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ビジネスの成果

Baker Bottsはさまざまなレガシー テクノロジーの低速で不安
定なパフォーマンスに伴う懸念に対処し、世界中で活動する
弁護士やスタッフの生産性を高める必要がありました。

Baker Botts L.L.P.は、テクノロジー ユーザーが各自の業務を
遂行し、デル・テクノロジーズのサービスとデバイスを組み
合わせてITにより戦略的に取り組めるようにしています。

• Dell Technologiesマネージド サービス

• ProSupport Plus for PCs

• Dell EMC TechDirect

• Dell Latitudeノートパソコンおよび2-in-1

• Dellデジタル ハイエンド シリーズ
U2419HCモニター

• ソフトウェア ライセンス コストを75%削減。
• 収益成長率と競争力が向上。

• 日常的なIT管理の負担を軽減し、解放された社内ITリソース
を高価値のタスクに割り当てることが可能に。

• 高い生産性を発揮できる時間が大幅に増加。

• 弁護士およびスタッフの生産性とITサービス レベルが向上。
• システムおよびアプリケーションのセキュリティと信頼性が

向上。

法律  |  米国

お客様のプロファイル

「当事務所は2020年の米国弁護士
（AmLaw）100で58位にランクインしてい
ます。…この成果は、Dell Technologiesの
サービスおよびデバイスの使用と直接的な関

係があります」

Rick Boulin氏
Baker Botts、CIO

“
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https://www.delltechnologies.com/ja-jp/services/managed-services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/services/support-services/prosupport-client-suite.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/services/support-deployment-technologies/tech-direct.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/business-pcs-laptops/index.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/monitors-for-work/index.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/monitors-for-work/index.htm
http://www.bakerbotts.com/


1840年、創設から間もないヒューストンで設立されたBaker 
Bottsは現在、クライアント業界を熟知した世界的に有名な法
律企業です。725人以上の弁護士と900人近くの管理スタッ
フが、世界中に分散したオフィス14か所で、約200か国のク
ライアントにサービスを提供しています。クライアントには
Fortune 100企業のうち52社が名を連ね、多くの有名なテクノ
ロジー企業も含まれています。

テクノロジーの陳腐化に直面
テクノロジーは、Baker Bottsがグローバル ビジネスを運営す
る上でより重要です。Baker BottsのITカスタマー サポート担
当ディレクター、Scott Potoczak氏は、次のように述べてい
ます。「クライアントとの連携、裁判所とのやり取り、社内
でのコラボレーションなど、あらゆる法務プロセスにテクノ
ロジーが不可欠です」

以前は耐用年数に達したデバイスを含めて26モデルのノート
パソコンとデスクトップ コンピューターを使用していまし
たが、サポートおよび管理作業は煩雑でした。ユーザーが会
社のシステムにアクセスするまでの起動時間は長く、一部の
パートナーとスタッフは個人所有のノートパソコンを使用し
始め、事務所のデータ保護対策が無効になるリスクが生じま
した。弁護士はクライアント、特にシリコン バレー企業との
ミーティング時に、思うように動作しない古いノートパソコ
ンを持っていかなればならず、不安を覚えがちでした。

強力なデバイスと高度なサービス
Baker Bottsはテクノロジーの使用と管理を一新することを
決意しました。汎用性に優れ、広く採用されているソリュー
ション、つまりDell Latitude 7390および7400 2-in-1ノートパ
ソコン、そしてデジタル ハイエンド シリーズU2419HCモニ
ターで標準化したのです。Dell Technologiesのローリング リ
フレッシュにより、1年間で3分の1のクライアント デバイス
を置き換え、3年間の保証のメリットを最大限に享受してい
ます。Baker BottsのCIO、Rick Boulin氏は次のように述べて
います。「当事務所のユーザーはDell Technologiesを100%支
持しています。これ以上はないほどの機器です」

