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HPEプロアクティブサポートの
ビジネスバリュー 

エグゼクティブサマリー 
 
企業の IT環境では、クラウド/モバイル/分析のイニシアチブを実現するために新たなソリュー

ションの導入が進んでいます。このような状況の中で、IT 組織はビジネスクリティカルなプロ

セスをサポートし、社内外の要求が厳しいユーザーを満足させる必要があります。しかし、

CIO や IT マネージャーは、戦略的な競争優位性を達成するためにイノベーションへの投資

を続けると同時に、基幹ビジネスプロセス用の大規模なレガシーシステムを維持する必要に

も迫られています。 

予算やリソースが削減されている現状では、いかに優れた IT 組織でもこれらの課題に対応

するのは極めて困難です。 

 

CIO がこのような問題に対処する際には、サポートプロバイダーに支援を求めると有効な場

合が多いと IDC は考えています。サポートを自動化できる高度なツールやアプリケーション

を導入することで、IT 組織は継続的な運用を合理化し、IT サービスデリバリを効率化できま

す。幅広い自動リモートサポート機能により、IT スタッフは日常的な運用の監視/管理を行い

やすくなり、問題の発生時にも迅速に解決できるようになります。このようにして節約した時

間とリソースは、戦略的/革新的な ITイニシアチブに活用できます。 

 

IDCは HPE プロアクティブケア、HPE Insight Online、HPE Insight Remote Support/ダイレ

クトコネクト (IRS/DC) を使用している 6 つの HPE 顧客にインタビューしました。これらのサー

ビスによってビジネスバリューを実現する方法を把握するためです。IDC の分析では、これらの

サービスで以下が可能になるため、組織がビジネスバリューを実現できることが判明しました。 

 

»   ユーザーに影響を与えるシステムダウンタイムの頻度や時間を削減 

»   スタッフ数を必要以上に増加させずに ITスタッフの生産性を向上 

»   ビジネスをサポートできるように ITスタッフの時間を基礎的な業務から解放 

»   サポート対象ハードウェアで実行されるアプリケーションのパフォーマンスを改善 

»   IT運用コストの効率化を実現 
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ホワイトペーパーの内容 

この IDCホワイトペーパーでは、「第 3のプラットフォーム」に移行する IT組織が直面してい

る課題について、企業向けサポートサービスに焦点を合わせて説明します。IT運用の改善と

システムパフォーマンスの最大化を両立する上で、サポートサービスが果たす重要な役割を

取り上げています。また、HPE プロアクティブケア、HPE Insight Online、HPE Insight 

Remote Support/ダイレクトコネクトの概要を紹介し、HPEの顧客がこれらのサポートサービ

ス/ツールを使用してビジネスバリューを獲得している方法を確認します。 

調査対象 

達成されたビジネスバリューを測定するため、IDC は 2014 年秋に HPE の顧客である 6 組

織にインタビューを実施しました。これらの顧客は、HPE プロアクティブケア、HPE Insight 

Online、および HPE Insight Remote Support/ダイレクトコネクトを使用しています。IDCは、

HPE の顧客から定量的/定性的な情報を得るための質問を用意し、顧客の運営やビジネス

に対する HPEのサポートサービスやツールの影響を測定しました。 

 

インタビューした組織は従業員 10 人から 35,000 人までの規模で、平均の従業員数は

11,135人です。これらの組織は米国、メキシコ、ベルギー、オランダ、オーストリアを拠点とし

ており、HPE プロアクティブケアを使用して平均 64 台のサーバーを監視/サポートしていま

す。その内の 2組織においては、HPEプロアクティブケアの主な用途は、運営に不可欠なス

トレージボックスのサポートです。 

 

表 1に、このホワイトペーパー用にインタビューした組織の概要を示します。 

 

表 1 

 
 

 

