
非営利、 慈善団体、 NGO  |  米国

シームレスで使いやすいテクノロジーで 
コミュニティーに貢献

組織のニーズ

組織の成果

業務において従業員へのサポートを向上するために、 People's 
Emergency Center では、 技術スキルのレベルに関係なく、 最先端の
イノベーションを日常業務にシームレスに組み込める、 信頼性の高い使
いやすいデバイスをスタッフに提供する必要がありました。 また、 IT の問
題が発生した場合でもすぐに業務に戻ることができるような、 強力なサ
ポートも必要としていました。

• 従業員がさまざまな場所から、 より高いパフォーマンスで仕事が 
できる

• あらゆる IT スキル レベルのすべての従業員をサポートする

• 必要なチームを小さくすることで、 IT管理をシンプルにする

• 組織全体の生産性と効率性の向上により、 従業員がより効果的
にコラボレーションし、 コミュニティーへの貢献度を高めることができる

• ダウンタイムを最小化する
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ソリューションの概要

「私たちは人々の生活を変える手助けをして 
います。 デル ・ テクノロジーズの信頼性の高い

デバイスは、 それを可能にします」

「

お客様のプロファイル

• Dell Optimizer

• Dell Latitude ノートパソコン

• Dell OptiPlex スモール フォーム ファクター
(SFF) デスクトップ

• Dell ProSupport および ProSupport Plus

People's Emergency Centerは、デル・テクノロジーズのパートナーシップとサポー
トによりコミュニティーを強化することに重点を置いています。

People’s Emergency Center、 
組織の学習プログラム ディレクター

Kelly Durand氏

https://www.pec-cares.org/
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People’s Emergency Center (PEC)には大きなミッションがあります。
それは、住宅、社会福祉、生活の質のサポートを提供することにより、
個人の自立を促進し、フィラデルフィアのコミュニティーを支援すること 
です。このミッションを達成するために、PECは、ホーム オフィス、緊急シェ
ルター、コミュニティーの人々の自宅など、さまざまな環境で働く100人以
上のスタッフを採用しています。

PEC の従業員が使用しているデバイスが 7年前のもので、 デバイス更
新の時期でした。 「私たちのチームは、 コミュニティーの最も弱い人々を
支援し、 力になることに重点を置いています。 貢献度を高めるには、
適切なテクノロジーが必要です」 と、 People’s Emergency Center
の組織学習ディレクターである Kelly Durand氏は語ります。

この組織は、 さまざまな技術リテラシー レベルのスタッフをサポートするた
めに、 信頼性が高く使いやすいテクノロジーを必要としていました。 ハー
ドウェア、 ソフトウェア、 サポートを組み合わせて、 従業員がより高いパ
フォーマンスで仕事を行えるようになるソリューションが理想的です。

Durand氏は、 市場の多くのソリューションを冷静に評価し、 最終的に
は PEC の元々のテクノロジー パートナーであるデル ・ テクノロジーズに
戻ってきました。 「私はデル ・ テクノロジーズの革新的で信頼性の高い
ソリューションに常に満足しています」 と彼女は述べます。 最先端のイノ
ベーションを従業員の日常業務に取り入れることは、 Durand氏にとっ
て重要です。 「従業員は、 使いやすくニーズに合わせて自動的に調整
されるテクノロジーにより、 仕事の成果を向上できます」 と彼女は続け
ました。

コミュニティー サポートに新たな効率性を
もたらす
PECは、 出張する従業員向けには Latitude ノートパソコンを、 フロン
ト デスクなどの共用スペース用にはOptiPlexスモール フォーム ファクター
(SFF) デスクトップを選択しました。 デバイスはすべて、 Dell Optimizer
によって強化されます。 Dell Optimizer は、 アプリケーション パフォー 
マンスやバッテリー駆動時間など、 パソコンの重要な部分をバックグラ 
ウンドで自動的に改善するインテリジェントなプラットフォームです。 また 
最新の機能により、 電話会議の通話品質や接続性が向上し、 
Dellパソコンのユーザーはどこにいても効率的に作業できます。

