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市場の変化

消費者の価値観の変化

生産労働人口減少/
内需縮小

グローバル化

インターネットの普及





⚫時代の変化への対応力を備え、ビジネスを加速させる環境

⚫時間や場所の制約に捉われることなく、
いつでもどこでも効率よく仕事ができる環境







ありがちな課題



ありがちな課題

◼出先や出張先でも普段通りに仕事をこなせるように、

Microsoft 365を活用して柔軟な働き方を実現

取り組みの例







セキュリティとコンプライアンス 拡張性管理性
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◼データはどこにある？

◼アプリケーションはどこからインストール or 使う？
Officeアプリケーションはクラウドからインストール

➡ 常に更新され自動的に最新

ブラウザだけでもほとんどのアプリ/サービスは使える

スマホ, タブレット用アプリもある











ありがちな課題

◼会社にいなくても、問題なくコミュニケーションが取れるツールの導入

解決





コミュニケーション
チャット、会議、通話

共同作業
Office 365 アプリとの高度な統合

カスタマイズと拡張
サードパーティ製アプリ、プロセス、デバイス

安心して作業
エンタープライズ レベルのセキュリティ、
コンプライアンス、管理性



店舗A 店舗B 店舗C

本部

人事上の組織

組織横断のチーム

特定の目的のためのグループ

グループ チャットを使って、現場のナレッジを共有＋課題を相談

ファイル共有で、チーム メンバーへの密な情報連携

所属チーム

プロジェクトのための

バーチャル チーム

組織横断の

横ぐしのチーム

システム利用者向け

の情報共有チーム

レクリエーション、課外

活動のための集まり チーム活動に必要な情報やコミュニケーションを集約

→ 「チーム内の連携」を強化

エリア統括

部門

マーケティング

部門







最新PCの何がメリット？

① SSDで起動が早い → 毎朝スグに業務を開始できる

② 軽い → 持ち運びも苦にならない

③ バッテリーが長持ち → 電源アダプタを持ち歩く必要がない

④ Windows Hello → 顔(指紋)認証でセキュア+簡単ログイン



タイムライン
過去に開いたファイル, フォルダ, アプリ

の履歴からすぐに作業を再開
Win + Tab

仮想デスクトップ
目的別に複数のデスクトップを

利用可能

作成: Win + Ctrl + D

削除: Win + Ctrl + F4

移動: Win + Ctrl + ⇄

クラウドクリップボード
クリップボードの履歴を保持でき

クラウド経由で共有
Win + V

画面領域の切り取り
全画面, ウィンドウ単位, 任意の領域

でスクリーンショットを取得可
Win + Shift + S

アクションセンター

近距離共有 近くの人と簡単にファイル共有可
(Wifi or Bluetooth 経由)

ファイル右クリック “共有”



ありがちな課題

◼社外に持ち出しても大丈夫な Windows 10 のセキュリティ

解決







◼BitLocker (ドライブ暗号化)

◼Windows Hello (生体認証(顔・指紋))

◼Microsoft Intune (モバイルデバイス管理(MDM)サービス)





◼

◼

◼



◼

◼

Hypervisor

Device Hardware

Kernel

Windows Platform 
Services

Windows Operating System

信頼されているサイト

Microsoft Edge

Kernel

Windows Platform 
Services

Microsoft Edge

Windows Defender 
Application Guard Container

信頼されてないサイト



アプリ

デバイス

ユーザー

データ



オンプレミス



オンプレミス

Azure 
Active Directory



すべてのハッキング行為のうち

侵害された資格情報を

使用された割合 1

個人の全てのアカウントにおいて

3～4つのパスワードしか

使用しない割合 2

81% 15% 80%

フィッシング攻撃の被害者が

再び被害者になる割合 1



Microsoft Azure 
Active Directory



https://admin.microsoft.com/

◼統合された管理ポータル

◼クラウドベース
いつでもどこからでもアクセス可

◼ IT管理者の作業を集約

https://devicemanagement.microsoft.com/


ITUser

https://devicemanagement.microsoft.com/

https://devicemanagement.microsoft.com/






Windows AutoPilot による

Office の自動インストール

IT プロフェッショナル向け

Microsoft 365 Business 

管理者コンソール

Windows 7 および 8.1 Pro の

Windows 10 Pro アップグレード

最新の Office と

ビジネスに最適なグルーウェア

顧客開拓などビジネスに

特化したアプリケーション

iOS / Android デバイスで

利用する Office アプリ

モバイル デバイスからの

Office データ消去

ビジネス セキュリティ機能の

構成と展開

Windows 10 PC の

デバイス管理

+ +











労働生産性が低い日本の現状

日本は

先進 7ヵ国中

最下位

長時間労働の割合

出典：日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2017年版」

OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性 (2016年/35カ国比較)
単位 : 購買力平価換算 USドル

