
ケーススタディ

TEC Eurolab社、CohesityとHPEの
データ管理ソリューションを使用して生産性が倍増

はじめに

1990年に設立されたTEC Eurolabはイタリアのモデナに拠点を置く民間企業です。TEC Eurolab

社は顧客の製品の化学的、機械的、構造的特性の信頼性を向上させ、材料、プロセス、業界標準に
関する専門的なサポートと知識を提供することを使命とする技術専門知識と実験室内試験における
中核的存在です。TEC Eurolab社の顧客は、航空宇宙や防衛、自動車やレース、製造、バイオメディ
カルの業界を中心に複数の産業にまたがっています。

TEC Eurolab社ではさまざまな業界のテスト済みコンポーネントの3D画像を仮想化するために、
最先端のコンピュータ断層撮影（CT）技術を使用して同社のTomographic Centerで積層造形およ
び材料のテストを実施しています。Tomographic Centerは、大手積層造形メーカーや世界最大
の航空メーカーなど高名な顧客と連携しています。 

「TEC EurolabではCohesity社とHPE社のジョイントソリューションを導入し、
ファイル共有とバックアップのターゲットストレージの両方にWebスケールの単一
データ管理プラットフォームを使用して、ビジネス効率を最大限に高めました。
Cohesityのおかげで、当社スタッフの作業時間が30％短縮されるとともにデータ
の復元力が大幅に向上しました。何よりセキュリティとコンプライアンスを損なう
ことなく、当社の生産能力が2倍になり顧客のSLAにも適合できたことが、
Tomographic Centerの収益増加に寄与しました。当社は、統合バックアップ、リ
カバリ、分析などの他のユースケースにCohesityを拡大することにより、組織の全
域においてこれらのメリットをさらに最大限に高めることを目指しています。」

MARCO MOSCATTI氏
（TEC Eurolab社Member of the Board & Production Director）

課題

Tomographic Centerではデータが毎年50％の増加をしており、このデータの管理に関する重大
な課題に直面していました。産業用断層像影装置のチームは桁外れに膨大かつ高解像度の3D画像
を取り扱っており、既存の環境では増加し続けるデータ量を確実かつ効率的に処理することができ
ませんでした。

業界 
テクノロジー 

ユースケース 
ファイル共有およびバックアップの
ターゲットストレージ 

COHESITY製品
Cohesity DataPlatform  

HPE製品
HPE Apollo R2200 Gen 10サー
バー、HPE InfoSight 

ソリューションパートナー
HPE, VMware

チャネルパートナー
NETMIND

http://www.tec-eurolab.com
https://www.linkedin.com/posts/tec-eurolab_adeepervision-ct-teceurolab-ugcPost-6597077633350017024-u9iN/
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Tomographic Centerには、ファイル取得、3D再構成、分析のた
めの膨大な数のワークステーションがあり、それらが同じデータの
多数のコピーを別々に処理していたため、動作が遅く長い時間を要
していました。場合によっては、進行中のデータの損失が発生し手
直し操作が必要となり、貴重な時間とリソースが無駄になっていま
した。TEC Eurolab社ではデータの整合性と予測可能なリカバリを
確保するために、堅牢なデータ管理プラットフォームとしての「セ
キュア中央データストア」が緊急に必要であることを認識しました。
データ損失は、コンプライアンスに厳格な顧客にとって深刻なビジ
ネス的／法的リスクであり、同社では、増加しつつあるクライアン
トサービスレベル契約（SLA）に一貫して準拠するための最新のソ
リューションを導入する必要がありました。 

TEC Eurolab社は、新しいデータ管理ソリューションにおいて以下
の機能を目標としました。

• ワークステーションおよびユーザー間での迅速かつ効率的な
ファイル共有により生産性を向上する

• バックアップソフトウェア用のセキュアかつ高信頼性のター
ゲットストレージにより、顧客のSLAおよび規制要件に準拠す
る。しかも、そのターゲットストレージは将来的に統合された
バックアップとリカバリに使用することを選択できること