出典: IDC、2015年  
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概況 

競争が激化している今日のグローバル市場において、戦略的な競争優位性を実現して維持

するために、企業の CIO や IT マネージャーは多数の新テクノロジーの導入を検討している

場合が一般的です。IDC は、第 3 のプラットフォームに向けたこのような移行に焦点を合わ

せて調査を実施してきました。第 3 のプラットフォームでは、ソーシャル、モバイル、クラウド、

分析のテクノロジーが連携し、IT サービスデリバリやビジネスプロセス機能を変革します。し

かし、ビジネスマネージャーが第 3 のプラットフォームのテクノロジーによるアジリティと柔軟

性を求めた場合、多くの IT組織はパフォーマンスの最大化や新しい ITソリューションの導入

に取り組むと同時に、重要なレガシーシステムも維持する必要に迫られます。 

今日の ITマネージャーが直面する課題 

IT業界では第 3のプラットフォームのテクノロジーへの移行が進んでおり、今日の CIOや IT

マネージャーは多数の課題に対処すると同時に、重要なレガシーITインフラストラクチャの維

持にも取り組む必要があります。IDC の調査では、IT 組織に関する 2015 年以降の重要な

課題として、以下が特定されました。 

» 新しいテクノロジーの統合によるビジネスの迅速化: 大多数の企業にとって、第 3 のプ

ラットフォームへの移行は重要な戦略的意志決定です。移行により第 3 のプラットフォー

ムのソリューションが提供する優れたパワー、柔軟性、アジリティを活用できるようになり

ます。しかし、リソースが限られ、予算も減少を続ける中で、第 3 のプラットフォームのイ

ンフラストラクチャを配備するCIOには困難な課題が立ちはだかります。IT組織は、重要

なレガシーインフラストラクチャを極めて高いレベルでサポートし続けると同時に、ビジネ

スマネージャーのために複雑な新しい IT ソリューションを配備する必要があります。その

ため、最良の条件下であっても、IT リソースの割り当て管理は容易ではありません。 

» IT サービスデリバリの改善: 企業全体にわたり、パフォーマンスと可用性の面でビジネス

プロセスの継続性を確保する上で、IT サービスデリバリは重要な要素です。ビジネスマ

ネージャーがビジネスクリティカルなプロセスを実行するには、ITが欠かせません。また、

社内外の顧客は、基本的なシステムに対する一貫した高可用性を求めています。システ

ムのダウンタイムやパフォーマンスの低下は、収益や生産性の大幅な損失につながる可

能性があります。これは、ほとんどの組織にとって容認できない事態です。 

» IT環境の複雑性の管理: 第 3のプラットフォームのソリューション (モバイル、ソーシャル、

クラウド、分析など) を導入すると、ビジネスユーザーはすぐにメリットを得られますが、IT

組織は必ずしもそうとは限りません。これらの新しいテクノロジーを重要なレガシーインフ

ラストラクチャに統合し、異なるソリューションにわたって継続的な運用を最適に実施する

必要があるため、複雑性が増します。これは、非常にレベルの高い IT 組織にとっても困

難な課題です。 
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このような課題に対処するため、大半の IT 組織は社内のサポートリソースと社外 (テクノロ

ジーベンダーやサポートプロバイダー) のサポートサービスを組み合わせて、インフラストラ

クチャをメンテナンスしています。高度に統合されたシステムや多種多様なテクノロジーを対

象として、サポートや配備のあらゆる側面を管理するには、大量の時間と労力、高度な知識

が必要になります。そのため、問題の特定やケース登録などの簡単な事項についても、IT組

織は社外のサポートプロバイダーとの連携に苦労する場合が少なくありません。IDC の調査

では、サポートの提供に関する主な課題として、以下が明らかになりました。 

» 問題の検出と通知: 今日の複雑な IT 環境においては、重要なシステムのソフトウェア/

ハードウェアの問題を切り分けて診断するには、多くの時間と労力がかかります。IT イン

フラストラクチャが高度に統合されているため、パフォーマンスの問題を引き起こしている

ハードウェアやソフトウェアを正確に特定するのは極めて困難になる可能性があります。

問題の原因を突き止められた場合でも、個別の問題を診断して解決策を見極めるのは、

リソースの不足している IT組織にとって非常に難しい作業です。 

» 解決までの時間: IT 運用に影響を及ぼしている問題の解決時間の短縮は、ほとんどの

CIOや ITマネージャーにとって最大の関心事です。ITの問題により重要なビジネスプロ

セスが阻害された場合、多くの IT組織は、社内外の顧客に対する厳格な SLA (サービス

レベル契約) を満たすプレッシャーにさらされます。そのため、問題のトラブルシューティ

ングを実施する際のスタッフの生産性を改善し、サポートプロバイダーと連携して解決時

間を短縮することは、サポートの提供に関する重要な指標になっています。 

» 予防的/予測的サポート: ほとんどのサポートプロバイダーやテクノロジーベンダーは、サ

ポートの提供やサポートサービスの効果向上を目的として、高度なツールやユーティリ

ティを導入しています。しかし、IT 組織にとっては、これらのアプリケーションの実装に必

要な時間とリソースを確保し、プロアクティブなサポートのメリットを実現するために不可

欠なトレーニングを修了するのは難しい場合があります。 

 

IT 組織はサポートサービスプロバイダーと連携して、このような課題の解決に取り組んでい

ますが、ITサービスデリバリの改善やパフォーマンス低下の最小化に対する要求は強まって

います。CIO は事業部門から、ダウンタイムを削減して、社内外の顧客へのサービスレベル

を改善するように求められています。第 3 のプラットフォームのテクノロジーを導入する企業

は増えていますが、サポートやレガシーシステムとの統合が必要になることで、IT 組織の負

担は規模と範囲を増すばかりです。 
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HPEプロアクティブケア、HPE Insight 

