
新サービス“フレキシブルキャパシティ”
何がすごいの？

皆様、HPE Arubaの重村リーナです。
先週に引き続き、リーナ通信をお届けしております。

4月も冒頭から、運動不足を痛感する出来事がありました。

実は、会社主催のフットサルの大会に出ることになったのですが、

未経験者であるがゆえに、まったくついていけず。

なぜ参戦したんだろ？？

HPE内にはサッカーやフットサルが大好きな人たちが結構おりまして、
部署や同期などでチームを組んで出場する方が多くいます。

そんなフットサル大会にArubaからは2チームが参戦したのですが、
そのうちの1チーム、初級チームに私が紛れ込むことに。

で、試合開始前にはいかにもといった感じでパシャリと一枚。

まったくの素人なのですが、なぜかど真ん中に座らされる私。

http://www.arubanetworks.co.jp/


いやー、試合前なので、みんな優しそうな笑顔。

このあと空気は一変するんですけどね…

軽い気持ちで参加した私からしてみると、

「ちょっと楽しめればいいかなぁ」なんて思っていたぐらい。

えッ、そんなにガチなの！？

もつれる足を何とか前に動かしながら、ボールを追いかけ悪戦苦闘。

急にパスが来るもんだから、周りを見る余裕もなく前線へボールをフィード…
したつもりが簡単にパスカットされ、あっという間に失点の引き金に。

いや、みんな本気度が半端なくて、素人女子としては怖いのなんの。

上級者をそろえたもう1チームなんて、結果として優勝してましたからね。

同じ女性として一緒に参加した高宮先輩も

いや、ガチすぎるでしょ…

と息も絶え絶えに。

いずれにせよ、己の運動不足を痛感したイベントでしたが

目いっぱいフットサルが楽しめてよかったです！

新たな連載が再びスタートします！今回は「パブリックに出せないインフラに俊敏

性と拡張性を実現、フレキシブルキャパシティ」というテーマ。

HPE Arubaだからこそできる新たなビジネスモデルの概要を紹介していきます。
お楽しみに！



パブリックに出せないインフラに俊敏性と拡張性を実現

フレキシブルキャパシティ

HPE Arubaが提供する企業向けソリューションのメリットをお伝
えしていく新シリーズ「パブリックに出せないインフラに俊敏性と

拡張性を実現、フレキシブルキャパシティ」全3回が新たにスター
ト。

大輔とともに展示会に訪れた美咲が、新しいインフラ作りの姿を模

索する中で、これまでとはアプローチの異なる新たなサービスを発

見。既存の手法と何が違うのか、その違いに迫ります。

大輔（だいすけ）

A市役所のIT推進室から転職して、現在は世界的な
お菓子メーカーであるD＆W社の情報子会社に転
職。ネットワーク統括部のメンバーとしてグローバ

ルなIT基盤の運用管理を担う。実際にはITの知識が
あまりなく、いつも周囲に頼ってばかりいる。

美咲（みさき）

大輔と同じくA市役所職員から転職した、もと大輔
の部下。大輔が所属する情報子会社の親会社にあた

る、グローバル本社のD＆W社システム企画部に所
属。社会人歴はわずか3年ほどだが、平成生まれの
デジタルネイティブ世代として、ITの知識は豊富。

