
技術者の開発業務から事務用途まで
Dell Precisionシリーズを幅広く採用
充実した保守サポートサービスや高品質・高信頼の内部設計に着目し、10年以
上前からDell Precisionシリーズを採用。近年では、設計・開発業務向けの
ワークステーションだけでなく、事務用PCとしても導入が進んでいる。

課題
•　柔軟に選択できるパーツ構成によって、事務
用途から高度な開発業務まで幅広い用途で
利用できるPCが求められていた。

•　とりわけ顧客の拠点に導入される技術者向け
PCは、業務への影響を最小化するために迅
速な障害復旧が求められた。

ソリューション
•　高性能、高品質、充実したサポート体制など
を特徴とするデルの高性能ワークステーショ
ン「Dell Precisionシリーズ」を採用するこ
とによって、設計・開発業務の厳しい要求に
も応えられるクライアント環境を手に入れた。

導入効果
•　さまざまな用途で使用できるPCを高いコス
トパフォーマンスで構成可能

•　Dell Precisionシリーズならではの高品質
設計により、安心感のある開発環境を実現

•　デルの当日オンサイトサポートサービスに
よって迅速な業務復旧が可能に

ソリューションエリア
•　ワークステーション

カスタマー・プロファイル

「技術者が利用するワークステーションから事務用PC
まで、さまざまな用途にDell Precisionシリーズを
積極的に採用しています」
株式会社 第一システムエンジニアリング
第5技術部 部長
伊藤昌明氏

企業名 株式会社 第一システムエンジニ
アリング

事業内容 設計、解析、ソフトウェア開発
などの技術支援

所在地 愛知県名古屋市
従業員数 564名（2012年12月末現在）
Webサイト www.dse-corp.co.jp
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「当日オンサイトサポートを
始めとするデルの充実した
保守サポートサービスに
よって、毎日安心してPCを
利用できています」
株式会社 第一システムエンジニアリング
第5技術部 部長
伊藤昌明氏

株式会社 第一システムエンジニアリングは、航空機、宇宙機器、自動車、
物流機械など、さまざまな分野の技術開発を支援している。こうした業務の
中でコンピュータを利用した設計、解析、シミュレーションなどを早い段階
から手がけており、技術者向けの端末として古くからデルの高性能ワーク
ステーション「Dell Precisionシリーズ」を採用している。また、Dell 
Precisionシリーズならではの優れた品質、拡張性、充実したサポート
体制などに着目し、事務用PCとしても積極的に導入している。

最先端の技術開発プロジェクトに携わる
第一システムエンジニアリング
　株式会社 第一システムエンジニアリング（以下、第
一システムエンジニアリング）は、さまざまな分野の
技術開発を支援している総合エンジニアリング企業
である。同社は、30年以上にわたって航空機、宇宙
機器、自動車、物流機械関連の大手国内企業に技術
者を派遣してきた。現在では、こうした技術者の派遣
業務に加え、システム設計の請負、ソフトウェアの受
託開発、海外ソフトウェアの国内代理店業務などへと
幅を広げている。
　株式会社 第一システムエンジニアリング 第5技術
部 部長の伊藤昌明氏は、同社を取り巻く近年の事情
を「当社は、主に航空機、宇宙機器、自動車、物流機
械の分野において最先端の技術開発プロジェクトに
携わってきました。例えば、毎年のように発表されて
いる自動車新製品の設計開発に加え、航空機関連で
はボーイング787ドリームライナー（B787）や国内初
のジェット旅客機であるM R J（M i t s u b i s h i 

Regional Jet）のマーケティング、設計、生産、試
験に携わる技術者を幅広く提供しています」と語って
いる。
　同社は、社員一人一人を重要な財産と考え、幅広
い分野において即戦力となる人材育成にも力を入れ
ている。限られた範囲のスキルを提供するだけでは
単なる人の手当てに終始してしまうが、多面的なスキ
ルを持ち合わせた同社の技術者なら、顧客が抱えて
いるさまざまな問題の解決に寄与できる。実際、航
空宇宙、自動車、産業機械分野で培った高度な技術
力と経験を活かし、異業種での成功につなげている
事例も多い。

デルならではの充実した保守サービスが
クリティカルな業務に安心感を与える
　第一システムエンジニアリングは、さまざまな分野
の開発業務を支援していく中で、2D/3D CADソフ
トウェアによる設計、CAMソフトウェアや専用ツール
による解析およびシミュレーションなどをかなり早い
段階から導入している。もともとこうした業務には高
価なUNIXワークステーションを利用していたが、
1990年代後半からさまざまなソフトウェアが
Windows® にも対応してきた関係から、同社もPC

