お客様事例

HPE SimpliVityを導入した
Kirton McConkieがVDIなどを
迅速かつ確実に最新化

法律事務所が高性能バックエンドにより
リモートアクセス機能と柔軟性を獲得

「私がIT部門の同僚と会
うと、
彼らは決まってリ
モートアクセスについ
て聞いてきます。
そんな
ときはいつも、
『HPE
SimpliVityはすばらし
い。優れたVDIソリュー
ションであり、
しかもま
だ本来の機能のほん
の一部しか発揮してい
ない』
と言っています。」
– Kirton McConkie、ITディレク
ター、David Clark氏

エンドユーザーが自身の業務に専念できる環境
弁護士や法律事務所のマネージャーに
管理上の最も大きな課題は何かと尋ね
た場合、時間管理という回答が多いはず
です。支払請求可能な時間内で処理を
迫られるプレッシャーと、より安価な料
金を求めるクライアントの狭間にある法
律事務所では、
できる限り効率的な時間
管理が求められます。
ユタ州最大の法律事務所として、150人
を超える弁護士を擁し、知的財産から税
務、遺産相続計画といった分野に及び世
界中のクライアントに包括的サービスを

提供するKirton McConkieは、時間効
率の重要性を認識しています。デスクトッ
プ ワークフローの最適な合理化に向
け、同法律事務所は早くから仮想デスク
トップインフラストラクチャ(VDI)を採用
していました。その導入から5年後、VDI
の基盤テクノロジーが更新時期を迎えま
したが、Kirton McConkieのVDIを支え
るプラットフォームはV3 Systemsにより
構築されたものであり、同社は2014年
に事業停止していたため、アップグレー
ドできる可能性は断たれていました。
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Kirton McConkieの業
務効率化を支えるVDI
のメリット

• 常時使用を可能にするオンライン デ
スクトップにより、場所を選ばない、
一貫したユーザーエクスペリエンス
• 重要な法務関連ファイルおよびデー
タが常にアクセス可能で、
かつ安全
に保管
• 弁護士は、ITインフラストラクチャ
ツールを懸念せずに、
クライアントへ
の高品質なプロフェッショナルサー
ビス提供に注力

加えて、そのテクノロジーは初期世代の
もので、当初の導入時点では初歩的な段
階にあった重複排除や圧縮といった機
能はレガシー化し、最新機能ではありま
せんでした。その結果、同法律事務所は
仮想マシン(VM)のバックアップをせず、
ディザスタリカバリは別のEVaultシステ
ムに置かれることになりました。

に決まりました」とClark氏は話します。
「私は30年もの間、HPEサーバーのファ
ンでした。その間、何百台というHPE
サーバーを使ってきましたが、大きな問
題を起こしたことは一度もありませんで
した。SimpliVityがHPEプラットフォー
ムに搭載されると聞いて、本当に興奮し
ました」

そこで、VDIネットワークを最新状態に保
つことができ、ディザスタリカバリとバッ
クアップの機能も提供できる、新しいソ
リューションの導入の検討を始めまし
た。

ハイパーコンバージェンスが
クラウドのようなアジリティ
とトータルコントロールを提
供

適切なサーバーで適切なソフ Kirton McConkieでは、事業の成長と新
しい機能の導入に対応できる柔軟性を
トウェアを実行
備えるため、高いパフォーマンスとアジ
Kirton McConkieのITディレクターであ
るDavid Clark氏は、昔からHPEサー
バーの支持者であり、彼が推奨するハー
ドウェアで新しいVDIソリューションを
展開する方針でした。
こういった背景から、Clark氏は当初あら
ゆるソフトウェアで利用できるDatrium
を検討していました。HPEから購入する
前にSimpliVityのデモを見ていたClark
氏は、その機能は既に知ってはいたもの
の、その時点ではHPE以外のハードウェ
アにしか対応していないソリューション
であったため、導入を躊躇していました。
ところが、HPEがSimpliVityを買収する
ニュースが流れると、契約に踏み切りま
した。Clark氏は現在、お気に入りのブラ
ンドのサーバーで、お気に入りのハイパー
コンバージド ソリューションを利用して
います。
「HPEがSimpliVityを買収し、同社の製
品をHPEプラットフォームに移植すると
の発表があったとき、私の気持ちはすぐ

リティを必要としていました。一方、高い
コンプライアンス基準を満たす必要のあ
る法律事務所としては、ネットワークと
データに対する包括的な保護とセキュリ
ティも必要とされます。