～今日は展示会に訪れた大輔と美咲～

いやー、困ったなぁ。

どうしたんです？大輔さん

久しぶりに展示会に来てみたものの、今どこにいるのかさっぱり。

しかも、どこから見ていいのか、迷っちゃってさ。

まあ、これだけ会場が広いと迷いますよ。でも目的があってきたんですよね？

私だって別に大輔さんとサボるために来たわけじゃないんですから。

あ、僕？僕はさ、いろんなところに名刺を配ってさ、でノベルティをたくさんも

らいたいなーと。あ、これ、親会社の人には内緒だよ？

いや、あの大輔さん、私親会社の人間なんですけど…



まー、細かいことは抜きにしてさ、いろいろ見てみようよ。

で、美咲くんは何のために来たの？

私は、グローバルでさまざまな企業を立ち上げる際のインフラ調達の仕事もして

いるので、何かヒントになるようなアイデアがあればと思って。最近は何でも

クラウドで調達しようといった風潮もありますが、調達系や製造系の仕組み
など、メーカーとしてのポリシー上外部に出せないものも結構あるんですよね。

じゃあ、オンプレミスで作るシステムも結構あるんだね。

それはそうですよ、全部をクラウド上に展開しているところなんて、まだま
だ少ないと思いますよ。

でも、どんなインフラが理想なの？

確かにクラウドは理想的ですよね。初期投資を抑えながら柔軟に拡張できま
すし。なんといってもハードウェアの設計や調達など手間なくすぐに始めること

ができますから。月額費用というサブスクリプションモデルも理想かなぁ。

じゃあ、クラウドでいいじゃない。

一部はいいですよ。でも、先ほども言った通りすべては出せないんですよ。



ふーん、そうなんだね。じゃあ合わせ技ってやつがいいわけ？

えーと、なんだっけ。ハイぶりっ子、だっけ？

ハイブリッドですよね、それ。

そうそう、それそれ。

まー、どうしてもそういう結論になりがちですよねぇ…
まあ、私が期待しているのは、それとは違うアプローチなんですけど。

あ、ここですよ！

このブース？このブースに何があるの？

私が目指していたブースですよ。

実は私の上司から見て来いって言われたんですよね。

詳しくは把握していないんですけど。

えーと…「フレキシブルキャパシティ」って書いてあるね？

どういう概念なんだろ。ふむふむ…む、むむむ～？

あ、美咲くん！すごいね、これ！

確かに、私がイメージしているものかも！？

あ、まじめな方？いや、なんか素敵なノベルティ発見しちゃってさ。

そうだろうと思いましたよ。

大輔さんがまじめな話に反応するわけないですもん。

で、何がイメージ通りなの？

特徴はいくつかあるようですね。でも、まず大きな特徴なのはすべてのインフラ

をサービスとして利用できるっていうところね。

しかも、それが“オンプレミス”としてね。



サービスとして利用できるといえば、クラウドの印象だけど。

そうじゃなくて、オンプレミスで利用できるの？

しかもですよ、サーバーだけでなく、SANスイッチやストレージ、そしてネット
ワークや無線LANまで全部サービスとして利用できるってわけです。システム部
門として整備しなければならないインフラを一括でお願いできるって寸法です。