Online、HPE Insight Remote Support 

の機能と潜在的メリット 

プロアクティブで予防的なサポートを ITエコシステムに導入しようと考えている企業のために、

HPE は HPE プロアクティブケアサービスを用意しています。HPE プロアクティブケアサービ

スは、HPE Insight Online と HPE Insight Remote Supportの両方を活用するように設計さ

れています。統合された包括的なプロアクティブ/リアクティブサポートサービスを提供し、

サーバー、オペレーティングシステム、ハイパーバイザー、ストレージ、ストレージエリアネット

ワーク、ネットワークに対応します。主なメリットは以下のとおりです。 

» アドバンストソリューションセンターへの優先アクセス、テクニカルソリューションスペシャリ

ストによるインシデントサポートと完全なケース所有 

» ファームウェアリリースとソフトウェアのパッチ分析/推奨 

» プロアクティブなスキャンとインシデントレポート (接続された HPE 製品の「ヘルスチェッ

ク」を含む) 

» プロアクティブなトレンド相関と詳細な障害分析 (接続された製品から収集したサポート

データを使用) 

» 迅速なエスカレーション管理 

» リモートでのハードウェア/ソフトウェアのインシデント診断とサポート (24時間 365日のリ

アルタイム監視を含む) 

 
HPE プロアクティブケアサービスには、必要に応じてオンサイトのハードウェア修理も含まれ、

個別のテクノロジーに合わせて幅広いサービスレベルで利用できます。 

 

HPEプロアクティブケアサービスは、HPE Insight Online と HPE Insight Remote Support

のサポートテクノロジーを取り入れるように設計されています。 

両方とも HPE の標準保証、Care Pack、契約サービスで利用できます。HPE Support 

Center ポータルからアクセスできる HPE Insight Online は、インフラストラクチャの監視/管

理/サポートに焦点を合わせた幅広いツールポートフォリオの一部です。セキュアなシングル

サインオンでアクセスし、顧客の IT環境に固有の製品/HPEサポートの情報を確認できます。

HPE Insight Onlineでは以下のような機能を利用できます。 

» パーソナライズされたオンラインダッシュボードへのアクセス (時間や場所を問わずにデ

バイスヘルス、イベント、サポートステータスを監視可能) 

» IT環境内にあるすべての監視対象デバイスの構成情報の確認。関連するサポート契約、

保証、サービスクレジットのデバイス単位での確認 

HPE プロアクティブケア
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» 自動生成されるハードウェアイベントとサポートケースの監視 

HPE Insight Online を使用すると、思い通りに IT環境を編成し、デバイスやイベントを容易

に監視し、サポートステータスを管理できます。ユーザーは、デバイスのリストを HPE Insight 

Remote Support から自動設定するか、手動でデバイスを追加できます。HPE Insight 

Onlineのユーザーは、HPEや HPE認定パートナーとデバイス情報を共有して、サポートの

迅速化やシステムに関するアドバイスに役立てられます。 

 

HPE Insight Remote Support は高度なサポートプログラムで、HPE サーバー/ストレージ/

ネットワークに対するリモート監視を拡張できます。HPE Insight Remote Supportでは以下

のような機能を利用できます。 

» 潜在的なハードウェアサービスイベントを追跡する 24 時間 365 日のリモート監視。HPE

コールセンターへの 24時間 365日の「Phone Home」機能 

» 顧客とパートナーに対する潜在的なハードウェア問題の自動通知 

» 自動的なサポートケース生成とステータス追跡 (必要に応じて HPE や HPE 認定パート

ナーを含む) 

» サポート診断と詳細な問題解決情報 

» HPE Insight Online とのシームレスな統合による、ITエコシステム全体の監視とサポート

管理 

» デバイスの準備状況を検出/検証する高度なインストールウィザード 

» 自動生成されるハードウェアイベントとサポートケースの監視 

HPE Insight Remote Support機能は HPE保証の一部であり、追加コストなしで利用できま

す。サポート契約や Care Pack は必要ありません。ハードウェアの問題で部品交換が必要

な場合は、HPE Insight Remote Supportでオンサイトにサービス担当者を派遣できます。 

 

また、HPE Insight Online と HPE Insight Remote Supportは、最新のインテル® Xeon®プ

ロセッサーなど、HPE ProLiant サーバーのテクノロジーを最大限に活用できます。HPE 

ProLiantサーバーは、高度なリモートサポート機能を幅広く提供できるように設計されていま

す (HPE Insight Remote Support のエージェントレスセットアップなど)。さらに、HPE 

ProLiant サーバーにはアクティブヘルス監視機能が備わっており、1,600 個の固有のパラ

メーターにわたってシステムの変更を監視/取得できます。 

 

