
高速化、豊富な選択肢、および 
最適化でハードウェアのROIを向上
多くの中堅・中小企業は、仮想化を使用してワーク

ロードを統合し、効率を向上させていますが、コン

テナーは、仮想化の進化における次のステップと

なります。

ハードウェアを仮想化する仮想マシン (VM) と
同じような存在ではあるものの、コンテナーは 
オペレーティングシステム (OS) を仮想化しま
す。スタンドアロンで実行可能な軽量のソフト

ウェアパッケージであるコンテナーには、アプリ

ケーションを実行するのに必要なすべての要素 
(コード、ランタイム、システムツール、システム 
ライブラリ、設定) が含まれているため、基盤と 
なるインフラストラクチャにかかわらず、オンプレ 
ミスまたは任意のクラウドで予想どおりに実行

し、卓越したポータビリティを実現することが 
可能です。また、VMと比較して起動とシャット 
ダウンの時間が非常に短いため、パフォーマンス

の効率と予見性が向上します。

コンテナーは、クラウドネイティブのマイクロサー

ビスアーキテクチャーの導入を促進し、中堅・ 
中小企業を含むあらゆる規模の企業のアプリ

ケーション開発とイノベーションを加速させてい

ます。

HPE Small Business Solutions for Containers
は、コンテナ化の導入と展開をサポートする設計 
となっているため、アプリケーションとデータ 
ベースのポータビリティとパフォーマンスの予見

性の向上によるメリットを得ることができます。 
また専用のハードウェアが同梱されており、エキ

スパートのガイダンスに従ってソリューションを

展開することが可能です。

適正規模のHPE ProLiantサーバー上でオー
プンソースのDockerを使用する中堅・中小企業
向けの設計となっているHPE Small Business 
Solutions for Containersには、どちらもHPE 
ProLiant Gen10サーバーをベースとする、エン
トリー構成と高可用性構成が用意されており、

『HPE Small Business Solutions展開ガイド』を
参照すれば、アプリケーションとデータベースを

迅速に展開できます。

HPE Pointnextサービス
HPE Pointnextサービスを活用すれば、運用を
簡素化するとともにITスタッフの拡充や教育を 
簡単に行えるため、効率化の面で大きな効果を

得られます。HPEファウンデーションケアやHPE
教育サービスなどの各種サービスが、ITの信頼
性を向上させると同時に運用タスクに費やす 
時間を短縮し、ビジネス目標の達成に注力できる

ようお客様をサポートします。

コンテナーの導入の高速化と簡素化により、 
アプリケーションとデータベースのポータビリティと 
パフォーマンス予測を向上

アプリケーションを解き放つ
HPE Small Business Solutions for Containers
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ベアメタルインフラストラクチャ、仮想化インフ

ラストラクチャ、オンプレミス、複数のクラウド、

またはエッジで実行し、多くのアプリケーション

にコンテナーの優れたアジリティと効率を容易

にもたらすことができます。

このドキュメントの利用可能な言語を

選択・ご確認ください。

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00070770jpn
https://www.hpe.com/jp/ja/services.html
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a00101842ENW


お客様のニーズに最適な製品をお選びください。

HPEのプリセールススペシャリストにお問い合わせください。

Chat CallEmail

予見性の高いIT消費
今日では、支出を抑えて効率を向上させることが

できる方法で卓越したテクノロジーにアクセス

することが求められますが、HPEファイナンシャ
ルサービスなら、柔軟なサブスクリプションオプ 
ションによるIT消費で毎月の支払い額を低く 
抑えることが可能です。

ハイブリッドクラウドへのスムーズな移行

コンテナーは、オンプレミスのハードウェアと 
プライベートおよびパブリッククラウドでマイクロ

サービスがシームレスに実行されるハイブリッド

クラウド環境に適しています。

さらに、HPE Small Business Solutionsは、
Microsoft Azureやマネージドサービスプロバイ
ダーのクラウドサービスを活用することにより、 
簡単にハイブリッドクラウドに拡張してディザ 
スタリカバリオプションを追加できます。