あまり聞いたことのないやり方だねぇ。考え方はクラウドのようだけど、外
部に環境を出せない企業にとってうれしいサービスってことかなぁ。

大輔さん、鋭い！そういうことですよ。

素朴な疑問なんだけど、現場に敷設するLANケーブルとかはどうするの？
その工事もしてくれるの？

手配は可能みたいですよ。費用も一時費用で支払ってもよいですし、月額費用の

中で支払ってもいいようです。まあ何か障害があったときの切り分けとかが大変

なので、既設の環境を使わないほうがいいとは思いますけど。

そうなると、インフラの運用保守も全部してくれるんだよね。きっと。

ちょっと心配だな。

何でです？必要なものだけを調達できるサービスが、しかもオンプレミスで
利用できるなんてすばらしいじゃないですか！



いや、さ…私の仕事がさ、どうなるのかなーと思って。

でた、自己中心的な発言。でも大輔さん自身が新しい価値を提供していかないと

いけないと思いますよ。実際にはやることがたくさんありますし、システム部門

がこれ以上増員できない今、ビジネスを拡張していくためにはこういったサービ

スを使っていかないといけない気もしています。

まあ人員が潤沢にいるわけじゃないし、こういう便利なものを使っていかないと

システム部門もやっていけないもんね。

そういうコトですよ。

しかしすごいね、「フレミング・シムシティ」だっけ？

なんかゲームの名前みたいだけど

フレキシブルキャパシティ、ですよ。

でも気になることはほかにもあるなぁ。お金のこととか拡張性のこととか。

もう少しブースを見てみましょうか。

文責：日本ヒューレット・パッカード ネットワーク事業統括本部 重村リーナマリー
監修：日本ヒューレット・パッカード ネットワーク事業統括本部 天野重敏

バックナンバー

vol.28「端末を離さない“スティッキー対策”の有効打」
vol.27「目に見えない無線LAN、音声品質を的確に把握する方法とは？」
vol.26「ワークスタイル変革に最適な無線LANの心得」
vol.25「また手作業？端末証明書の“セルフサービス化計画”を発動」
vol.24「妨害電波を出すAPが登場！テザリングを無効化する技」
vol.23「ClearPassが内部情報漏洩対策に？アクセス制御の極意を学ぶ！」
vol.22「新シリーズ「ClearPassによる安全対策のイロハ」スタート！」
vol.21「WAN回線の障害で認証できない… IAPならできる、そのワケ」
vol.20「無駄にならないIAPという選択肢」
vol.19「卓上APで工事費ゼロ、の衝撃」
vol.18「計算し忘れたAP工事費の後始末～前編～」
vol.17「SSIDを増やしてゲストに開放！遠隔地のAP設定に便利なツールとは？」
vol.16「トラブル発生でも大丈夫！原因究明に役立つAirWaveログの実力」
vol.15「他拠点への展開、遠隔地のAP管理もお手軽簡単に“見える化”」
vol.14「失念していた予備APのバージョンアップ、その対処法は？」
vol.13「30台のAP、LANにつなげるだけで自動設定できるスゴ技」
vol.12「天井設置が要らないAP！？無線LAN工事のすごワザ」
vol.11「コントローラ内蔵APが現場を救う！ 無線LAN導入のススメ」
vol.10「予知できるから安心！無線LANトラブルの回避 トリガー設定編(4/4)」
vol.9「予知できるから安心！無線LANトラブルの回避 トリガー設定編(3/4)」
vol.8「大量通信の容疑者は誰だ！？無線可視化でわかること」
vol.7「無線LANアラートの閾値設定の方法、教えます！」
vol.6「マップから異常なAP、見つけた！！無線LAN障害の対処法」



vol.5「チャネル使用率から原因を絞ってみると… 無線LANトラブル解析」
vol.4「クライアントのヘルス値が下がった要因とは？無線LANの健康状態を探る」
vol.3「無線LANがおかしい、21:30に何が起こっていたのか？」
vol.2「見えるから解決！ 無線LANトラブル トラブル1 うまくつながらない！(2/2)」
vol.1「見えるから解決！ 無線LANトラブル トラブル1 うまくつながらない！(1/2)」