• データの拡大に応じた簡単かつ中断することのないスケーラビ
リティ

• 単一のユーザーインターフェイス（UI）による集中管理

• 運用効率を改善して、より戦略的な構想に担当者の時間を有効
活用する

• 既存のHPEソリューションと統合してシームレスな環境を構築
する

ソリューション

TEC Eurolab社は要件を満たす最適なソリューションを特定するた
めに、ソフトウェア定義のデータセンターにおけるサービスと専門
知識を有するシステムインテグレーター（SI）であるNETMIND社に
支援を要請しました。Tomographic Centerでは、比較検討候補と
して3つのソリューションに絞り込み、Cohesityによる概念実証
（PoC）に基づいて検討を進めました。卓越したテスト結果が得られ、
そののちにTEC Eurolab社は同社に適したファイル共有およびバッ
クアップ用スケールアウトターゲットストレージとして共同認定さ
れたCohesity-HPEソリューションを選択しました。これは、HPE 

Apollo r2200 Gen 10サーバー上でCohesity DataPlatformソフ
トウェアを稼働するというものです。TEC Eurolab社はタイトな設
置期限に対応する必要がありましたが、パートナーのNETMIND社
のスムーズな設置とサポートにより ITチームは目標の日付に間に合
わせることができました。
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TEC Eurolab社のCohesity-HPE環境

ワークステーション

https://www.cohesity.com/ja/
https://www.netmind.it
https://www.cohesity.com/products/hpe/
https://www.hpe.com/hk/en/product-catalog/storage/complete-storage-solution/pip.hpe-solutions-for-cohesity-dataplatform.1011485213.html
https://www.hpe.com/hk/en/product-catalog/storage/complete-storage-solution/pip.hpe-solutions-for-cohesity-dataplatform.1011485213.html
https://www.cohesity.com/products/data-platform/
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この新しいソリューションでは、異なる3種類のワークステーショ
ンからのデータがHPEサーバー上のCohesityクラスタに書き込ま
れ、取得、3D再構成、データ分析用の中央ファイル共有およびリポ
ジトリとして使用されます。取得ワークステーションによって断層
像影画像データがCohesity DataPlatformにコピーされた後、
Cohesity DataPlatformに組み込まれたインテリジェントなファイ
ルサービスであるCohesity SmartFilesを介して、データが3D再
構成ワークステーションおよび分析ワークステーションで利用可能
になります。3D再構成ワークステーションおよび分析ワークステー
ションで必要とされ作成されるすべてのデータは、Cohesityファイ
ル共有に存在しCohesityクラスタにおける毎日のポリシーベースの
保護ジョブによって保護されます。規制および行政上の要件により
データをクラウドに保存することはできず、少なくとも5年間はオ
ンプレミスの状態で維持する義務があるため、30日を超えるデータ
は外部ターゲットにアーカイブされます。 

結果
TEC Eurolab社ではHPEサーバー上で稼働するCohesityを導入し
て以降、Tomographic Centerの運用全般においてすばらしい結果
が得られています。最初のインストールからソリューションはスムー
ズに稼働を続け、CohesityのWebスケールの直感的なデータ管理
プラットフォームを使用して優れた運用効率を創出しています。ファ
イルデータは、保存時の重複除去効率が高く、はるかに高速にバッ
クアップやリカバリが実行されるようになりました。また、単一の
UIで操作できます。Cohesityの堅牢なセキュリティとデータ復元
力により、データの侵害や損失が防止され、規制要件への準拠が保
証されます。 

データをCohesityで集中管理することにより、単一の一貫した常時
接続プラットフォームから複数のワークステーションによってファ
イルがアクセスされるため、半分の時間でデータが取得されます。
最も顕著な結果の1つは、センターで毎週実行される分析数を2倍に
できるようになったことです。これによりきわめて大きな効率化、
顧客満足度の向上、収益の増加が実現されています。最終的に結果
はより迅速に顧客に提供されるようになり、チームはワークステー
ション全体においてパフォーマンスのボトルネックに翻弄されるこ
とがなくなりました。Cohesityにより、生産タイムラインの全期間
にわたってデータがセキュアかつ安全に保存されることが保証され
ています。

TEC Eurolab社はCohesityソフトウェアのセキュリティファース
トアプローチと内蔵のシリコンレベルファームウェア保護、暗号化、
HPE Apollo Gen 10サーバーのセキュリティ違反検出を組み合わせ
たエンタープライズクラスのソリューションにより、グローバル顧
客の厳格なセキュリティおよび規制の要件にも適合できます。これ
により、ソフトウェアおよびハードウェアソリューションの全域に
おいて統合されたセキュリティが提供されます。

