
Secured-core PC & IoTデバイス 

ビジネスプレミアムモバイル

14.0型

プレミアムモバイルノート

13.3型

13.3型

5 in 1 プレミアムPenノート

第11世代 インテル® Core™ プロセッサーを選択
可能。メインマシンとして使える高性能と携帯性
を兼ね備える。

第12世代 インテル® Core™ プロセッサーを
選択可能。多彩なスタイルで新次元の高性能
を発揮。

第12世代 インテル® Core™ プロセッサーを
選択可能。約24時間＊1の長時間駆動を実現、
モビリティをあらゆる次元で追求。

第12世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載。
秀抜の軽さ、速さ、強さをめざして。ハイブリッド
ワークに適した至高の14型モバイル。

オフィス内モバイルノート

14.0型

＊1 G83/KUは、vPro非搭載モデル、バッテリーL、FHD液晶搭載モデルの場合、G83/HUは、バッテリーL、FHD液晶搭載モデルの場合。JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.2.0）による値。実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。

●Intel、Intelロゴ、インテル、インテルCore、Iris、vProは、アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Accessアイコン、Active Directory、Azure、BitLocker、Excelアイコン、Exchangeアイコン、Intune、Microsoft、Microsoftロゴ、
Microsoft 365、Microsoft Teams、Microsoft Teamsアイコン、OneDriveアイコン、OneNoteアイコン、Outlookアイコン、PowerPointアイコン、Teams、Windows、Wordアイコンは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Android
は、Google LLCの登録商標または商標です。●AIoTはシャープ株式会社の登録商標です。●その他の本冊子に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
※画面はハメコミ合成です。※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。Microsoft Storeアプリは別売です。ご利用になれるアプリは国/地域によって異なる場合があります。

管理番号 DBI-354

現場DXプラットフォーム

ハンズフリーで作業効率を向上
させるメガネ型ウェアラブル
デバイス。

Windows 10ベースの小型
PC「dynaEdge DE200」。
ハイパフォーマンス×AIで
高度なデータ処理を実現。

第11世代  インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

DE200
モバイルエッジコンピューティングデバイス インテリジェントビューア

AR100

※写真はイメージです。

RJ74 / KU G83/KU/HU

V83 /KU/HU MJ54/HU

※インテル® Core™ i7 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー
　搭載モデルのみ。
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新たなビジネス環境への挑戦

デジタルトランスフォーメーション
ハイブリッドワーク



D I G I T A L  T R A N S F O R M A T I O N

▶人の制約を排除できる
▶データとAIに基づく判断と意思決定

▶人間の制約に基づくシステム導入
● 労働時間：24時間365日働けない
● 安全管理が必要

▶観察と経験値に基づく判断と意思決定　

品質、コスト、期間などの限界を
ブレークスルーする。

新しい価値基準をもたらす。 

DX

人を前提に最適化した
ビジネスの仕組み×経験 思考 ×ビッグデータ AI

機械を前提に最適化した
ビジネスの仕組み

スピードの加速

デジタルディスラプター

デジタルで人・モノ・ビジネスが直接つなが
ることで、変化のスピードが加速し、ビジネ
ス環境を予測することが難しくなってきま
した。企業は社会の変化に迅速に対応する
ことが求められています。

生産性、コスト、期間など、これまでの常識を覆す破壊的な競争力を有する企業が生まれ、新しい
価値基準が浸透すると、古い価値基準は淘汰されていきます。新しい価値を提供できる企業が
生き残る時代となります。

デジタルの力によって、ビジネスの
あり方を根本的に変え、既存の産業
を破壊的に置き換えた企業。

人が介在した場合
意識の改革や教育、組織の改編が必要と
なり、スピードが停滞。

DXの場合
ビジネスの様々 なプロセスがソフトウェアに
よって機能し、プログラムコードを書き換え
るだけでビジネスプロセスを変更可能と
なるため、ビジネス・スピードが加速する。