この法律事務所はDell Technologiesマネージド サービスと
ProSupport Plus for PCsを利用することで、社内ITチームを
拡張し、テクノロジー管理をシンプルにしました。また、
Baker BottsのITマネージャーはTechDirectオンライン セルフ
サービス ポータルを使用して、交換パーツを簡単かつ迅速に
注文し、受け取ることができます。

「起動時間が短いDell製ノート
パソコンのおかげで、職員が無
駄に費やしていた時間を年間で
大きく取り戻すことができま 

した」

Scott Potoczak氏
Baker Botts 

ITカスタマー サポート担当ディレク
ター

“
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ライセンス コストの削減と生産時間
の確保
Dell Technologies ServicesがサポートするDell製ノートパソコン
を標準とすることで、Baker BottsはVDI（仮想デスクトップ イ
ンフラストラクチャ）のライセンス料金を削減し、年間数万ドル
を節約することができました。また、新しいデバイスにより、
ユーザーの非生産時間も最小限に抑えられます。Potoczak氏は
次のように説明しています。「起動時間が短いDell製ノートパソ
コンのおかげで、職員が無駄に費やしていた時間を年間で大きく
取り戻すことができました」

Baker BottsはDell Technologiesとの継続的なコラボレーションを
通じてテクノロジーを刷新したことで、作業能力を強化すること
ができました。Potoczak氏は次のように述べています。「オン
プレミス サーバーを廃止または転用することで、ソフトウェア 
ライセンス コストを75%近く削減でき、その他のコスト削減と
効率向上につながりました」

お客様の声を増幅させ、専門知識
ProSupport Plusの重要な要素の一つは専任のテクニカル サポー
ト マネージャー（TSM）です。Baker BottsでもTSMが貢献者
として高い評価を受けています。Potoczak氏は次のように説
明しています。「ProSupport PlusのTSMは、当事務所とDell 
Technologiesのエキスパートをつなぎ、懸念が解決されるまで絶
やさず連絡をくれました」。Boulin氏は次のようにコメントして
います。「Dell Technologiesの上層部と接触できたのはすばらし
い体験でした。私たちと同じくらい、問題解決に関心を持ってく
れました」
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「ITサポート サービスをDell 
Technologiesに任せてから2年
経った今、当事務所の一部かの 
ような働きを見せてくれる彼らの
協力なしでの運営は想像もつきま

せん。」

Olaf Roessner氏
Baker Botts 

クラウドおよびインフラストラク

チャ担当ディレクター

“

ProSupport Plus、そしてTSMは、Baker Bottsが最大のインパ
クトをもたらし得る領域にITリソースを集中できるよう支援し
ます。「ProSupport PlusによってITチームが解放されるため、
新しい財務システムなどの主要な取り組みに対応できます」と
Potoczak氏は語ります。「また、私たちの意見に耳を傾けても
らっていると感じています。Dell Technologiesは私たちからの
フィードバックを考慮し、最善の製品を提供するために努力を
惜しみません」

ワークロードの緩和とビジネスにお
けるITの貢献度の向上
Baker BottsのIT組織は世界中の各地域とタイム ゾーンにわたっ
てユーザーとオフィスのサポートに追われ、より重要な仕事が
遅れていました。マネージド サービスにより、普段のテクノロ
ジー運用をDell Technologiesに任せることが可能になりました。
Baker Bottsのクラウドおよびインフラストラクチャ サービス担
当ディレクター、Olaf Roessner氏は次のように述べています。
「ITサポート サービスをDell Technologiesに任せてから2年経っ
た今、当事務所の一部かのような働きを見せてくれる彼らの協力
なしでの運営は想像もつきません。現在、即応力に優れた24x7対
応のサポートとインシデント解決を世界中で行っています」

