
  

 

HP2Cの実現のための様々な取り組み 

技術革新とシステム規模の拡大によって複雑化、高性能化するシス

テムに対して、ユーザのコンピュータへの関わりを、本質の業務と

プロジェクトに集中させることで、より高い生産性（プロダクティ

ビティ）の実現を目指すHP2Cシステム構築が可能となります。2005

年6月、我々はお客様に最適なHP2Cシステムをご提案するため、テ

クノロジーのコンサルテーションを行う会社として、スケーラブル

システムズ株式会社を設立致しました。「スケーラブルシステムズ

株式会社」という社名には、スケーラブルシステムによる高性能・

高生産性 — HP2Cの実現を目指すという、我々の志と決意が込めら

れています。 

 

様々なテクノロジーの連携を図ったハイエンドシステムの構築 

システム構築は、テクノロジーを’積み上げて’お客様に提供すること

である、というような説明がなされることが一般的です。しかし、

実際には個々のテクノロジーは、相互に深く関わっています。単純

にテクノロジーを‘積み上げる’のではなく、テクノロジー相互の連携

を図ることが必要になります。複雑なテクノロジーの連携を図り、

その中での最適なソリューションとしての提案を行うことが、プロ

ジェクトを成功に導く鍵となります。テクノロジーの相互連携を最

適化し、個々のテクノロジーの価値を高めるコンサルテーションを

行うことが出来るのが我々の価値です。 

 

ユニークな付加価値技術を活用した製品ソリューションを提供 

ビジネスに不可欠なリソースに、お客様にとって最適な価値を加え

て提供する「Value Added Technology Distributor」として活

動しています。ユニークな製品テクノロジーによる高付加価値プ

ラットフォームを活用して、用途とアプリケーション向けに最適化

を図り、より短時間での問題解決やコスト削減を実現するソリュー

ションを提供します。 

ハイパ フォーマンスシステムを必要とするユーザの皆様 に技術コン

サルテーションと共に、ユニークなハ イパフォーマンス サーバ、ク

ラスタ、ストレージ などのハードウエアと仮想化ソフトウエアなど

を 提供しています。スケーラブルシステムズは、付 加価値の高い製

品の販売を目標 にしています。付 加価値の根幹は「ユニークな技術

と技術革新」に よって得られると考えています。  

スケーラブルシステムズ株式会社 

ビジョン 

HP2C：高性能（High Performance)で

高い生産性(High Productivity)を提供す

るスケーラブルなシステムによりビジネ

スのブレークスルーを実現し、新たなビ

ジネスの発展に寄与します。 

 

ミッション 

ハイパフォーマンスなコンピューティン

グ分野での経験を最大限に活用し、

HP2Cのコンセプトを実現できるスケー

ラブルなシステムの提案と提供によっ

て、高性能・高生産性を実現する幅広い

製品とサービスをご提供致します。  

 

ゴール 

最新技術とその効果的な活用方法を理解

し、それらのテクノロジーに関するコン

サルテーションと製品によって、お客様

の業務フローに最適なより価値の高いス

ケーラブルな製品ソリューションとサー

ビスの提供を行います。  



  

 

技術・製品ロードマップ 
将来にわたっての技術・製品ロードマップの検討と

ビジネス上の展開についてのアドバイスを行いま

す。  

ビジネスサポート 
ビジネス戦略の立案やビジネス・プロセスの変革に

関するアドバイスを行います。ワークフローの最適

化を図ることが出来るソリューションの提案を行い

ます。 

新技術の評価 
新技術の評価とそのビジネス面での評価を行いま

す。 新技術を採用するリスクと利点を評価し、最適

なタイミングでの導入を支援します。 

プロジェクトサポート 
大規模なシステムの導入や戦略的な商談での技術ア

ドバイスやサポートを行います。 テクノロジーの連

携を図ることによって、付加価値の高いシステムの

構築を支援します。 

テクノロジーコンサルテーション 
 

企業には、テクノロジーに投資するリスクもあれば、投資しないことによ

るリスクもあります。遅すぎず、早すぎずの適切なタイミングでの投資が

必要です。大型案件や戦略的な商談では全社的な体制が必要であり、成功

のためには適切な技術的アドバイスが重要となります。イベント等の記事

についても、その技術的な内容を含めて、より効果的な紹介を支援いたし

ます。積極的な支援やアプリケーションサポートを引き出せる状況と環境

作りを支援いたします。  

複雑なテクノロジーの連携を図り、その中での最適なソリューションとし

ての提案を行うことが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。テクノ

ロジーの相互連携を最適化し、個々のテクノロジーの価値を高めるコンサ

ルテーションを行うことが出来るのが我々の価値です。   

高性能・高生産性 — HP2C 

エンタープライズ・コンピュー

ティングにおいて、スケーラブル

なシステムの導入が進んでいま

す。このようなスケーラブルなプ

ラットフォームには、高いセキュ

リティと堅牢性を備えたオペレー

テ ィ ン グ 環 境 の 他 に 高 性 能

（High Performance）と生産性

（High Productivity）が求めら

れます。この2つを共に実現した

システムを‘High Performance 

and Productivity Computing’ - 

HP2Cシステムと私達は呼んでい

ます。導入、管理・運用が容易

で、同時にユーザが使い易いシス

テム上で、マルチコアプロセッサ

の性能を最大限に引き出すための

スケーラブルなコンピューティン

グ環境（システム）を提供するこ

とで高い実行性能を実現すること 

- このようなシステムは、ユーザ

に大きな価値をもたらすことにな

ります。 

スケーラブルシステムズ 

株式会社 
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“FASTER、BETTER AT LOWER COST" の実現  