人間を前提に最適化されたビジネスの仕組みから、機械を前提に最適化したビジネスの仕組みへ
転換を図ることによって、ビジネスプロセスに関わる人間の制約を排除して品質、コスト、期間などの限界
をブレイクスルーする。そしてビジネスに新しい価値基準をもたらす取り組み。

つまり DXとは！

ビジネスプロセスの
変換がカギ

例：ＧＡＦＡＭ等

変化が速く予測困難な社会

圧倒的なスピードの獲得

レイヤー構造化と
抽象化

新しい組み合わせの
高速な試行錯誤

データ化 変化の予測と洞察

自動化／自律化 人間にしかできないコト
へ時間と意識をシフト

変化に柔軟、
迅速に対処

ビジネスのリアルタイムな
事実の把握

肉体的・知的力仕事
からの解放 

デ
ジ
タ
ル
化

人
間
力
の
活
性
化

イノベーションによる
不連続な変化への対応

デジタルを前提に変化に俊敏に対処できる企業／アジャイル企業へ変わる

デジタルを支えるソフトウェア

事業の目的や経営のあり方の再定義 企業や組織の文化や風土の変革

人間中心の考え方
UX／体験や感性の価値拡大

人間中心のデザイン／設計へのシフト
迅速・柔軟な組み合わせの変更や
新たな要素の組み入れ、高速な改善

DXがもたらす新しいビジネス構造の変革

常識や価値基準の転換

01

02

変

革 ▶簡単に変えることができない
▶無駄が多い
▶従来ビジネスの延長

欲しいものは週末に店に探しに行く。

人を前提に最適化した
ビジネスの仕組み

▶即応性の獲得
▶サスティナブル （持続可能）
▶新しい価値創造

欲しいものはネットで注文して翌日に到着！

機械を前提に最適化した
ビジネスの仕組み

■高い導入費用に加え、長期利用を想定して検討されるた
め、簡単に入れ替えはできない。調査や検討など、導入ま
でに時間がかかる。

■作業を標準化させ、同じ作業を効率よく行うことで大量
生産を実現。高度経済成長に貢献した。

■IoTからリアルタイムに情報を収集し、AIによって無駄を
なくし効率を上げることで、ビジネスの仕組みも変化。

■無駄をなくし、適切に利用することで資源を有効活用
できる社会が実現し、ヒトに負荷をかけずに利用できる持
続可能な社会が実現できる。

人々の生活をより良い方向に
変化させること

デジタルトランスフォーメーションとは、

ビジネス環境変化への即応性

競争優位の確立

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは

現実世界

生産性向上 持続可能な
社会

安心・安全な
社会 健康の質向上快適な移動

（自動運転）

仮想世界に
蓄積されたデータを基に
解析・判断を行い

現実世界へフィードバック

仮想世界
データ解析・シミュレーション

現実世界 仮想世界と が
シームレスにつながることで

人々の生活を
より良い方向にする
サイクルを実現

センサーやモバイル、SNSなど
現実世界の多様な情報を
IoTなどを通じて
仮想世界へ

新しい価値・サービス
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デジタイゼーション

デジタライゼーション
Digitalization

Digitization

など

高度化変革

改善
PDCA

PDCA標準化

効率化

知っておきたい用語集

Plan（計画）→Do（実行）→Check
（評価）→Action（改善）のサイクル
を繰り返し行うことで、継続的な
業務の改善を促す技法

重要業績評価指標は、組織の目標
達成の度合いを定義する補助とな
る計量基準群である。KPI はビジ
ネスインテリジェンスにおいて、現
在のビジネスの状態を示すものと
して使われ、今後の対応策でどうな
るかを予測するのに使われる

PDCA

KPI（Key Performance Indicator）

申請
データ

住民
基本台帳

2020年5月より開始した特別定額給付金のオンライン申請。「郵送
より早くスムーズな手続き」が期待されたが、担当職員の負荷が
高く、オンライン申請を中止する自治体も出た。