ベースのワークステーションを積極的に導入するよう
になった。
　このようなPCワークステーションとして初めて導
入したデル製品が、Dell Precision WorkStation 

420である。第一システムエンジニアリング 第5技
術部 NAS課 係長の髙瀬寿哉氏は、同社がデル製品
を採用した当時の理由を「デルの高性能ワークス
テーション『Dell Precisionシリーズ』は、デュアル
プロセッサ構成によって通常のPCと一線を画する処
理性能を確保できたり、マルチディスプレイ環境に対
応したハイエンド・グラフィックスカードを装着できる
など、自作PCさながらの自由度で柔軟にパーツ構成
を決められる点が大きなメリットでした」と振り返る。
　同社は、社内のPC環境として他社製PCや自作
PCなども併用していたが、日常的なメンテナンスや
ハードウェア障害時の保守体制が新たな課題として
浮上した。一方、デルのPCやワークステーションな
ら充実した保守サポートサービスを受けられることか
ら、このような優れた運用保守性を高く評価し、次第
にデル製品へと統一されていった。
　髙瀬氏は、同社がPCの保守性を特に重視する背
景を「すべてのPCが当社の中だけで使用されている
なら、別のPCに切り替えて作業を継続したり、社員
同士で手分けするなど、その場を乗り切る方法はいく
らでもあります。しかし、お客様の拠点に持ち込んだ
PCが故障した場合には、お客様に迷惑がかからない
ようにPCを一刻も早く修理しなければなりません。
これが、他社製PCや自作PCではなかなか難しかっ
たのです。これに対し、Dell Precisionシリーズな

導入システム

ハードウェア

Dell Precision T7500
ワークステーション

Dell Precision T5500
ワークステーション

Dell Precision T3600
ワークステーション

Dell Precision M4500
ワークステーション

ソフトウェア

Microsoft® Windows® 7

CATIA、Creo(Pro/E)、AutoCAD、
HyperWorks、Ansys Fluent、
Nastran、Matlab/Simulink など
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「技術者としての視点から
Dell Precisionシリーズの
内部を見ると、非常に高品
質の部材でハードウェアが
構成されていることが分かり
ます」
株式会社 第一システムエンジニアリング
第5技術部 NAS課 係長
髙瀬寿哉氏

術を積極的に採用している点を高く評価している。
　髙瀬氏は、「Dell Precisionシリーズを構成する
パーツは、どれも癖のないものが採用されています。
マザーボードやグラフィックスカードの設計を見ると、
CPUメーカーやグラフィックスチップメーカーのリ
ファレンスデザインにきわめて近いことが分かりま
す。Dell Precisionシリーズは、こうしたリファレン
スデザインに近いパーツ同士を組み合わせているか
らこそ、あらゆる用途で安心して使えるPC環境を実
現できています」と語る。
　また、同社はシンプルなOS環境にも注目して
おり、髙瀬氏は「他社のPCは、独自性を出すために
さまざまなアプリケーションをプリインストールして
いるケースが多く見受けられます。しかし、これが
日々の運用においてトラブルを誘引する原因にも
なっています。プリインストールソフトウェアに関する
情報はほとんど開示されていませんので、当社が
導入するソフトウェアとの相性問題が発生しても、
その原因究明や解決には多くの時間がかかります。
これに対し、D e l l  P r e c i s i o nシリーズは、
Microsoft® Windows® と最低限のデバイスド
ライバのみがインストールされた、ほとんど素の状
態に近いWindows® 環境を提供しています。この
ため、ソフトウェア同士の相性問題が起こりづらいで
すし、何か障害が発生してもトラブルシューティング
が容易なのです」と説明を加える。

ソフトウェア開発用としてミッドレンジ
モデルのDell Precision T3600を新たに導入
　第一システムエンジニアリングが保有するDell 

Precisionシリーズの中で最新モデルとなるのが、
ソフトウェア開発用として2012年6月発売直後に導
入したDell Precision T3600である。同社の
Dell Precision T3600は、インテル ® Xeon® 