HPE Insight Online と HPE Insight Remote Supportのサポートテクノロジーを取り入れた

HPE プロアクティブケアサービスを購入すれば、IT 運用で幅広いメリットを実現できます。

HPE Insight Online の時間や場所を問わないデバイス管理機能と、HPE Insight Remote 

Support の高度なリモート監視/サポート機能を組み合わせることで、IT 組織は以下のような

成果を達成できます。 
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できます。 
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» IT環境内のすべての監視対象テクノロジーに関する問題解決時間の短縮 

» IT組織全体の効率の向上 

» 契約/保証ステータスの追跡に要する時間の短縮 

» IT環境の全体的なリスクの低減 

» 総所有コストの削減 

 

財務上のメリットの分析 

 

IDCがインタビューした 6つの HPE顧客は、HPEプロアクティブケアと HPE Insight Online 

(および HPE IRS/DC が提供する基礎的なサービス) を活用して、さまざまな運用効率化を

実現できたと述べました。IDC の計算では、これらの HPE顧客は以下の 4つの領域におい

て、年間平均 575,600 ドル (ITサービスの 100 ユーザーあたり 8,079 ドル) に相当する財

務上のメリットを 3年間にわたり得られます。 

» リスク軽減 — ユーザーの生産性のメリット: 顧客は計画外のダウンタイムの頻度や時

間を削減しています。これを実現できた背景には、潜在的な問題のプロアクティブな特定、

ハードウェア/システムの的確な理解、必要に応じた部品の迅速な供給があります。IDC

は、ダウンタイム削減によるユーザーの生産性向上の価値として、各顧客が年間平均

258,200 ドルを 3 年間にわたって得られると見積もっています (100 ユーザーあたり

3,624 ドル)。 

» ITスタッフの生産性向上: 顧客の ITスタッフの生産性が向上し、データセンター環境の管

理やメンテナンスにかかる時間を節約できます。 

これは、リモート監視、デバイスのヘルスチェック、HPE の知識とサポートを活用すること

で可能になります。IDCは、各顧客が年間平均 179,100 ドルに相当する生産性向上を 3

年間にわたって実現できると予測しています (100ユーザーあたり 2,513 ドル)。 

» ビジネスの生産性向上: 顧客はサーバー/ストレージハードウェアのパフォーマンスを改

善し、重要なビジネスアプリケーションを効果的に実行できるようになります。IDCの計算

では、アプリケーションパフォーマンスの改善により、各組織は年間平均 112,200 ドルに

相当するユーザーの生産性向上を 3 年間にわたって実現できます (100 ユーザーあた

り 1,574 ドル)。 

» ITインフラストラクチャのコスト削減: これらの HPEサービスは優れたサポートを低コスト

で提供し、顧客は移動コストや特定のデータセンター関連コストを省けるようになるため、

コストの削減につながります。IDCは、各組織が年間平均 26,100 ドルを 3年間にわたっ

て節約できると予測しています (100ユーザーあたり 367 ドル) (図 1参照)。 

 
 

IDC がインタビューした

6 つの HPE 顧客は、

HPEプロアクティブケア

と HPE Insight Online 

(および HPE IRS/DC

が提供する基礎的な

サービス) を活用して、

さまざまな運用効率化

を実現できたと述べま

した。IDC の計算では、

これらのHPE顧客は年

間平均 575,600 ドル 

(ITサービスの100ユー

ザーあたり 8,079 ドル) 

に相当する財務上のメ

リットを 3 年間にわたり

得られます。 
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図 1 
 

 
 

出典: IDC、2015年 

 
 

 

リスク軽減 — ユーザーの生産性のメリット 

HPEの顧客は、HPEのサポートサービスやツールによって、ハードウェア (ミッションクリティ

カルサーバー、ストレージボックスなど) の信頼性が向上したと述べています。HPE IRS/DC

はリモート監視サービスを提供し、信頼性向上の基盤となります。一方、HPE プロアクティブ

ケアと HPE Insight Online により、エラーを早期に特定し、問題を迅速に解決し、問題の再

発を防止できるようになります。その結果、これらの組織はサポート対象ハードウェアでの計

画外のダウンタイムの頻度を 48.5%削減し、復旧時間を平均 55.3%短縮できました。ダウン

タイムの長さは平均 77.0%短縮され、各ユーザーの生産時間を年間で平均 1.20 時間取り

戻せました (表 2参照)。 

 

ある HPE の顧客は、HPE プロアクティブケアによってストレージ障害の発生数を 80%削減

できたと述べています。ストレージ障害が 1 回発生すると、平均 200～250 人の従業員が 2

～3時間にわたり影響を受けていました。その顧客は、HPEプロアクティブケアによって問題

の発生を防止することで、この成果を達成できたと語りました。「HPEプロアクティブケアが有

効な理由は、当社の環境を HPE が熟知しているからです。HPE は問題の対策を取った後

で、再発を防ぐために、当社の環境を繰り返し分析して問題の根本原因を突き止めると言っ

てくれました。問題の発生時に解決するだけではなく、その後に原因を究明して再発を防止

することが重要です」。別の顧客は、HPE のサポートサービスやツールによって「ネットワー

クの稼働率を 99%以上から 99.99%以上に」高められたと述べています。つまり、「ユーザー

に影響を与えるインシデントを月に 2～4件防止」できたことになります。さらに別の顧客は、 

 
 