Cohesity-HPEのジョイントソリューションにより、TEC 

Eurolab社は以下のような多くの利点を実現しました。

• データ損失ゼロとセキュリティ、コンプライアンス、デー
タ整合性の向上

• データ取得時間の50％短縮

• Tomographic Center全域における生産高の100％増加

• 従業員がデータ管理に専念する時間を短縮する形でOPEX

（運営費）を30％節約して、従業員がより戦略的な構想に集
中できるようになった結果、効率と生産性が向上

• 優れた高速のデータ管理ソリューションによってワークス
テーションの負担を軽減することにより、CAPEX （設備投
資）を20％節約

• 単一のUIから複数のワークステーションにまたがって迅速
かつ容易なファイル検索とリカバリが可能

• 既存のHPEインフラストラクチャとのシームレスな統合に
よる効率的な運用

次のステップ
TEC Eurolab社は、組織全体においてCohesityの新たなユースケー
スをすでに検討しています。展開の次のフェーズでは、組織全体の
すべてのデータの統合されたバックアップとリカバリにCohesityを
使用するとともに、ウイルス対策、インプレース分析、脆弱性評価
にCohesity MarketPlaceアプリケーションを使用することを検討
しています。自己監視インフラストラクチャと、サーバー向けの
HPE InfoSightおよびCohesity Heliosによる統一した視認性（デー
タとアプリケーションのグローバルなSaaSベースの管理）の組み合
わせにより、企業はデータから予測的なインサイトを得て運用をさ
らに最適化できるようになります。

https://www.cohesity.com/ja/
https://www.cohesity.com/solution/scale-out-storage/file-services/#:~:targetText=Cohesity%20SmartFiles%20is%20a%20paradigm,infrastructure%2C%20and%20nearly%20manages%20itself.
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「TEC Eurolab社には、Cohesity社とHPE社のジョイン
トソリューションをさらに拡大できる可能性が多くあると
考えています。TEC Eurolab社では、ファイル共有およ
びスケールアウトバックアップターゲットにCohesityを
使用することで運用上の大幅な効率化をすでに実現してお
り、統合されたバックアップとリカバリにCohesityを使
用することによって効率を次のレベルに引き上げることで
しょう。将来的にはCohesityと、HPE Nimble Storage
やHPE SimpliVityなどのHPEプライマリストレージポー
トフォリオとのネイティブ統合によりこれが加速され、
Cohesityが同社にとっての最良のデータ管理プラット
フォームになることでしょう。」

GIOVANNI GOLINELLI氏
（NETMIND社Pre-Sales Manager、Systems and Storage Architect）

COHESITYについて
Cohesityは、今日のビジネスが直面している重大課題であるマス
データの断片化を解決するデータ管理の新時代を先導しています。
エンタープライズデータ（バックアップ、アーカイブ、ファイル共有、
オブジェクトストア、テスト /開発および分析に使用されるデータ）
の大部分は断片化されたインフラストラクチャサイロに存在するた
め、保護が難しく管理に高額な費用がかかり、分析が困難です。
Cohesityでは、オンプレミス、クラウド、エッジにまたがるWeb

スケールの単一プラットフォームにサイロを統合し、企業がそのプ
ラットフォーム上でアプリケーションを実行できるようにします。
それによりデータのバックアップおよびデータからインサイトを引
き出すことがこれまでになく容易になります。

HEWLETT PACKARD ENTERPRISEについて
Hewlett Packard Enterprise（HPE）はエッジからクラウドにいた
るまで、顧客がシームレスにデータを取得、分析、実行できるイン
テリジェントソリューションの開発に注力するグローバルテクノロ
ジーリーダーです。HPE社では、顧客が新しいビジネスモデルを推
進し、新しい顧客と従業員のエクスペリエンスを構築し、現在およ
び将来における運用効率を高めることでビジネスの成果を加速でき
るようにします。

https://www.cohesity.com/agreements/
https://www.cohesity.com/ja/
https://www.cohesity.com
https://www.cohesity.com/what-we-do/mass-data-fragmentation/
https://www.cohesity.com/what-we-do/mass-data-fragmentation/
https://www.cohesity.com/products/data-platform/