オンライン申請case

 『申請部分のデジタル化』 はできたが、申請プロセス全体がデ
ジタル化されていなければ、むしろ業務全体の生産性は低下
しかねない

ボトルネック
申 請 チェック 入 金

ハイブリッドワーク

作業に集中したいときはリモートワーク、
プロジェクトなどグループでのコミュニ
ケーションが重要な作業ではオフィス 
ワークと、作業内容に適したワークスタイ
ルを選択することで生産性が向上。

リモートワークの割合に応じてオフィス
の座席数を減らすことができ、オフィス
面積を必要最小限に設定できる。賃料の
削減、従業員の交通費や備品などの経費
を削減可能。

働く環境を自由に選択できるという柔軟な制
度があることで、人材確保につながる。例え
ば、オフィスから離れた場所に住んでいる人
材や、親の介護や子育てのために自宅勤務を
望む人材にはリモートワークを導入すること
で、離職を防ぎ、確保にもつながる。

PDCAを回して、仕事のデジタル化を進めていくことが重要。

ハイブリッド ワークのコミュニケーション不足を解消し、スムーズな共同作業を可能にします。

DXの３つのレベルから見る進め方

ハイブリッドワーク導入のメリット

デジタイゼーション デジタライゼーション デジタルトランスフォーメーション

▶紙書類の電子化
▶コミュニケーションの
　オンライン化

デジタル技術を活用しながらビジネ
スプロセス自体を変革して、新しい
ビジネスモデルを実現する

業務のプロセスは特に変化させず、
デジタルを既存のビジネスモデルに
取り入れて業務の効率化を図る

▶IoTなどの活用により業務全体を
オンライン化

▶RPAを用いた業務の自動化

ビジネスモデルのみではなく

をデジタル基盤で変革していく
必要がある

生産性の向上

多様なグループを作成し、
情報を共有できる。

チームとチャネル
チャットからビデオ会議への
移行も簡単。

チームやチャネルごとにファイルを
共有可能。OfficeアプリはTeams 
画面上で共同編集もできる。

メンバーの仕事の様子を「見える化」し、
サポートやコミュニケーションを取りやすくする。

ビデオ会議とチャット ファイル共有と共同作業

優秀な人材の確保 経費の削減

01 まずは、足元の
デジタイゼーション・デジタライゼーションが大切

02 DXに向けたPDCAステップ
スムーズなコミュニケーションを実現するソリューション

オフィスワークとリモートワークをつなぐ「Microsoft Teams」 働き方可視化ソリューション 
dynaTeams「Job Canvas」

日本人の働き方に望まれている
ハイブリッドワーク

ビジネスモデル・
業務プロセスをデジタル
前提として再構築

KPIを設定して
モニタリングデータに基づき
業務を効率化

仕事のプロセスを
書き出してITシステムに
置き換える

従来の「オフィスワーク」と自宅やシェアオフィスなど、オフィスから離れた場所で働く
「リモートワーク」を組み合わせた働き方。ハイブリッド ワークの場合、週2日はオフィスワーク、
3日は自宅でリモートワークといったように、必要に応じて働き方を組み合わせることが可能です。

デジタイゼーション

デジタライゼーション
Digitalization

Digitization

非連続の崖

職員2名が
目視で照合

課 

題

第1
段階

第2
段階

最終
段階

▶業務の進め方 
▶組織体制 
▶企業の社風といった文化

���������
��������

10万円

など など

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは ハイブリッドワーク H Y B R I D  W O R KD I G I T A L  T R A N S F O R M A T I O N

