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1994 年に設立された Heritage Bank of Commerce はサン
ノゼに本社を置き、ロスガトス、フリーモント、ダンビル、モ
ーガンヒル、ギルロイ、マウンテンビュー、ロスアルトス、プ
レザントン、ウォルナットクリークにフルサービスのオフィス
を構えています。Heritage Bank of Commerce は SBA 優先
の貸し手で、カリフォルニア州オークランド、サクラメント、
サンタローザにローンプロダクションオフィスを構えていま
す。親会社の Heritage Commerce Corp は 1998年 2月に
設立された銀行持株会社です。  

Heritage Commerce Corp についての詳細は www.heri-
tagebankofcommerce.com をご参照ください。

生産性を向上させた  
Heritage Bank of 
Commerce 
TeamViewer を使用することで、ITサポート担当
者は瞬時にコンピュータのもとへたどりつき、問
題を解決できるようになりました。

1994年に設立された Heritage Bank of Commerce は、シリコンバレーの中心
部にある一流のコミュニティ・ビジネス・バンクで、ビジネスマンによって設立さ
れた、ビジネスマンのための銀行です。Heritage Bank of Commerce の実績豊
富なプロのバンカーのチームは、経験とコミットメントを兼ね備え、長期的な顧
客関係を築くために設計されたハイタッチなサービスとプレミアムなソリューシ
ョンを提供しています。 

強さ、安定性、地域社会への貢献は、Heritage Bank of Commerce の設立理念
です。Heritage Bank of Commerce のチームでは、これらのテーマの強化が、あ
らゆる活動の中心となっています。

シリコンバレーに点在する支店と 200名を超える Heritage Bank of Commerce 
の従業員を相手にする IT サポートチームでは、質の高い IT サポートを提供す
るために最も効果的なルートを見つけることは困難なことでした。

Heritage Bank of Commerce の IT チームを各支店に派遣することで、質の高
いサポートを提供することができます。しかし、移動時間のロスは、持続可能な
サポートモデルとは言えませんでした。この問題を解決するために、Heritage 
Bank of Commerce の AVP/クライアントサポートスーパーバイザーである Rob 
Akiyama 氏は、リモートサポートソフトウェアの調査とテストを開始しました。

リモートサポートソフトウェアのコンセプトは魅力的でした。しかし最初にテスト
したソフトウェアは、遅れた技術で、接続の確立が複雑、接続は Heritage Bank 
of Commerce の LAN に限られており、しかもソリューションは高価であること
が判明しました。

課題

10 支店 200 名以上の社員のサポート

リモートアクセスのプロセス全体を通したセキ
ュリティの維持 

顧客満足度調査の評価を高める  surveys 

ソリューション

Heritage Bank of Commerce は、リモートアクセスソフトウ
ェアとして TeamViewer を選択しました。10 か所の支店に
勤務する 200 人以上の従業員を、6 人の IT スタッフで効果
的にサポートすることを可能にしました。
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TeamViewer GmbH

Die deutsche TeamViewer GmbH mit Sitz in Göppingen wurde 
2005 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit Entwick-
lung und Vertrieb von Systemen für die webbasierte Zusam-
menarbeit und Kommunikation. Ein rasanter Start und schnel-
les Wachstum haben in kurzer Zeit zu mehr als 100 Millionen 
Installationen der TeamViewer Software und Nutzern in über 200 
Ländern der Erde geführt. Die Software ist zur Zeit in mehr als 30 
Sprachen verfügbar. 
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Heritage Bank of Commerce は、リモートアクセスソフトウェアと
して TeamViewer を選択しました。10 か所の支店に勤務する 200 
人以上の従業員を、6 人の IT スタッフで効果的にサポートするこ
とを可能にしました。  

TeamViewer は、特にビジネ
ス向けに設計されています。
そのリモートアクセスソフトウ
ェアは、セッションの詳細を記
録してサポートすることがで
きる無制限のアカウントデー
タベースと組み合わせられて
います。                       

ハードウェアの仕様、ID とパスワード情報を含む接続の詳細と、以
前の問題と解決の詳細はすべてこのデータベースに含まれてい
ます。リアルタイムで更新され、その後のサポートセッションを可
能な限り効率的に行うことができます。

ユーザーフレンドリーなインターフェース  

TeamViewer の実装は非常に簡単で、ソフトウェアはすべての関
連するコンピュータに手動でインストールされました。ユーザー
フレンドリーなインターフェースと最適化されたテクノロジーの
おかげで、接続にかかる時間はわずか数秒でした。  

数分で問題を解決

TeamViewer を使用することで、IT サポート担当者は瞬時にコン
ピュータのもとへたどりつき、問題を解決できるようになりまし
た。これにより、IT サポーターと Heritage Bank of Commerce の
スタッフの生産性が向上しました。

リモートアクセスプロセス全体のセキュリティを維持するた
め、TeamViewer は AES 256 ビットエンコーディングによる暗号
化を使用しています。それに加え、TeamViewerはファイアウォー
ルの背後で動作するため、ユーザーの再設定が不要です。さらに
品質基準を確保するために、TeamViewer は Fiducia の認定を
受けており、金融業界特有の高いセキュリティ要求に対応してい
ます。TeamViewer はまた、ISO 認証も保有してます。9001 品質
認証を取得しており、この国際的な品質管理の認定を受けた唯
一のリモートサポート会社の一つです。 

TeamViewer GmbH

2005 年に設立された TeamViewer は、オンラインコミュニケーショ
ンとコラボレーションのためのハイエンドソリューションの開発と提
供に専念しています。30 以上の言語で利用可能な TeamViewer は、
リモートコントロールとオンラインミーティングソフトウェアにおい
て、世界で最も人気のあるプロバイダーの 1 つです。 

TeamViewer についての詳細は、www.teamviewer.com からご覧
ください。

IT サポーターは数秒で接続し、数分で問題を解決できるようにな
り、IT サポーター と Heritage Bank of Commerce チームの両方
の生産性が向上しました。   

「簡単に言うと、TeamViewer こそが
最も費用対効果が高いということな
のです。」    
Heritage Bank of Commerce、クライアントサポートスーパーバイザー、ロブ秋山氏 

「簡単に言うと、TeamViewer こそが最も費用対効果が高いとい
うことなのです。リモートソフトウェアを調査する際、コストを考慮
するのは当然のことです。TeamViewer は非常に魅力的な価格設
定になっており、1 回の接続でも、市場の競合他社が請求する年
会費の価値に匹敵します」とHeritage Bank of Commerce AVP/
クライアントサポートスーパーバイザーのRob Akiyama氏は述
べています。「また、インターフェースがシンプルなので、接続が迅
速に行える点も評価しています。最も重要なことは、TeamViewer 
の接続品質の信頼性が高いことであり、とても過酷な状況下でも
問題を解決してくれる TeamViewer を頼りにしています。」

地域オペレーショントレーニング担当副社長の Elyse Jameson 
は、次のように付け加えています。「プロセスやアプリケーション
で問題が発生した場合、私は TeamViewer を使用してリモートロ
グインし、ユーザーのパフォーマンスを監視します。そこから問題
を評価し、問題が方法論にあるのか、トレーニングにあるのか、銀
行のソフトウェアにあるのかを判断します。」
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