メリット 
• 生産性の向上: 開発者向けのセルフサービス
と展開および管理の合理化により、アプリケー

ションモダナイゼーション、データベースホス

ティング、分析、DevOpsなどの幅広いユース
ケースに対応できます。

• リスクの軽減: エンタープライズクラスのセキュ
リティを実現し、ハードウェアのパフォーマンス

を安定させます。

• コストの削減: ベアメタルのコンテナ化で管理の
オーバーヘッドを削減して使用率を向上させる

ことにより、総所有コスト (TCO) を削減します。

• ROIの向上: コンテナーがリソースを流動的に
共有することでハードウェアの使用率が高くな

り、ハードウェアの投資収益率 (ROI) が向上し
ます。

• 柔軟性の向上: クラウドネイティブアプリケー
ションとそれ以外のアプリケーションの両方をサ

ポートする統合型プラットフォームを提供します。

強固なプラットフォームがベース

HPE Small Business Solutions for Containers
は、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、および

No.1の販売数を誇るHPE ProLiantオプションを
含む、すぐに使用できるソリューションのワンス

トップショップです。さらに、ニーズの増大に合わ

せて機能を拡張するためのパフォーマンスおよ

びスケールアップアドオンのオプションが豊富に

用意されています。

また、Windows Server 2019とMicrosoft Azure
クラウドサービスを使用して、オンプレミスと 
ハイブリッドクラウドのユースケースを念頭に 

テスト、最適化、および妥当性確認を行ったHPE 
ProLiant Gen10サーバーをベースとしています。

これらのソリューションは、さまざまな月払い 
オプションでコストを削減し、ITの利用と消費を
容易にする設計となっています。

HPE ProLiant Gen10サーバー
世界標準の安心サーバーであるHPE ProLiant 
Gen10の組み込みのセキュリティ機能により、
攻撃を防ぐとともに、ダウンタイムから短時間で

復旧できます1。セットアップの時間を短縮してエ

ラーのリスクを軽減する、シンプルなガイド付き

のインストールユーティリティであるHPE Rapid 
Setupなどの自動化されたインテリジェンスが、
展開と管理に必要な時間とスキルを減らします。

Docker
Dockerコンテナーテクノロジーは、オープンソース
のDockerエンジンとして2013年にリリースされ
ました。Dockerは、コンテナーエンジンのオープン
ソース標準として、またクラウドネイティブアーキ

テクチャーの基盤となるビルディングブロックとし

て、この何年かの間に台頭してきました。

次のステップ

HPE Small Business Solutions for Containers
は、高速化、豊富な選択肢、および最適化でハー

ドウェアのROIを向上させます。詳細については、
HPEまたは認定パートナーの担当者にお問い合
わせください。

詳細情報 
hpe.com/info/smbsolutions
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ソリューション概要 

1  2019年9月に外部のセキュリティ企業が実施した、HPE 
Gen10サーバーと競合企業大手3社のサーバーを対象
としたサイバーセキュリティ侵入テストの結果に基づき

ます。
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イメージ1

イメージ2

論理ストレージボリューム

Dockerプラットフォーム

オペレーティングシステム

HPE ProLiant DL20 Gen10 

高可用性構成のコンテナー

アクティブ/パッシブ アクティブ/パッシブ

同期複製

サーバー1 サーバー2

LUN1 LUN1 LUN2 LUN3..... .....

Microsoft Azure Stack HCIストレージプール

Dockerプラットフォーム

Windows Server 2019クラスター

クラスター内に最大4台のDL180 Gen10サーバーを構成可能

HPE ProLiant DL180 Gen10サーバー 

LUN2 LUN3

イメージ1
コンテナー

Docker
イメージ

イメージ1
コンテナー

イメージ1
コンテナー

イメージ2
コンテナー

イメージ2
コンテナー

イメージ2
コンテナー

図1.  エントリー構成と高可用性構成
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