アメリカ ドイツ フランス
イタリア イギリス カナダ 日本

69.6 68.0 66.9
54.1 52.7 50.8

6位 8位 9位
15位 16位 18位 20位

46.0

日本は

先進 7ヵ国中

最多

先進諸国と比べた
生産性の低さ

週49時間以上労働者の割合（全産業、就業者を対象）

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2017」

アメリカ ドイツフランス イタリアイギリス カナダ

16.4% 12.3% 12.0% 10.1% 9.8% 9.6%

20.8%日本





経営課題としての働き方改革とその目的

経営者が重視する
経営課題

労働生産性の向上 企業競争力の強化 優秀な人材の維持・確保
働き方改革に

対する期待

出展：日経 BP 社「働き方改革意識調査」

働き方改革

79%

働き方改革の目的

生産性の向上

87%

出典：デロイトトーマツ「働き方改革の実態調査 2017  ~ Future of Work を見据えて ~ 」

74%76% 64%

従業員満足度向上従業員の健康 多様な人材の維持・獲得



会社業績へ好影響を与える IT ツールの導入

業績が好調な企業は IT ツールの導入が会社業績へ好影響を与えていると回答

IT ツールの導入

雇用促進施策

社員のスキルアップ奨励

多様な勤務時間の導入

子育て・介謹と仕事の両立支援

リモートワーク・テレワークの導入

病気の治療と仕事の両立支援

社員の健康増進施策

オフィス環境の改改善

労働外時間の上限設定

「会社業績へ好影響」を与えている具体的取組み（業績好調企業と不調企業の差）(n=114) 

出典：ワークスモバイルジャパン調べ、2018年5月

21.7%

13.7%

12.2%

6.0%

5.1%

4.2%

4.0%

2.1%

1.8%

-7.2%

業績不調企業が効果を実感 業績好調企業が効果を実感

と最大の差

21.7pt



中堅・中小企業が直面している課題

出典：独立法人中小企業基盤整備機構中小企業アンケート調査報告「人手不足に関する中小企業への影響と対応状況（平成29年5月）」

課題 1 ビジネスを成長させるためにチーム力を強化したい

課題 2 いつでもどこでも効率よく仕事をこなしたい

課題 3 私有端末の利用が増え、セキュリティの不安が大きい

課題 4 専任者がおらず IT 管理に手がまわらない

出典：公益財団法人全国中小企業取引振興協会
「規模別・業種別の中小企業の経営課是に関する調査（平成28年7月）」

出典：経済産業省「平成17年度中小企業IT利活用実態調査（平成18年3月）」

出典：独立法人情報処理推進機構
「2015年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査報告書（平成28年3月）」

(左の質問にYesの回答者）

「人手不足」をどの程度感じますか。

ITツールごとの過去3年間の利益伸長割合

IT人材の不足で
システム導入
できない企業の割合

業務で利用されているスマートフオンやタブレット端末について、
以下のうち実施されている対策をお答えください。

グループウェアを
活用できている企業の割合

「人手不足」を感じていますか？

7割以上の中小企業が
「人手不足」を感じている。

中小企業の半数以上が
人手不足を深刻と感じている。

回答：小規模企業

MDM = Mobile Device Management, モバイル端末管理

ERP

紛失・盗難時のデータ消去電子商取引やEDI

グループウェア

給与・経理パッケージ

一般電子オフイスシステム

※横軸はこの3年間に利益が「大きく伸長」「やや伸長」した企業の割合

電子メール

88%

12%

32.9%

32.3%

39.3%

34.0%

33.2%

33.5%

グループウェアを
活用できていない

33.1%

19.7%

47.2%73.7%

26.3%

Yes

No
なんとか
やっている
程度

かなり深刻

深刻

60%

MDM※による端末管理

13.8%

2.4%



出展：ガートナージャパン プレスリリース http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20180312-01.html

ワークプレースにおけるITの刷新

http://www.gartner.co.jp/press/html/pr20180312-01.html






Office 365

Business Essentials

Office 365

Business Premium

Officeアプリケーション ー 〇

Web版Office
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

〇 〇

OneDrive for Business 〇 〇

Exchange Online 〇 〇

SharePoint Online 〇 〇

Microsoft Teams 〇 〇

月額料金/ユーザー(年間契約) 540円 1,360円



① アクティブ時間の変更

② 更新プログラムのインストールを延期可能(1～365日)
※Windows 10 Pro以上

https://devicemanagement.microsoft.com/

https://devicemanagement.microsoft.com/


以前の状況 働き方改革後

裁量労働制(的), 評価 = コミットメントベース
PC持ち出し可, BYOD可