それってリースじゃないの？

フレキシブルキャパシティの秘密

皆様、HPE Arubaの重村リーナです。
先週に引き続き、リーナ通信をお届けしております。

いや、本当に暖かくなってきました。

っていうか暑いぐらい…

すでに25度を超える夏日を記録する日もあるなど、
爽やかな春を素通りして、初夏といった面持ち。

まだ、春を満喫してないのに…

そこで、休日にはできるだけ外に出て楽しもう！

ということで訪れたのが、浅草にある遊園地「花やしき」であります。

開園は諸説あるようですが、1852年に植木茶屋としてスタートし
翌年の1853年（嘉永6年）に「花屋敷」という名称が史実に出てくるようです。

なんと、ペリー提督が浦賀へ来航した年ではないですか…

日本最古の遊園地として、今でも多くの観光客が訪れているようです。

アトラクション1つずつにレトロな味わいがいあり、
メリーゴーランドや観覧車などとっても可愛い乗り物がたくさん！！

でもまあ、可愛いことと安全であることはイコールではありませんが…
結構年季入っているようなので、逆にジェットコースターなんて

独特のスリルあるかも。

中でも私が気になったのが、こちら！

http://www.arubanetworks.co.jp/


な、並んでる！！

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、

これは「ビックリハウス」というアトラクションで、

現存するアトラクションの中でも日本最古のもののようです。

1947年からあるそうで、その歴史を聞くだけでも“ビックリ”な家です。

で、実際は何がビックリなのかというと…

ぜひ今度の休日に花やしきへ足を運んで体験していただければと思います。

あ、すぐに検索しないように。

ちなみに、私がビックリハウスから出てきたときの第一声は

「ぐるぐるして、き、気持ち悪い…」

以上、浅草・花やしきの現場からリーナがお伝えしました！

さて、先週よりスタートした「パブリックに出せないインフラに俊敏性と拡張性を

実現、フレキシブルキャパシティ」。

今回は大輔がふと疑問に思ったことから、フレキシブルキャパシティの特徴が明ら

かになります。

自分の仕事に危機感を持つ大輔…どんな展開になるのか、お楽しみに！

パブリックに出せないインフラに俊敏性と拡張性を実現

フレキシブルキャパシティ

HPE Arubaが提供する企業向けソリューションのメリットをお伝
えしていく新シリーズ「パブリックに出せないインフラに俊敏性と



拡張性を実現、フレキシブルキャパシティ」の第2回目。

新たなインフラの作り方に触れた美咲と大輔ですが、既存のアプロ

ーチとの違いがよく分からず困惑する場面も。そもそもリースとは

何が違うのか、その考え方について紹介します。

大輔（だいすけ）

A市役所のIT推進室から転職して、現在は世界的な
お菓子メーカーであるD＆W社の情報子会社に転
職。ネットワーク統括部のメンバーとしてグローバ

ルなIT基盤の運用管理を担う。実際にはITの知識が
あまりなく、いつも周囲に頼ってばかりいる。

美咲（みさき）

大輔と同じくA市役所職員から転職した、もと大輔
の部下。大輔が所属する情報子会社の親会社にあた

る、グローバル本社のD＆W社システム企画部に所
属。社会人歴はわずか3年ほどだが、平成生まれの
デジタルネイティブ世代として、ITの知識は豊富。

美咲くん、前回に引き続き、このブースで紹介されている「フレキシブルキャパ

シティ」について聞きたいんだけど。

どんなことです？

私もブースの説明員ではないので、そんなに詳しくないですよ。

これってさ、製品は購入せずにサービスとして利用するんでしょ？

そうですね、そういうことになります。

ようはリースじゃないの？

お、大輔さん、いいところに目を付けましたね。実は私もそう思ってたんです。

利用料を支払う形にするということでいうと、いわゆるリースのような気が。

そうですね、私もそう思います。

珍しく意見が合うね。奇跡だね。

でも、リースなら特に新しい考え方というわけじゃないよね。



えっと、ちょっと待ってくださいね。そこはブース内のパネルで確認してみまし

ょうよ。…ふむふむ…おお、そういうことね。わかりましたよ、大輔さん！

あ、僕もわかった。フレキシブルって柔軟って意味なんだね。

…そこですか？というか、今さら？

ああ、ごめんごめん、話の腰を折るのが得意でさ。で、リースとは何が違うの？

リースの場合、当然ながら借りる機器は固定化されますし、お金はその機器が持

っている能力に対して支払いますよね。

そりゃそうさ。だって購入したものをリース契約するだけだもん。

購入した機器は変えられないし、100のスペックのものを契約すれば、使う使わ
ざるに関わらずお金は発生するよね。

でも、このフレキシブルキャパシティは違うんです。

えっ、違うの？

リースで100のスペックを契約するイメージでいえば、最初は110のスペックの
マシンを設置して、80のスペック分を基本使用量として取り決めます。ですの
で、80から110の間は自由に利用して、その分の支払いを行う形です。また、初
期に調達したものからさらにリソースが必要になれば、自由に増やすことができ