 

「HPE プロアクティブケ

アが有効な理由は、当

社の環境を HPE が熟

知しているからです。

HPE は問題の対策を

取った後で、再発を防ぐ

ために、当社の環境を

繰り返し分析して問題

の根本原因を突き止め

ると言ってくれました。

問題の発生時に解決す

るだけではなく、その後

に原因を究明して再発

を防止することが重要

です。」 
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HPE Insight Online と HPE Insight Remote Supportにより、最大数千人のユーザーが影

響を受ける機能停止からの復旧時間を 3分の 1に短縮できたと語りました。それを実現でき

た理由として、「ケースが自動で HPE に登録され、HPE Insight Online によってハードウェ

ア環境が監視されている」ことを挙げました。 

表 2 

 
 

出典: IDC、2015年 

 
HPE プロアクティブケアを使用している顧客は、計画外のダウンタイムによる生産性への影

響を最小限に抑えられるだけではなく、ビジネスに影響が及びかねない大規模な機能停止

の可能性を低減できる点にも価値を感じていました。ある顧客は、HPEプロアクティブケアの

導入について、優れた保険の購入にたとえました。「自動車保険を購入したようなものです。

問題が発生した際は、HPE に連絡すれば本当に迅速な対応をしてもらえました。サーバー

で障害が発生しても、早急に対応してもらえ、すぐ解決するので安心です」。 

 

他の顧客からも、特に部品交換が必要になる場合には、機能停止に対して強力なサポート

を受けられるのは安心感があるという意見が聞かれました。甚大な影響を及ぼす機能停止

につながるような、重要なサーバーコンポーネントの障害を経験した顧客は、IDCに対して次

のように語っています。「HPE プロアクティブケアにより、ダウンタイムがユーザーに与える影

響を最小限に抑えられます。当社のサーバーで問題が発生したのですが、HPE は部品を用

意して、1 日もかからず迅速にサーバーを修理してくれました。HPE プロアクティブケアがな

ければ、復旧には 4 日間必要だったでしょう。また、その期間中はトランザクションを手動で

取得する必要があるため、当社のユーザーの生産性は 90%失われていたでしょう」。 

 
 

ITスタッフの生産性のメリット 
 

HPEプロアクティブケアと HPE Insight Onlineを導入すると、ITサービスプロビジョニングの

効率化や、ビジネス活動のサポートの改善が可能になります。サーバーやストレージユニッ

トなどのハードウェアの監視/管理には、IT スタッフが大量の時間を費やす必要があります。

これらのタスクの他に、重要性の低い問題や職務 (契約/保証の追跡など) に対応するため

に必要な時間も存在します。 

http://www.idc.com/


IDCホワイトペーパー | HPE プロアクティブサポートのビジネスバリュー 

文書番号 254594 © 2015 IDC.  www.idc.com  |  p. 10 

 

 

 
 
 
 

IT スタッフは、そのような基礎的な業務にも、多くの時間が費やされていることを認識してい

ます。IT 部門に対しては、イノベーションの達成や、ビジネス活動の適切なサポートが要求さ

れていますが、スタッフの増員は行われない場合がほとんどです。そのため、基礎的な業務

に費やす時間を最小化することが非常に重要になります。 

 

これらの顧客は、HPEプロアクティブケアや HPE Insight Online と同等のサービスを自社で

提供しようとすれば、追加の IT リソースへの投資が必要になると認識していました。HPE の

サービスとツールによってネットワークの稼働率を 99.99%以上に高めた顧客は、「これを自

社で実現するには、従業員を追加で 5 人雇う必要があるでしょう」と話しています。また、

HPE の顧客は、HPE のサポート並みのサービスを実現しようとしても、必要な資金を得られ

る可能性は低いことを認識しており、特に HPE プロアクティブケアの費用対効果の高さを強

調していました。 

 

この調査で分析した HPEのサポートサービスやツールは、組織の基礎的な業務に費やされ

ている時間を解放する上でも役立ちます。個々のタスクや業務で節約できる時間は必ずしも

多くはありませんが、すべてのタスクや業務で節約した時間を合計すると相当な量になりま

す。たとえば、ある顧客はファームウェアやソフトウェアのリビジョン管理に対する HPE プロ

アクティブケアのメリットについて、印象的な比喩で説明しています。「私はいつも、ファーム

ウェアやソフトウェアのリビジョン管理はエッフェル塔のメンテナンスのようなものだと言って

います。つまり、塗装がやっと終わったと思っても、また下部から塗装を始める必要があるの

です。HPE プロアクティブケアによって、このようなタスクにかかる時間を月に最大 20 時間

節約できます」。 

 