E5-1620プロセッサと8GBメモリの搭載によってソ
フトウェア開発をストレスなく行える処理性能を確保
している。また、CAD関連の開発業務にも対応でき
るNVIDIA Quadro 600グラフィックスソリュー
ションを組み合わせている。
　伊藤氏は、「今回導入したソフトウェア開発機は、
CADソフトウェアのカスタマイズツールを作成する
際にも使用されます。このため、少なくとも主要な
3D CADソフトウェアが起動し、その上でカスタマ
イズツールの動作確認を行えるレベルのグラフィック
スカード（NVIDIA Quadro 600）を選択していま
す」と述べている。
　同社は、さまざまな用途で利用できる標準的な
パーツ構成を基本としているものの、用途が限定さ
れる高性能ワークステーションについては、CPU、
メモリ、グラフィックスカード、ストレージなどを必要
に応じて強化している。
　髙瀬氏は、「当社が保有する多くのワークステー
ションは、さまざまな用途で使える高い汎用性を重視
していますが、きわめて高度なCAD、解析、シミュ
レーションなどにはさすがに対応できません。このた
め、このような高度な用途に特化した高性能ワークス
テーションというものも用意しています。こうした高

ら、当日オンサイトサービスによって迅速に対応して
もらえるため、ほとんどの障害はその日のうちに解決
できます。お客様の開発業務を請け負っている当社
にとって、しっかりとした保守体制を築くことはきわめ
て重要です」と説明する。

汎用性の高いパーツ構成とすることで
開発業務から事務まで幅広い用途に対応
　2013年1月現在、第一システムエンジニアリング
が保有するPCのうち95%程度がデル製品であり、
そのうち約80%がDell Precisionシリーズとなっ
ている。Dell Precisionシリーズの用途は、2D 

CAD、3D CAD、解析やシミュレーション、ソフト
ウェア開発など、多岐にわたる。また、顧客の元に出
向いてCADの動作デモなどを見せる必要がある社
員には、ノート型のDell Precisionモバイルワーク
ステーションを配布している。
　同社は、Dell Precisionシリーズにこだわる理由
のひとつとして、法人向けモデルならではの優れた
品質を挙げている。髙瀬氏は、技術者としての観点
から「実際にPCのケースを開けて内部のパーツを観
察すれば分かりますが、デルの法人向けモデルは、
コンシューマ向けモデルよりも高品質の部材を採用
しています。特にクリティカルな業務で使用される
Dell Precisionシリーズは、通常のオフィス向けモ
デルよりもさらに品質が高められているようです」と
評価する。
　また、このような高品質のクライアント環境を長期
にわたって維持するため、デルが定めた保守サービ
ス契約の期限（最長5年間）に基づいてPCを定期的
に更新している。PCごとに購入日も異なることから、
社内にはDell Precision 380、390、T3400、
T3500、T3600、T5400、T5500、T7500、
M4500など、さまざまな世代のDell Precisionシ
リーズが混在する。
　ただし、世代ごとに異なる基準でパーツを構成する
ことはなく、常に一貫性のある形でスペックを決めて
いる。特にコストパフォーマンスと汎用性の高さを重
視し、開発業務から事務まで、あらゆる用途でしっか
りと使える仕様を目指している。
　伊藤氏は、汎用性の高いスペックが求められる理
由を「当社は、技術者の派遣業務を担っている企業で
すので、購入したPCが当社の中で使われることもあ
れば、お客様の拠点に持ち込まれることもあります。
つまり、将来的にどのような用途で使われるかを予測
できないのです。このため、さまざまな用途に対応で
きる汎用的なパーツ構成をとるようにしています。た
だし、いくらでもコストをかけられるわけではありま
せんので、性能とコストのバランスが最もとれたパー
ツを優先的に選択しています。デルには、これまでの
PC購入履歴に基づいて常に最適な仕様のPCを提
案してもらっています」と話す。

業界標準のハードウェア設計やシンプルな

OS環境が安定したプラットフォームを実現
　第一システムエンジニアリングは、D e l l 

Precisionシリーズが業界標準のプラットフォーム技

株式会社 第一システムエンジニアリングの社内でソフトウェア開
発に使用されているデルの最新ワークステーション「Del l 
Precision T3600」
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性能ワークステーションでは、最上位の D e l l 

Precision T7500を採用し、特に高い処理性能が
求められれば2ソケット構成のインテル® Xeon® プ
ロセッサを、高度な3Dアプリケーションに対応した
ければハイエンドのグラフィックスソリューションを搭
載しています」と説明する。

高品質の設計や優れた拡張性に着目し、事務用PC
としてもDell Precisionシリーズを採用
　第一システムエンジニアリングは、事務用PCにも
Dell Precisionシリーズを積極的に採用している。
開発向けワークステーションと事務用PCをDell 