Digital Transformation
デジタル・トランスフォーメーション

Digital Transformation

デジタル・
トランスフォーメーション

BANK
店番号

口座番
号

○○○
○○様
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クラウド・コンピューティング

ヒト・モノ

現実世界

仮想世界

モニタリング
データ収集

1

業務処理・情報提供
機器制御

データ活用
原因解明・発見／

洞察計画の
最適化

データ解析

狭
義
の
Io
T

B

広
義
の
Io
T

32

I N T E R N E T  O F  T H I N G SDXを実現するテクノロジー：IoT（Internet of Things）

モノの周辺でデータをいったん受け
取り、すぐに処理してフィードバック
する、あるいは集約して必要なデータ
のみをインターネットを介してクラ
ウドに送り込む仕組み。

デバイス層やエッジ・コンピューティング
層から送られてきたデータを分析し、アプ
リケーションで利用。その結果は、再び
「モノ」の制御や使用者・管理者への情報
提供というカタチでフィードバックされる。

センサーや外部機器をつなぐためのインターフェース、ネッ
トワークにデータを送り出す通信機能、それらを制御する
ための処理機能が組み込まれたモノのこと。モノ自身か
ら生み出されるデータや周辺のデータ、接続された外部機
器からのデータをネットワークに送り出す。

IoTの仕組み

新たなビジネスの
基盤となるIoT

IoTで現場の課題を解決するDynabookソリューション���������
��������

標準化できない、経験が必要な仕事は、人材育成や後継
者不足といった課題があります。こうした課題解決に
「dynaEdge」が貢献します。経験が少なくても扱えるように、
作業内容や問題発生時のデータ収集、分析や解析はソフトウェア

側でコントロールし、情報共有、機能アップや制御を行います。
今後は、モノとソフトウェアを組み合わせてサービスとして価値
提供する形へシフトしていきます。モノを売るというよりも、作業
や工事をするという行為に対して新しい手段を提供します。

デバイス層のデータが直接クラウドに送り出される
場合もありますが、IoTが普及し、膨大なデータがクラ
ウドに送られるようになると、ネットワークの負荷が
増大し、様々な課題が発生します。そこで「エッジ・
コンピューティング層」で集約し、必要なものだけを
クラウドに送る仕組みが構築されていくと考えられます。

IoTの3層構造

各モノに対する回線確
保の費用や使用料が高
額になってしまう

送り出されるデータが膨大
になり、ネットワークの負荷
が高まり、スループットが
低下してしまう

課 題

デバイス（モノ）層 クラウド・
コンピューティング層

エッジ・
コンピューティング層

モノとクラウドの間に地理
的距離が存在するため
ネットワーク遅延が大きい

機密性の高いデータが公
開のネットワークに流れ
てしまう

02 エッジ・コンピューティング層の必要性

現実世界の様々な「ものごと」や「できごと」は、モノに組み込
まれたセンサーやモバイル、SNSなどから、リアルタイムにデジ
タルデータに変換されクラウドに送られる。

❶データ収集

❶で収集したビッグデータから「誰が何に興味を持っている
のか」「製品の品質を高めるにはどうすればいいのか」などを
見つけるために、AI技術のひとつである機械学習を使って分析
し、ビジネスを最適に動かすための予測や判断を行う。

❷データ解析

結果からアプリケーションやサービスを動かし、機器を制御し、
情報や指示を送ると現実世界が変化し、デジダルデータとして
再びネットに送り出される。

現実世界をデータで捉え、現実世界とITが一体となって社会やビジネスを
動かす仕組みを「サイバー・フィジカル・システム（Cyber-Physical System）」と
呼んでいます。

❸データ活用

通信料の増大 ネットワーク負荷の増大

セキュリティ困難 高遅延

A

A 現実世界の出来事をセンサーによってデジタル
データに変換し、ネットに送り出す仕組み（狭義のIoT）

B 現実世界のデータを収集し、分析・解析したデータを活
用して現実世界を動かす仕組み（広義のIoT）

IoTとは
2つの考え方がある
??