図 2は、個別の職務分野において、顧客の ITスタッフが年間平均でどれほどの時間を節約

できるかを示しています。全体として見ると、これらの時間の節約からは、HPE の顧客が

データセンターハードウェアのサポート/管理に要する時間を最小化できていることが分かり

ます。これには、以下のような効率化が含まれます。 

» 問題のレポート: 以前は、問題が発生すると社内と HPE に対してレポートし、必要なサ

ポートを得る必要がありました。問題の通知が自動化されたことにより、年間で平均 309

時間が節約されています。 

» 契約/保証の追跡: HPE Insight Onlineではハードウェアのライセンスや保証を一元的に

管理できるため、管理に要する時間を年間で平均 117時間節約できます。 

» ケース管理: IT スタッフがハードウェア関連の問題を効率的に管理できるようになり、年

間で平均 114時間が節約されています。 

» デバイスヘルス管理: これらの HPE 顧客は、HPE のデバイスヘルス監視サービスを活

用して、年間で平均 111 時間を節約しています。さらに、HPE が実施するプロアクティブ

なデバイスのヘルスチェックにより、年間 29時間を節約できます。 

「私はいつも、ファーム

ウェアやソフトウェアのリ

ビジョン管理はエッフェ

ル塔のメンテナンスのよ

うなものだと言っていま

す。つまり、塗装がやっ

と終わったと思っても、

また下部から塗装を始

める必要があるのです。

HPE プロアクティブケア

によって、このようなタス

クにかかる時間を月に

最大 20時間節約できま

す。」 
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» ファームウェア/ソフトウェアのサポート: HPE によるプロアクティブなサポートや HPE の

知識を活用することで、ファームウェア/ソフトウェアの管理とパッチ適用のそれぞれにつ

いて、年間で平均 64時間と 30時間を節約できます。 

» サーバーのサポート/管理: HPE Insight Onlineのダッシュボードで管理業務を統合して、

リモートサイトを一元的に管理し、HPE Insight Remote Supportでリモート監視を実現す

ることで、データセンターのサポートに費やす時間を節約できます。 

 

図 2 

 
 

出典: IDC、2015年 

 

ビジネスの生産性のメリット 
 

 
HPE の顧客は、このような HPE のサポートサービスやツールによって、運用効率も改善で

きています。顧客は HPE のサポートや専門知識を活用して、重要なビジネスアプリケーショ

ンのパフォーマンスを向上させ、従業員が効率的かつ生産的に作業できるようにしています。

IDCの計算では、インタビューした顧客は運用の効率化により、従業員の生産時間を 3年間

にわたって年間平均 3,721時間増やせます (100ユーザーあたり 52.2時間の増加)。 
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HPE のサポートサービスやツールを使用して生産性を高める方法について、顧客から複数

の事例を収集しました。ある HPE の顧客は、HPE プロアクティブケアで得られるサポートと

アドバイスを活用して、ストレージデバイスのチューニングを改善する方法を説明してくれまし

た。チューニングの改善により、主要アプリケーションのパフォーマンスが 5%向上したため、

それらのアプリケーションのユーザーの生産性も 1～2%高まったといいます。 

別の組織は HPE の支援により、顧客向けにサポートしている Web ベースのアプリケーショ

ンのパフォーマンスが 10～15%向上し、顧客がクライアントに提供するサービスを改善でき

たと語りました。 

IT インフラストラクチャのコスト削減 
 

HPEの顧客は、以下のような特定の IT運用コストも削減/回避できると語りました。 

» 移動コスト: リモートサポートにより、設備の点検やトラブルシューティングのために現地に移動するコ

ストを抑制できます。あるヨーロッパの顧客は次のように述べています。「当社では、ユーザーが国

内各地にいます。HPE Insight Remote Supportのおかげで、往復 3時間の移動を年に最大 10回

省けていると思います。移動時間だけではなく、現地で費やす時間についても効果があります。1 イ

ンシデントあたり、スタッフの時間を約半日節約できています」。 

» サポートコスト: 顧客は HPEのサポートサービスやツールによって、優れたサポートを低

コストで得られると評価しています。ある顧客は、HPE プロアクティブケアを活用して、従

業員の生産性に重要な影響を与えるストレージボックスの信頼性とパフォーマンスを高

めました。高価なサポートサービスよりもはるかに大きなメリットを低コストで実現できた

ため、そのサポートサービスは解約したといいます。 

» サーバーコスト: ある顧客は IDC の調査に対し、HPE のサポートには、サーバーのダウ

ンタイムによるコストの抑制に加えて、一部のサーバーの寿命を延長できるメリットもある

と述べています。 

 

