ALAN JENSEN 氏 
SALLING GROUP 社 

最高情報責任者
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ユースケース 

• ペーパーレスワークフローのイニシアチブを達成

• 医用イメージングテクノロジーの進化をサポート

• フレキシブルなストレージプロビジョニングを実現 

必要条件

• 日々の容量ニーズに迅速に対応

• アンダープロビジョニングやオーバープロビジョニン
グの懸念を払拭

• 安定性と可用性を向上 

解決方法

HPE GreenLake フレックスキャパシティの運用およびプロ
ビジョニングモデルに切り替えることで財政状況が改善
し、コストの透明性が高まりました。

成果

• 追加容量の迅速なプロビジョニングにより、データの
増加を管理

• 不要になった容量は非アクティブ化

• コンパクトな設計と緊密な統合により、IT 設置面積を
削減

• 従量制課金モデルにより資本支出を排除

主なパートナー企業

• Systemhaus Hansen & Gieraths

その他の関連情報

お客様事例 : HPE GreenLakeフレックスキャパシティ
を採用してオールフラッシュデータストレージに切
り替えたボン大学病院

従量制課金経済によるハイパフォー
マンスとフレキシブルなスケーラビ
リティ

ボン大学病院はドイツ屈指の医療プロバイダーであり、医療研究に
おける素晴らしい業績でも知られています。その医療部門、研究機
関およびビジネスオペレーションのニーズの高まりを受け、同病院
はデータストレージの新しいビジョンを必要としていました。
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「HPE GreenLake フレックス

キャパシティがもたらすコス

トモデルは、投資手法より

も格段に大きなメリットがあ

ります。」 

–  DIETER PADBERG 氏 

ボン大学病院 

最高情報責任者
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ユースケース 

• 世界最高クラスのオンラインショッピングエクスペリエ
ンスを提供し、商品の効率的なフルフィルメント 
を実現 

• ショッピングのピーク期間には 1.4 秒ごとに新しい注
文が入るほどのボリュームに対処

• 企業、顧客対応、バックエンド、テストおよび開発の
各システムをサポート 

必要条件

• シンプルな予算管理、予見可能なストレージコスト、
オンサイトエキスパートを提供

• ストレージ性能の向上とストレージ容量の増加により、
予測できない e- コマーストランザクションの急増 
に対処

• 生産開発環境に優れたパフォーマンスとアジリティ 
を提供

• 新しい環境を迅速に展開するためインフラストラク
チャーの自動化を実現

解決方法

YNAP 社は、HPE 3PAR ストレージと ProLiant サーバー
をベースに構築された HPE GreenLake フレックスキャパ
シティを採用しました。HPE Pointnext サービスのデータ
センターケアを利用したプロアクティブサポートも受け
ています。

成果

• ワークロードの急増に迅速に対処するため、アジャイ
ルな容量の拡大と契約が可能に

• 567% のスループット向上により、増大するオンライン
顧客の需要を容易に処理 

• ビジネスをサポートするためにインフラストラクチャー
を最適に設定 

• 開発環境の展開時間を 1 時間から数分に短縮する 
ことで開発者の生産性を倍増

主なパートナー企業

• Commvault

• Intel®

• Linux

• Microsoft

• Oracle

• VMware

その他の関連情報

お客様事例 : HPE 3PAR ストレージとHPE GreenLake
フレックスキャパシティでオンラインストアの強化
に成功した YNAP 社

迅速な応答性と一貫した高パフォー
マンスを備えたオンラインショッピン
グエクスペリエンスの実現

イタリアのミラノに拠点を置くYOOX NET-A-PORTER GROUP 
(YNAP) は、世界最大規模のラグジュアリーファッションのオ
ンライン小売企業であり、毎月ほぼ 3,000 万人の買い物客
がサイトを訪れます。
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「HPE は、当社が信頼できる

テクノロジーソリューションを

継続的に提供しており、その

サービスとサポートは、他の

ベンダーでは実現できないレ

ベルに達しています。」 

–  YAMANDU CORREA 氏 
YOOX NET-A-PORTER GROUP 社 

グローバルネットワークおよび 

データセンターマネージャー
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