「デバイスを選択したとき、 Dell Optimizer が含まれているとは思ってい
ませんでした」 と Durand氏は述べます。 「それがデル ・ テクノロジーズ
との提携で気に入っている点です。 私たちのニーズを予測してソリューション 
でそれを満たしてくれるのです」 さらに、 「テクノロジーに精通しているかど
うかにかかわらず、すべての従業員がDell Optimizerから自動的にメリッ
トを享受するので、 素晴らしい付加価値が得られています」 
と彼女は付け加えました。
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「デル ・ テクノロジーズが提供する 
ハードウェア、 ソフトウェア、 
サポートは、 私や組織にとって 
かけがえのないものです」

「
People’s Emergency Center、 
組織の学習プログラム ディレクター

Kelly Durand氏



「テクノロジーに精通しているか 
どうかにかかわらず、 すべての 
従業員が Dell Optimizer から 
自動的にメリットを享受できます」

「

ソーシャル メディアでつながる
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デル ・ テクノロジーズのインテリジェント ソリューションの 
詳細をご覧ください。

デル ・ テクノロジーズのソリューション エキスパートに 
問い合わせる。
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従業員は、コミュニティー内を移動する際のストレスが 1 つ少なくなりました。
Durand氏は次のように説明します。 「従業員が現場で作業する場合、
迅速に充電できるモバイル デバイスが必要です。 Dell Latitude ノートパソ
コンと Dell Optimizer の ExpressCharge により、 充電速度が大幅に向
上しました」

現在、 PEC の従業員は、 このような新しい革新的なツールを使用して、
仕事におけるコミュニケーションとコラボレーションをより効果的に行うことがで
きます。 「Dell Optimizer の Intelligent Audio のひずみ低減機能は、バッ
クグラウンド ノイズを低減し、 声を前面に押し出してくれるので、 私たちは
意思決定をより適切かつ迅速に行うことができます」 と Durand氏は話し
ます。

コンピューター プログラムの実行速度も上がり、 従業員はコミュニティーの
人々に必要なサポートを迅速に提供できます。 「Dell Optimizer の

ExpressResponseを使用すれば、プログラムが開くのを待ったり、アプリケー
ション間を移動する際に遅延が発生したり、 エラー メッセージが表示されたり 
することがありません」 と Durand氏は述べます。

なにより、 PEC のセキュリティがシンプルになりました。 「私たちは常に個人
情報の取 り扱い に注意を払 っ て き ま し た が、 Dell Optimizer の
ExpressSign-inは、 その場を離れると自動的にコンピューターをロックして
くれます」 と Durand氏は述べます。

信頼性の高いサポートでコミュニティーに 
注力
小規模の非営利組織である PECは、 デバイスの問題を迅速に解決する
必要があります。 「デバイスのダウンタイムは、私たちのサービスを受ける人々
に悪影響を及ぼします」 と Durand氏は述べます。 「デル ・ テクノロジーズ
が提供する信頼性の高いデバイスとサポート サービスは非常に重要です」

PEC のノートパソコンには ProSupport を付け、 デスクト ップには
ProSupport Plus を付けています。 これらのサービスは、 ハードウェアとソフ
トウェアの両方のサポートを提供し、 問題をプロアクティブに監視して、 
迅速に修正できるようにします。

PEC で ProSupport を必要とする機会はあまりありませんでしたが、
Durand氏が何度か ProSupport とやりとりしたときの体験はポジティブなも
のでした。 「私たちには予備のデバイスがないため、 ダウンしたデバイスを迅
速に再稼働させることが重要です」 と彼女は述べます。 「私たちは 24時
間以内に支援を受けています。 つまり、 ProSupport のおかげで、 従業
員はより早くコミュニティーの支援に戻ることができるのです」

最も重要なことは、 PEC が PEC のミッションに集中できるよう、 新しいソ
リューションが支援してくれる点です。 「私の役割は、重要なサービスをコミュ
ニティーに提供する人々をサポートすることです」 と Durand氏は説明し 
ます。 「デル ・ テクノロジーズが提供するハードウェア、 ソフトウェア、 サポー
トは、 私や組織にとってかけがえのないものです」

PEC がデル ・ テクノロジーズとパートナーを組む理由を尋ねたところ、
Durand氏の答えはシンプルでした。 「私たちは人々の生活を変える手助
けをしています。 デル ・ テクノロジーズの信頼性の高いデバイスによって、 
それが可能になります。 分かっていることは、 デル ・ テクノロジーズに任せて
安心だということです」
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