HPE SimpliVityであれば、仮想化ワー
クロード向けインフラストラクチャと
データサービスを1台に組み込んだHPE
ProLiant DL380 Gen9サーバーで構成
される、事前統合型ハイパーコンバージ
ド ビルディングブロックでクラウドのア
ジリティをそのまま実現するので、これ
ら両方の基準を満たすことが可能で
す。

Kirton McConkieはHPE SimpliVityに
よって、新しいVDIのホスティングに必要
な容量と柔軟性を手に入れました。ま
た、バックアップ、重複排除、そして圧縮
の機能を統合するのに必要となるデータ
サービスにも、自社ネットワークのセキュ
リティ下でアクセスすることが可能で
す。

「現在、HPE SimpliVityには150基のVMがありま
すが、使用している容量はたったの300 GBです。私
には信じられないことです。これは、HPE SimpliVity
が高い価値を提供している証です。バックアップとス
ナップショットを利用しても、稼働率は80：1です。」
– Kirton McConkie、ITディレクター、David Clark氏

80：1
データ利用率
ツイートする

ハイパーコンバージド ソリューションの
スピードの向上は、Kirton McConkieの
ユーザーに変革をもたらしました。以
前、法務スタッフはオフィスでは物理デ
スクトップで作業をし、自宅でのアクセ
スには別の仮想デスクトップが必要でし
た。それがHPE SimpliVityの導入後に
は、1つの同じデスクトップのみで可能に
なりました。Clark氏は以下のように話し
ています。
「私が所内の弁護士やスタッ
フに伝えたいのは、家に帰っても、事務
所にいるのとまったく変わらずに仮想デ
スクトップ環境で作業でき、そのスピード
とパフォーマンスも変わらないというこ
とです。」
ソリューションの実装も、HPE
Pointnextサービスのおかげで簡単な作
業になりました。
「このサービスによっ
て、我々が移行を開始できる段階まで達
したことを確認できました。私の作業
は、ただ仮想デスクトップで
「migrate(移行)」を選び右クリックし
て、移行先を入力しただけでした。基本
的には、これで完了でした」とClark氏は
話します。

スタートは小規模でも、成長
に対応できる拡張性を備え
る
Kirton McConkieでは現在、HPE
SimpliVityをVDIのホストとしてしか利
用していませんが、Clark氏はこのテクノ
ロジーの高度な機能をさらに有効活用
する予定です。

「実は現在、当事務所ではHPE
SimpliVity本来の機能の一部しか活か
せていません」とClark氏は話します。
「近い将来、さらなる有効活用を考えて
います。この製品には、私たちがまだ触
れてもいない、高価値をもたらす機能が
たくさんあります。私の見解では単に時
間の問題で、徐々に活用を拡大していき
ます」
現時点では、Clark氏は、アップグレード
されたVDIをスムーズかつ確実に展開す
ること、そしてその強化された機能を十
分に活用することに注力しています。ま
た、断片化されたストレージ領域を利用
し、平均稼働率80：1を実現することに
より、HPE SimpliVityのVM数を大幅に
増やすことに成功しています。将来の計
画として、バックアップをメイン オフィス
からサテライト オフィスに移すため、
HPE SimpliVityの2ノード追加購入を予
定しています。
「私がIT部門の同僚と会うと、彼らは決
まってリモートアクセスについて聞いて
きます。そんなときはいつも、
『HPE
SimpliVityはすばらしい。優れたVDIソ
リューションであり、しかもまだ本来の
機能のほんの一部しか発揮していない』
と言っています」とClark氏は話します。
「所内で稼働させたこの3、4ヶ月の間で
HPE SimpliVityがもたらした成果が、
本当に素晴らしいテクノロジーであると
いうことを証明しています。」

詳細情報

www.hpe.com/jp/simplivity
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Kirton McConkie

業界
司法サービス

目標

アプローチ

老朽化したVDIをアップグレードし、重複
排除や圧縮などの最新機能を組み込む

VDIをHPE SimpliVityに移行し、容量と

IT面の成果

ビジネス面の成果

• HPEサーバーのVDIプラットフォームに
アップグレード

• 障害を最小限に抑えつつ新しいVDIへ
移行

• 重複排除と圧縮テクノロジーの統合

• セキュリティとコンプライアンスを確保

• 専門的なスキルを必要とせず、迅速か
つ簡単にスタートアップ

• 将来的なモダナイゼーションと成長に
向け、アジリティ確保

効率の問題を改善するとともに、エンド
ユーザーに一貫したデスクトップ エクス
ペリエンスを提供

企業概要
HPEソリューション
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