Precisionシリーズに統一することで、キッティング
のプロセスがシンプルになり、IT管理者の負担が軽
減される。また、日々積み重ねてきた D e l l 

Precisionに対する知識やノウハウを生かせたり、
OSイメージの配布を容易に行えることから、トラブ
ル解決の時間短縮につなげられる。
　髙瀬氏は、事務用PCに採用するメリットを「パーツ
をバランスよく構成すれば、通常のデスクトップPC

（法人モデル）とDell Precisionシリーズの価格差は
ほとんどありません。このため、設置スペースに制約
がなければ、より高品質でサポート体制も充実した
Dell Precisionシリーズを積極的に採用していま
す。そして、もうひとつ重要なポイントが、Dell 

Precisionシリーズならではの優れた拡張性です。
例えば、本社の経理業務などに使用しているPCは、
HDDの故障によるデータ損失や業務の中断が許さ
れません。このように、とりわけミッションクリティカ
ルな事務用PCについては、2台のHDDを搭載して
RAID 1（ミラーリング）の構成をとるようにしていま
す。通常のオフィス向けモデルではRAIDに対応して
いない製品が多いですが、Dell Precisionシリーズ
ならオプションとしてRAID構成もしっかりと選択でき
ます」と述べている。

省スペースPCへのニーズが高まる中で

Dell Precisionシリーズの小型モデルに強く期待
　第一システムエンジニアリングは、今後も5年間の
保守契約満了とあわせて、クライアントPCを順次入
れ替えていく。基本的には多くの社員が使い慣れたタ
ワー型のDell Precisionシリーズを採用する計画だ
が、最近ではデスクや足元のスペースを圧迫しない

小型モデルのニーズも高まりつつある。
　髙瀬氏は、「すべての事業所が広々としているわけ
ではなく、設置スペースに余裕のないオフィスももち
ろんあります。このため、デスクの隅にさりげなく置
いたり、足元のスペースに効率よく収容できる小型
のPCを選びたいという要望も受けるようになりまし
た。ただし、当社が特に信頼を寄せているDell 

Precisionシリーズに限定すると、省スペースのモ
デルはノート型のDell Precisionモバイルワークス
テーションしか選択肢がありません。できればデスク
トップ型でさらに小さな筐体のモデルを投入してもら
えるとありがたいです。特に小型モデルは日本市場
全体でニーズが高いはずですから、ぜひとも日本の
顧客にも耳を傾けながら新製品を開発していただけ
ることを強く期待しています」と話す。
　同社は、2013年1月に国内 ISV（独立系ソフトウエ
アベンダー）との連携を強化するコラボレーションプ
ログラム『デル ISV アリーナ』にも新たに参加した。
デル ISV アリーナは、パートナー企業のパッケージ
とデルのプラットフォーム製品を共同で開発し、未開
拓顧客層へのビジネスを推進するための支援プログ
ラムである。直販モデルの強みを活かした情報の
フィードバックや共同開催セミナー、オンラインビジ
ネスの経験とWebを利用した販売プロモーションな
どを展開し、パートナー企業の開発力、ソリューション
の提案、販売を強化するWin-Winの関係構築を目
指す。
　伊藤氏は、「過去10年以上を振り返ると、クライア
ントPCやワークステーションの分野から撤退するベ
ンダーがある中で、デルはDell Precisionというブ
ランドを変わらず守り続けています。だからこそ、当
社も技術開発用のワークステーションから事務用PC

に至るまで、Dell Precisionシリーズを安心して採
用することができています。デルは、トータルソ
リューションを提供できる数少ないベンダーのひとつ
です。これからも当社の多様なニーズに応えてくれる
デル製品が発売されることを期待しています。そして
当社は、『デル ISV アリーナ』のパートナーとして認
定されました。今後は無線LANセキュリティソフト
『WirelessWall』のみならず、サーバ製品とも組み
合わせたソリューションをデルと共同で開発し、新た
なビジネスを推進していけたらと考えています」と将
来の展望を語る。

第一システムエンジニアリングのワーク
ステーション導入をサポートしたデルの
アカウントチーム

法人営業統括本部
営業第二部 中部営業課
シニアアカウントエグゼクティブ
菊地 雄三

法人営業統括本部
西日本営業統括部 中部営業部

増田 尚志

法人営業統括本部
ビジネス開発マネージャー
植木 ゆみ