システムおよび
アプリケーショ
ンのセキュリ
ティと信頼性が
向上。



ProSupport Plusと同様に、マネージド サービスもBaker Bottsの
ITマネージャーの負担となっているタスクを軽減し、スキルをよ
り有効活用できるようにします。Roessner氏は次のように述べ
ています。「リアクティブなインシデント対応やパッチ適用に悩
まされることなく、付加価値の高いイニシアティブにプロアク
ティブに取り組めるため、ITスタッフの創造力と専門知識を解き
放つことができます」

マネージド サービスにサポートを移行した後、Baker Bottsはフ
ルタイムのITチーム メンバーを1人配置転換することができまし
た。「専門サービスを提供する企業が汎用のITプロセスに投資し
ても、コスト効果は期待できません」と、Boulin氏はコメントし
ています。「Dell Technologiesマネージド サービスを使用する
ことで、運用のこの部分のコストが中立に近づきました」

Dell Technologiesのソリューションの 
詳細はこちら。

Dell Technologiesのソリューション エキスパートへの 
お問い合わせはこちら。

ソーシャル メデ 
ィアでつながる

Copyright © 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved.（不許複製・禁無断転載）Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標および
Dell又はEMCが提供する製品およびサービスにかかる商標はDell Inc.またはその関連会社の商標又は登録商標です。この導入事例は情報提供のみを目的としています。Dell 
Technologiesは、この資料に記載される情報が発行日（2021年7月）時点で正確であるとみなしています。情報は予告なく変更されることがあります。Dell Technologiesは
この導入事例に関して、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

「Dell Technologiesの上層
部と接触できたのはすばら
しい体験でした。私たちと
同じくらい、問題解決に関
心を持ってくれました」

Rick Boulin氏
Baker Botts、CIO

“
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人材獲得において優位に
Baker Bottsが新しいアソシエイトを採用するときは多くの専門
サービス企業や法律事務所と競合します。「人材獲得の争いは
実に深刻です」と、Boulin氏は述べています。「しかし、Dell 
Technologiesという適切なノートパソコンの調達と導入を支援し
てくれるすばらしいパートナーがいることが、当事務所が弁護士
とスタッフの生産性の向上に取り組んでいることの実証となって
います。Dell製デバイスは職員に好評で、弁護士はシリコン バ
レーのクライアントとの打ち合わせに喜んで持っていきます」

Baker Bottsがテクノロジーとサポート システムの刷新に成功し
たことは、業界でも知られています。Potoczak氏は次のように
述べています。「当事務所は職員にパワフルでモダンなDell製
ノートパソコンを配布することで、苦情件数を最小限に抑えてい
ます」。「さらに、テクノロジーの転換をどのように実現したか
について、他の企業から問い合わせが来ています」

業界トップへの飛躍
Baker Bottsのテクノロジー管理においては、計画外のダウンタイ
ムを引き起こすことなくシステムを稼働させ続け、クライアント
や企業の活動に関する機密情報を保護することが重要です。Dell 
Technologies Servicesはこれらの領域で大きなインパクトを与えて
います。Roessner氏は次のように述べています。「2017年の試算
で、ソフトウェア バグのためファイアウォールを再起動した後の
生産性の低下によって、1時間のシステム停止コストが51万1,000
ドルに上るとの結果が出ました」。「それ以来、Dell Technologies 
Servicesチームと協力して、最新パッチの実装やその他のセキュ
リティ強化策にかかる時間を短縮しています。アップタイムは確
実に向上しています。当事務所はこれらの改善によって、より大
きな収益を生み出し、競争上の優位性を維持できます」

Boulin氏は、ビジネス上の成果とテクノロジーの強化との関連性
を明確に示しています。「昨年は過去最高クラスの売上を達成
しました」（Boulin氏）。「私当事務所は2020年の米国弁護士
（AmLaw）100で58位にランクインしています。法律事務所と
しては大きな成果です。この成果は、Dell Technologiesのサービ
スおよびデバイスの使用と直接的な関係があります」

https://www.delltechnologies.com/ja-jp/services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/forms/contact-us.htm
https://www.facebook.com/DellTechnologies/
https://twitter.com/DellTech
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