ROIの分析 

組織が HPE のサポートサービスやツールに投資して使用した場合について、IDC は割引

キャッシュフロー法で投資収益率 (ROI) と投資回収期間を計算しました。ROI は、正味現

在価値 (NPV) と割引後の投資額の比率です。 

 

IDCはこのホワイトペーパー用にインタビューした 6つの顧客について、HPEプロアクティブ

ケア、HPE Insight Online、HPE IRS/DCに関連する費用、利益、価値を評価しました。IDC

の計算では、これらのサービスを使用する顧客は、初期費用を含めて年間平均 57,000 ドル 

ある HPE の顧客は、

HPE プロアクティブケア

で得られるサポートとア

ドバイスを活用して、ス

ト レージデバイスの

チューニングを改善す

る方法を説明してくれま

した。チューニングの改

善により、主要アプリ

ケーションのパフォーマ

ンスが 5%向上したた

め、それらのアプリケー

ションのユーザーの生

産性も 1～2%高まった

といいます。 
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を 3 年間にわたって支出することになります (100 ユーザーあたり 779 ドル)。その効果とし

て、年間平均 575,600 ドルに相当するビジネスメリットを 3年間にわたって実現できると IDC

は予測しています (100ユーザーあたり 8,079 ドル) (図 3参照)。 

 

図 3 

 
 

 

出典: IDC、2015年 

 

IDC が HPE のサポートサービスやツールを使用している顧客について実施した 3 年間の

ROI 分析からは、3 年間の合計で平均 136,700 ドル (割引後) (100 ユーザーあたり 1,919

ドル) を支出し、137万ドル (割引後) (100ユーザーあたり 19,272 ドル) に相当する利益を

得られることが判明しました。IDC の予測では、平均的な顧客は 904%の ROI を達成し、こ

れらの HPEサービスに対する投資を 2 ヶ月あまりで回収できます (表 3参照)。 

 

表 3 

 
 

出典: IDC、2015年

IDCの予測では、 

平均的な顧客は 

904%の ROIを達成し、 

これらの HPEサービス 

に対する投資を 2 ヶ月 

あまりで回収できます。 
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課題と機会 

IT 組織は継続的な運用の管理を支援してくれるサポートプロバイダーを求めています。この

ような状況の中で、HPE プロアクティブケアサービス、HPE Insight Online、HPE Insight 

Remote Support の導入と利用を顧客ベース全体にわたって拡大できる機会があると IDC

は考えています。 

具体的には、前述したような顧客の成功事例を HPE が活用することを IDC は推奨します。

特に、卓越した ROIや、HPE Insight Remote Supportに関するメリットを強調すると効果的

です。サポートのオプションや機能について理解している IT マネージャーは非常に少ないこ

とが、IDC の調査で以前から示されています。特定の顧客事例を使用したマーケティングコ

ミュニケーションは、この問題の解決に役立つ可能性があります。 

 

また、HPEが HPEプロアクティブケアサービス、HPE Insight Online、HPE Insight Remote 

Support に機能を継続的に追加し、HPE 以外のソフトウェア/ハードウェアも対象にすること

を IDC は推奨します。大部分の顧客は多種多様な IT 環境のサポート作業の調整に苦労し

ており、適切な運用を実現してくれるソリューションを探しています。HPE には、ハードウェア/

ソフトウェアベンダーと効果的に連携して、複数のテクノロジーにわたる統合サポートを提供

してきた実績があります。IDC は、HPE がこの優位性を活用して、それらの機能を今後も拡

張すると予想しています。 

 

さらに、IDC は HPE が製品開発チームと今後も緊密に連携して、HPE ハードウェア/ソフト

ウェアのパフォーマンスと保守性を改善し続けると予想しています。HPE ProLiant サーバー

は、そのような取り組みの好例です。インテル® Xeon®プロセッサーのパフォーマンスを活

用して、リモート監視や問題診断/解決を包括的なアプローチで実現しています。IDC は、

HPEがこれらの機能を HPE製/他社製の両方のテクノロジーに拡張すると考えています。 

たとえば、システム/パフォーマンス管理ソフトウェアとサポートプロセスとの統合の緊密化な

どです。 

 

しかし、サポートサービスが進化していくにつれ、HPE は市場で課題にも直面すると IDC は

予想しています。最も重要な点として、サポートを必要としている顧客が HPE に直接連絡し

てきた際に、HPE はサポート提供の維持/改善に注力する必要があります。自動化されたプ

ロアクティブかつ予防的なサポートには多数のメリットがありますが、顧客が支援を直接求め

てきた場合に優れたサービスを提供することも不可欠です。顧客とサポートスタッフの交流

機会が減少する中、個々の交流機会の重要性は大幅に増しています。高い顧客満足度を

維持し、顧客ロイヤルティを向上させるには、すべての機会で高品質/高価値なサポートを提

供する必要があります。 

 

