お客様事例

The Main Street Group社、HPE中堅・
中小企業向けITソリューションの導入により
データサービスの信頼性と効率性を向上
業種
ファイナンシャルサービス

目的

ファイナンシャルサービス企業における、
HPE ProLiant MicroServer Gen10による
コンピューティングのモダナイズ事例

小規模なビジネスデータベースと生産性
向上ツールをより効率的かつ経済的に
運用するためにデータサーバーをモダ
ナイズ

アプローチ

HPEの中堅・中小企業向けITソリューション
を活用し、
HPE ProLiant MicroServer
Gen10を導入

IT面の成果
• 最新のMicrosoft®ツールとサービスを
提供

• ユーザ ーによるアカウントへ のログ
インを迅速化

• サーバーの動作音と消費電力を軽減
ビジネス面の成果

• スタッフが安心して顧客にサービスを
提供

• ビジネス文書の安全性と使いやすさを
確保

• 顧 客デ ータおよびアプリケーション
へのユーザーアクセスの迅速化

独立系ファイナンシャルアドバイザー企業であるThe

Main Street Group社
は、
HPEの中堅・中小企業向けITソリューションを活用しておりHPE ProLiant
MicroServer Gen10（以下、MicroServer）に移行することでコンピュー
ティングの簡素化を実現しました。新たなデータサーバーは動作音が
小さく、
消費電力が少なく、
また信頼性にも優れており、
ユーザーアカウント
やバックオフィスシステムへのアクセス性が向上したことで、スタッフは

ファイナンシャルサービス企業で
あるThe Main Street Group 社
が、HPE ProLiant MicroServer
Gen10上に構築されたHPE中堅・
中小企業向け ITソリューションに
より、データサービスの信頼性と
効率性を向上。

顧客サービスをより効果的かつ効率的に提供できるようになりました。
ファイナンシャルプランニングにおいて、個々の
顧客が置かれている状況はそれぞれ異なりま
す。そのため、バージニア州リッチモンドに拠点
を置く独立系信託コンサルティング企業である
The Main Street Group 社は、30 年以上にわ
たって個々の顧客との関係強化に力を入れてい
ます。The Main Street Group社が顧客から高い
信頼を得ている主な理由の1つが、同社のファイ
ナンシャルアドバイザーや熟練スタッフの豊富な
知識と品位です。
しかし、デジタル時代を迎えた
昨今では、
コンピューティングシステムの信頼性
も重要な要件となっています。一例として、The
Main Street Group社は比較的、少人数で運営さ
れていますが、そのコンプライアンスと高可用性

に関するニーズは業界大手に匹敵するレベルと
なっています。

The Main Street Group社は、
コンピューティング
ニーズを満たすためのアドバイスとサポートを
ローカルのITソリューションプロバイダーである
Logik 7社から受けています。Logik 7社のプリン
シパルコンサルタントであるHuy Tran氏は、The
Main Street Group社を長年にわたりサポート
しています。
「Huyさんは私たちの求めに応じて、
いつでも技術的支援を提供してくれます」とThe
Main Street Group社の代表取締役であるCarol
Beth Cook氏は述べています。
「彼は当社に必要
な方です。」

お客様事例

The Main Street
Group社

業種
ファイナンシャルサービス

「MicroServerを導入したことで、バックオフィスシステムにログイン中、あるいはカストディ
アンや投資会社のサイトにアクセス中に、セッションが切断されることがなくなりました。
また、保管中のドキュメントのセキュリティが強化され、
また必要に応じて簡単に取り出せる
ようになりました。MicroServerは期待通りの働きをしています。」
- The Main Street Group社、代表取締役社長、Carol Beth Cook氏

使用製品およびサービス
ソリューション
オフィスの 生 産 性 向 上とコミュニケー
ション、ファイナンシャルプランニング
用アプリケーション、およびブローカー
ディーラーサービスへのアクセスに使用
される汎用コンピューティング

ハードウェア

• HPE ProLiant MicroServer Gen10
ソフトウェア

• Active Directory、グループポリシー、
ファイル、
プリンター共有、
およびBackup Manager向けの

Windows Server® 2016

HPEのソリューションパートナー

同社が以前に使用していたデータサーバーが
老 朽 化し、製 造 元サポートの 終了を迎えるに
あたって、Tran 氏は Cook 氏にサーバーの交換
を提案し、新たなサーバーとしてMicroServer
を 勧 め ました 。そ の 理 由として、Tr a n 氏 は 、
MicroServer がコンパクトでありながらコン
ピューティング効率が高く、消費電力が少なく、
また静音性も非常に優れていることを説明しま
した。
「私たちは Huy の知識に大きな信頼を置いて
います」とCook 氏は述べています。
「そのため、
より先進的で効率的なMicroServerに移行する
メリットについて説明を受け、
すぐにその助言に
従うことを決断しました。」

スムーズなインストール、
高い静音性と安定した動作
Tran氏はMicroServerのインストールを午前中
に完了し、午後からはビジネスダウンタイムを
最小限に抑えつつユーザーの移行を 1 人ずつ
行いました。インストールについてCook 氏は
次 のようにコメントしています。
「 作 業 はごく
スムーズに進行し、インストールと移行に伴う
不都合を感じることは一切ありませんでした。」

現在、同社の MicroServer 上では、以前のサー
バーとは次元の異なるパフォーマンスと信頼性
で、
Microsoft のアプリケーションとサービスが
稼働しています。ユーザーは自分のアカウント
にすばやくログインし、目的のアプリケーション
に即座にアクセスできます。また、サーバーの
パフォーマンスについて心配することなく、顧客
サービスの提供に集中できるようになりました。
この点についてCook 氏は次のように述べてい
ます。
「 MicroServer を導入したことで、バック
オフィスシステムへのログイン中、
あるいはカスト
ディアンや投資会社のサイトへのアクセス中に、
セッションが切断されることがなくなりました。
また、保管中のドキュメントのセキュリティが強化
された一方で、必要に応じて簡単に取り出せる
ようになりました。」
同氏は次のように総括しています。
「MicroServer
は当社のコピー室に配置されていますが、静音
性に優れているため業務の妨げになりません。
また誤動作も一切なく、期待通りの働きをしてい
ます。」

MicroServer

hpe.com/jp/microserver
中堅・中小企業向けITソリューション website

hpe.com/jp/ja/solutions/smb.html
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