Case Study

千曲工房が、ファイル共有とバックアップを統合し
安心で安全なデータ管理・保護・活用を実現
タワー型Windows NAS「HPE StoreEasy」を採用
目的
複 数の PC で 個 別に管 理していたオンデ
マンド印刷用データを一元的に管理し保
護 する。同 時に、工 房 内 で のファイル 共
有を進めて業務の生産性を向上させる。

高信頼なシステムにデータ管理を一元化し業務の生産性を向上

アプローチ
高信頼の Windows NAS を採用しファイ
ルサーバーとバックアップの 統 合 環 境を
構 築。ユーザー の 手を 煩わせることのな
いクライアント環 境 のバックアップ を実
現する。

ITの効果
• Windows NAS製品「HPE StoreEasy
1550」を採用しファイルサーバーとバッ
クアップ環境を統合

•

ユーザー操作不要で PC の自動的なバッ
クアップを可能に

•

コンパクトなタワー型サーバーで限られ
たスペースに収容

ビジネスの効果
データ管理と保護の信頼性を大幅に向上

•
•

ファイル共有により効果的な共同作業を
推進

•

業務の生産性と収益性の向上に寄与

•

タツノが設計・構築・保守をワンストップで
提供

医療法人 友愛会における就労継続支援 B 型 千曲工房が、Windows

NAS「HPE StoreEasy」を採用して業務データの一元的な管理と保護
を実現した。さらに、工房内での情報共有を進めて生産性向上に取り
組んでいる。本システムの設計と構築をトータルに支援したのは、ITソ
リューションとオフィスサービスを手がける株式会社タツノである。
チャレンジ

「一般就労に向けた必要な知識や対人関係の
技術の習得をめざす場として、2006 年に
『千曲
障害福祉の一環としての印刷事業
工房』が開設され、2011 年からは就労支援とし
長野県上田市を基盤に、精神科医療と福祉サー て印刷事業を開始しました。千曲工房ではオン
ビスに取り組む医療法人友愛会。上田の市街地 デマンド印刷機を導入し、冊子や年史、チラシ
を見渡す高台には、病棟とともに多機能型事業 などの印刷を受託しています」
所などの関連施設が集約されている。中核をな
す千曲荘病院の開設は 1958 年にまで遡る。医 オンデマンド印刷機は、デジタルデータから手
療法人 友愛会 千曲荘病院の理事長・院長であ 軽に高品質な商業印刷物を作成できる。地 域
のニーズに応えながら、仕事を受 注し、働く場
る遠藤謙二氏は次のように紹介する。
を提供していくことが「千曲工房」の事業構想
「千曲荘病院は、
『愛・信頼・奉仕・希望』
という である。
理念に基づく精神科医療を長年にわたり提供し
てきました。病院の発展の歴史は、地域の方々と ソリューション
ともに歩んできた歴史でもあります。2016 年に
介護保険事業に参入するなど、
地域包括ケアシス オンデマンド印刷のデータを安全に管理
テムの中核事業体となることを目指しています」 印刷物の受託が順調に推移する中で、千曲工房
では印刷用データの管理が課題になっていった
多機能型事業所では、生活訓練及び就労継続 という。
「千曲工房」支援員の和田明日美氏は
支援 B 型の障害福祉サービスを提供している。 次のように話す。
多機能型事業所 ピア・ちくま 施設長の福田隆
氏は次のように話す。
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ソリューション概略
導入ハードウェア

• HPE StoreEasy 1550
導入ソフトウェア

• ESET File Security for
WinSvr（ウイルス対策）
• Symantec System Recovery
Desktop Edition（バックアップ）

「印刷データは作業用 PC に接続した外付ハード
ディスクで管理してきましたが、
受託件数の増加
に伴いデータの件数も容量も高まっていたので
す。PC の不調などでデータを読み書きできなく
なるリスクを感じながら、
より安全なデータ管理
の方法を検討していたところ、タツノさんから良
い提案をいただきました」

ベネフィット
データ共有を進め共同作業を効率化

HPE StoreEasy 1550 によるファイルサーバー／

バックアップの統合環境によって、
印刷データの一
元的な管理・保護が可能になった。
万一、
作業用
PC のデータが破損しても、ファイルサーバーから
ユーザー自身の操作でデータを復旧できる。

タツノは、長野県を中心に IT ソリューションとオ
フィスサービス事業を幅広く手がけている。確か 「複数の作業者が HPE StoreEasy 上で印刷デー
な技術力に裏づけられたサービスは、地元企業 タを共有して、
効率的に共同作業を行えるよう
や自治体からの信頼が厚い。
上田支店 IT 事業部 になりました。
仕事のスピードが上がれば、
より多
技術統括の井出洋一郎氏は次のように話す。
くの案件を受託できるようになるでしょう。HPE
StoreEasy 1550 はフロアに設置できるタワー型
「オンデ マンド印刷用データを安 全に管 理す で、
オンデマンド印刷機の付近に邪魔にならずに
るために、扱いやすい Windows ベースの『HPE 設置できるところもいいですね」
と福田氏は話す。
StoreEasy』を採用したファイルサーバーとバッ
クアップの統合環境をご提案しました。データを タツノ 上田支店 IT 事業部の樋口栞南氏は、
「HPE
ファイルサーバーで管理・共有可能にするととも StoreEasy は企業向け NAS 製品として、
主要な
に、作業用 PC のデータを自動的にバックアップ コンポーネントを冗長化するなど高い信頼性を
する仕組みを備えています」
備えています。
万一の障害に際してはタツノが一
次対応を行うとともに、
日本ヒューレット・パッ
タツノが提案した「HPE StoreEasy 1550」は、 カードのオンサイト保守も受けられますので、
お
Windows Storage Server 2012 R2 を標準搭載 客様の業務への影響は最小限にできます」とコン
した NAS 製品として中堅・中小規模企業や拠点 シューマー向け NAS 製品との違いを説明する。
向け用途で人気が高い。
世界トップシェアを誇る
HPE ProLiant Gen9 サーバーをベースモデルに そして、遠藤氏が次のように語って締めくくった。
採用し、HPE iLO マネジメントエンジンによる
「地域のニーズに応えながら、
障害者の社会復帰に
優れた運用管理性を実現している。
向けた技能の習得を図ること。
さらに、
収益性を高
「複数台の PC 上にある印刷用データは、日次で めて地域に貢献する事業として自立することも視
HPE StoreEasy 1550 へ自動バックアップされ 野に入れています。タツノさんには、今後も IT 活用
ます。決められた時間にシステムが強制的に実 のためのアドバイスと技術支援を期待しています」
行しますので、バックアップの取得忘れがありま
せん。作業者に意識させることなく、安全にデー 詳しい情報
タを保護できることが大きなメリットですね」と
HPE StoreEasyについてはこちら
福田氏は評価する。

www.hpe.com/jp/storeeasy
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