また、高品質なサポートサービスや総合的なソリューションパフォーマンスに関して、 

HPE (およびソフトウェア/ハードウェアのサポート市場全体) は単一ソースの統合システム

プロバイダーとの激しい競争にさらされると IDCは予想しています。統合システムは、徹底的

にテストされ、完全に統合されたソリューションのため、確実に連携が取れているというメリッ

トがあります。異機種混在環境の複雑性や、複数のベンダーにわたるサポートが原因で問
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題が発生することはありません。さらに、スタック内のすべてのコンポーネントに対して、単一

のプロバイダーがサポートサービスを迅速かつ効率的に提供できる場合が一般的です。こ

れらの高度なサービスを実現できた単一のテクノロジーベンダーはまだ存在しておらず、現

在も達成は非常に困難です。しかし、このようなパフォーマンス改善を求める声は当面の間、

サポート業界全体に影響を与え続けると IDCは予想しています。 

結論 

企業が第 3 のプラットフォームに移行し、モビリティ/ビジネス分析/クラウドソリューションを採

用すると、IT 環境の規模と複雑性は増加し続けていきます。継続的な運用を最適化して IT

サービスデリバリを拡張するために、多くの CIOや ITマネージャーが IT運用の問題解決を

支援してくれる社外のサポートプロバイダーを探すようになります。特に、日常的で単調な作

業 (問題の特定/通知、ケース登録、パッチ/アップグレード状況の監視など) が対象となりま

す。 

高度で包括的な自動サポートツール/ユーティリティを求めている顧客にとって、HPE プロア

クティブケアサービス、HPE Insight Online、HPE Insight Remote Supportで提供されるサ

ポートは最適だと IDCは考えています。これらのサービスの機能をすべて活用すると、 

自動化された強力なリモートサポートテクノロジーによって IT リソースを解放できる可能性が

あります。解放された IT リソースは、企業のビジネスマネージャーに直接的な影響を及ぼす

ような、革新的かつ戦略的なプロジェクトに専念できるようになります。 

 
 

付録 

調査方法 

本プロジェクトにおいては IDC の標準的な ROI 方法論が使用されています。この方法論で

は、本調査で検討した HPE サポートサービスの既存ユーザーからデータを収集し、モデル

の基盤としています。これらのインタビューに基づき、IDC では以下の 3 ステップのプロセス

からなる ROI と投資回収期間の計算を行います。 

» IT コストの削減 (スタッフ、ハードウェア、ソフトウェア、保守、IT サポート)、ユーザー生産

性の上昇、配備されていた期間における収益改善による節減効果を測定します。 

» ソリューション導入に係る投資および導入に伴うトレーニングやサポートに係るコストを詳

細に分析します。 

» 3 年間のコストおよび節減額を予測し、ソリューション導入の ROI と投資回収期間を算定

します。 

 
IDC では、投資回収期間と ROI の計算において多数の前提を使用しています。これらの前

提を以下に要約して示します。 
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» 効率性と管理者の生産性による節減の定量化において、時間の価値は会社負担を含む

給与 (給与に福利厚生および諸経費として 28%を加算) を乗じて計算されます。 

» ダウンタイムの価値は、ダウンタイムの時間と影響を受けたユーザー数を乗ずることによ

り計算されます。 

» 計画外ダウンタイムの影響は、エンドユーザーの生産性の損失と逸失収益により定量化

されます。 

» 生産性の損失はダウンタイムに会社負担を含む給与を乗じて算定されます。 

» 逸失収益はダウンタイムに時間あたりの平均収益を乗じて算定されます。 

» 3年間の節減額の正味現在価値は、元の節減額からそれを 12％の利回りの商品に投資

した場合に実現されたであろう金額を減ずる (逸失される機会のコストを計算に入れるた

め) ことによって算定されます。これによって、想定される資金コストおよび想定される収

益率の両方が計算に入れられます。 

 

ダウンタイムのすべてが、生産性または収益の失われた時間と等しくなるわけではないため、

IDC ではダウンタイムの一定比率のみを節減額の計算に算入しています。IDC では分析の一

環として調査対象の各社に対して、生産性向上による節減と逸失収益の削減の計算に使用さ

れるダウンタイムの比率をたずねています。この比率を使用して収益の減額が行われます。 

 

さらに、IT ソリューションには導入期間が必要であるため、導入期間においてはすべての利

益を得ることはできません。この現実を反映させるため、IDC では利益を月次ベースに比例

配分し、初年度の節減額から導入期間に当たる利益を減じています。 

 

注記: 本書に記載されているすべての数値は概数であり、正確ではない可能性があります。 
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