るようになっているみたいですよ。これって、携帯電話のパケット量の考え方と

同じく、最初に設定したパケット量までは料金が一定で、超過したらすぐに追加

できるという仕組みになっています。リソースが不足した場合は機器の入れ替え



もサービス料金の中でとしてやってくれるようです。自分たちで入れ替えする必

要もありません。

移行とかはどうするの？

リソースが足りなくなったら、新しい機器に入れ替えるわけでしょ。

仮想化技術を使えば、必要な環境を簡単に移設でき、ハードウェアの入れ替えも

そんなに負担なくできますからね。

じゃあ、必要な時だけパフォーマンスを増やすことができるわけね。

リース資産としての計上の方法が違うというだけじゃなく、そもそも機器が固定

化されていないことで急な状況でも柔軟に拡張してくれると。

まあ、稼働初期の段階は、当初よりもオーバースペックなもので展開していきま

すが、必要に応じて予備容量を活用するというスタイルです。料金は基本使用量

までは一定で、あとは使った分だけですので、オーバースペックな機器を最初か

ら初期に購入する必要がないのです。

ほんとにクラウドみたい！でもこれなら、秘匿性の高い情報を管理するためにク

ラウド利用できない企業でも、柔軟な環境が手に入るというわけだ。

初期の投資リスクを最小限に抑えながら、必要な分だけ追加していけますし、従

来新たなインフラを手配するのに設計を含めたシステムのサイジングが必要でし

たが、それもいらなくなります。

すっげー！！本当にクラウドみたいな拡張性を持ったサービスなんだね。

大輔さんにもこのサービスの素晴らしさがわかりましたか。



でも、ますます僕の仕事がなくなるような。

結局そこに戻るんですね。大丈夫ですよ、やることいっぱいありますし。

ホントかなぁ。ある日突然“もう大輔さんはいらなくなりました”なんて言うんじ
ゃないだろうね。

まあ、今でも必要とされているかどうかは疑問も残りますけど。

そりゃないよぅ、美咲くん。

まあ大輔さんのことは横において、かなりクラウド的な拡張性が担保されたオン

プレミスの仕組みであることは間違いないですね。

捨てないでおくれよぅ、美咲くぅん。

文責：日本ヒューレット・パッカード ネットワーク事業統括本部 重村リーナマリー
監修：日本ヒューレット・パッカード ネットワーク事業統括本部 天野重敏

バックナンバー
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vol.27「目に見えない無線LAN、音声品質を的確に把握する方法とは？」
vol.26「ワークスタイル変革に最適な無線LANの心得」
vol.25「また手作業？端末証明書の“セルフサービス化計画”を発動」
vol.24「妨害電波を出すAPが登場！テザリングを無効化する技」
vol.23「ClearPassが内部情報漏洩対策に？アクセス制御の極意を学ぶ！」
vol.22「新シリーズ「ClearPassによる安全対策のイロハ」スタート！」
vol.21「WAN回線の障害で認証できない… IAPならできる、そのワケ」
vol.20「無駄にならないIAPという選択肢」
vol.19「卓上APで工事費ゼロ、の衝撃」
vol.18「計算し忘れたAP工事費の後始末～前編～」
vol.17「SSIDを増やしてゲストに開放！遠隔地のAP設定に便利なツールとは？」
vol.16「トラブル発生でも大丈夫！原因究明に役立つAirWaveログの実力」
vol.15「他拠点への展開、遠隔地のAP管理もお手軽簡単に“見える化”」
vol.14「失念していた予備APのバージョンアップ、その対処法は？」
vol.13「30台のAP、LANにつなげるだけで自動設定できるスゴ技」
vol.12「天井設置が要らないAP！？無線LAN工事のすごワザ」
vol.11「コントローラ内蔵APが現場を救う！ 無線LAN導入のススメ」
vol.10「予知できるから安心！無線LANトラブルの回避 トリガー設定編(4/4)」
vol.9「予知できるから安心！無線LANトラブルの回避 トリガー設定編(3/4)」
vol.8「大量通信の容疑者は誰だ！？無線可視化でわかること」
vol.7「無線LANアラートの閾値設定の方法、教えます！」
vol.6「マップから異常なAP、見つけた！！無線LAN障害の対処法」
vol.5「チャネル使用率から原因を絞ってみると… 無線LANトラブル解析」
vol.4「クライアントのヘルス値が下がった要因とは？無線LANの健康状態を探る」
vol.3「無線LANがおかしい、21:30に何が起こっていたのか？」
vol.2「見えるから解決！ 無線LANトラブル トラブル1 うまくつながらない！(2/2)」
vol.1「見えるから解決！ 無線LANトラブル トラブル1 うまくつながらない！(1/2)」
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