   ～ 高性能で生産性の高い製品ソリューション提案 ～  
 

スケーラブルシステムズ株式会社は、ハイパフォーマンスシステムを必要

とするユーザの皆様に技術コンサルテーションと共に、ユニークなハイパ

フォーマンスサーバ、クラスタ、ストレージなどのハードウエアもご提供

しています。これらの製品ソリューションをスケーラブルシステムズ株式

会社 ではHP2C製品ソリューションとして皆様にご紹介しています。 ス

ケーラブルなシステムアーキテクチャによる製品ソリューションによって

コンピュータシステムの製品コストと運用コストの低減を図りお客様のIT

インフラのイノベーションを支援致します。  

 

製品やサービスを購入する場合 FAST、GOOD、LOW COST の3つのうち

の2つを選択することが必要となる場合が多々あります。スケーラブルシ

ステムズが提供するサービスや製品はこれらすべての選択が可能な製品ソ

リューションの提案を目標としています。提供するサービスや製品とし

て、FASTER(高性能)、BETTER (生産性)、LOWER COST(TCO削減)と

して、より高くこの3つの同時実現を目標としています。 

 

HP2C製品ソリューション 
HP2C製品ソリューションは、高いコストパフォーマンスを実現すること

を目標に開発されています。システムのコストとしては、システム自身の

費用だけでなく、その導入・設置・運用などの費用などを含めて考える必

要があります。HP2C製品は、より短時間で導入が可能で、また、導入

後、直ぐに利用できるように設計されています。システムを導入するに際

して、事前にOSやアプリケーションをインストールすることもHP2C製品

では容易であり、導入後、最短時間で利用可能となります。 HP2C製品

は、最初、小規模な構成で導入し、アップグレードや増設を行うことも容

易です。 

 

最適なシステム提案 
面倒な利用環境の問題を解消し、アプリケーション実行のための最適なプ

ラットフォームを構築するために、様々な製品の選択が可能です。スケー

ラブルシステムズ株式会社は、最適なシステム選択のコンサルテーション

も含めてのシステム提案を行い、お客様のワークロードに最適なハイパ

フォーマンスシステムの構築を行うための多くの選択肢をご紹介しており

ます。  

システム化推進においてもプロジェクト管理の巧拙によって合理的かつ成

功裏に進む場合と、費用も時間も品質も満足出来ない結果になる場合があ

ります。プロジェクトマネジメント支援、システム構築支援など「マネジ

メント志向」のご要望から、システムの評価支援など「技術志向」のご要

望まで、お客様のあらゆるご要望を幅広くご支援いたします。 

HP2C製品ソリューション 

FASTER (高性能) 
高 性 能（High Performance）な

サーバ、クラスタ、ストレージ製

品によるスケーラブルなシステム

は、ビジネスのブレークスルーを

実現し、新たなビジネスの発展に

寄与します。最新のマイクロプロ

セッサやチップセット、ストレー

ジアーキテクチャによる高性能な

システムを提供します。  

 

BETTER (生産性) 
面倒な利用環境の問題を解消し、

アプリケーション実行のための最

適なプラットフォームやユニーク

な技術や製品によるソリューショ

ン提案を行います。標準化された

技術を最大限に活用することで互

換性を最大限に維持します。  

  

LOWER COST (TCO低減) 
標準的なハードウエアを利用し

サービスの効率、コストパフォー

マンスの向上を図り、付加価値を

つけ るこ とで、様 々な ソリ ュー

ションを提案しています。新しい

テクノロジーとコンサルテーショ

ンによって、このTCOの削減を可

能とする製品ソリューションの提

案を目指します。 

スケーラブルシステムズ株式会社 



  

 

HP2C製品ライン 
コンピュータシステムの導入、維持・管理などにかかる費用の総額である

TCOのトレンドを考えた場合、その運用管理コストは従来よりも総費用に占

める割合が高くなっています。コンピュータシステムのコストは製品価格

(導入費用)だけでは評価できません。近年のコンピュータシステムの複雑化

や製品価格の下落などにより、コンピュータシステムの維持・管理やアップ

グレード、ユーザの教育、システムダウンによる損失など、導入後にかかる

費用(ランニングコスト) が相対的に大きな存在となっています。コンピュー

タシステムの製品コスト（導入コスト）の低減を図り、さらに運用コストの

低減を図るHPことが可能な製品を皆様にご紹介しています。 

HP2C製品ソリューション 
HP2C製品は、TCOにおける効率はもちろん高いものになりますが、その最

大の特徴はその性能です。HP2C製品は、常に同等構成の他のシステムと比

較して、その性能上の優位性を示すことを目標にしています。高い性能を実

現するために、最新技術の導入やアプリ ケーションの特性に最適なシステム

構成を提案することで、高い性能を実現しています。高い性能は、多くのベ

ンチマークでも証明されていますが、ご要望に応じて、お客様のワークロー

ドを再現したテストでもその性能の高さを証明しています。  

スケーラブルシステムズ 

株式会社 
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