01 IoTは３層構造に大別できる

クラウド クラウド

通信料の増大
遠隔通信

遠隔通信

ゲートウェイ

センサー／モノ センサー／モノ

デ
バ
イ
ス
層

拠点内／地域内 エッジ・
コンピューティング層

エッジ・サーバー

データ集約
と高速応答

データ活用
と機能連携

クラウド・
コンピューティング層

データ収集 と遠隔送信

ネットワークの
負荷増大

セキュリティ
困難

高遅延

通信料の削減
最低限のデータを
送受信

ネットワーク
負荷低減

スループットが安定

セキュリティ確保
機密データを
ローカルに保持

低遅延
機器を

リアルタイム制御

ネットワーク負荷の増大や高遅延は、自動運転や医療、製造現場などの即応性が求めら
れるIoTを実現するうえで大きな障害となります。例えば、モノやその周辺の変化に即応し
てモノを制御したり、情報提供したりといった対応が必要な際に、負荷の高さや遅延によっ
てスループットが低下してタイミングを逸し、事故を引き起こす可能性もあります。そこで、
モノの置かれている周辺で分散処理をさせ、直ちに処理させる必要があるのです。

IoTの　課題！
Chat

小型PC「dynaEdge DE200」
とメガネ型ウェアラブルデ
バイス「インテリジェント
ビューアAR100」を活用し、
現場の課題を解決する。

業務効率化と生産性向上をサポート
現場DXプラットフォーム「dynaEdge」

❶電話対応の人材不足をbotで解消
❷営業時間短縮による機会損失を
botで防ぐ

❸問い合わせページをbotで強化できる

コロナ禍によるオフィスの人手不足に。
botが業務をサポート「LINC Biz bot」
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【主な特徴】

情報システム部門の現状から考えるクラウドへの期待

ネットワークの向こう側にあるコンピュータ
（サーバー）をネットワークを介して必要なと
き必要なだけ簡単に使える仕組みのこと

クラウド
コンピューティングとは

C L O U D  C O M P U T I N GDXを実現するテクノロジー：クラウド

「クラウド・バイ・デフォルト原則」は、各府省で政府情報システムの
導入をする際の第一候補としてクラウドサービスを検討する方針
のこと。既存のシステムリプレースや新規システム化の際に、まずは
クラウドサービスを検討することを原則として打ち出しています。

政府がクラウド前提を推奨
「クラウド・バイ・デフォルト原則」

一時的に負荷が増大する場合、固定的な
設備では過剰資産となってしまう可能性
がある。従量課金で使うことで費用負担
を最適化できる。クラウドへの期待

クラウドのメリットを生かせるパターン

トラフィックが急上昇し、スループットの
低下や過負荷によるトラブル等が予測さ
れるとき、ダイナミックなリソースの増減
で対応できる。

あらかじめユーザー数の増減を予測する
ことが難しい場合も、クラウドであれば初期
投資が不要であり、必要に応じて断続的に
リソースを拡張できる。

トラフィックが増加するサービスでは、
固定的な設備を持つことは割高となるため、
柔軟にリソースを増減できることでコスト
最適化が図れる。

常に最新のOfficeが使えるた
め、アプリを買い替える必要が
ない。

一人１TBのクラウドストレージ
を利用可能。PC5台、タブレット
5台、スマートフォン５台で利用
でき、違うデバイスでも１つの
ファイルを共有・編集できる。

マイクロソフトはクラウドプロバイ
ダーとして最高のセキュリティを約
束し、継続的に投資と改善対応を行
う。企業が安心してクラウドを使用
できる環境を整えている。

Officeアプリが付属

クラウドストレージ付属 最新のセキュリティで安心

バージョンを統一できる

クラウドのメリットを簡単に享受できる「Microsoft 365」

アプリのバージョンが混在している
と、ライセンス管理や買い替えの予算
確保が大変。すべて統一できるので
ライセンス管理が簡単。

 DXを推進するなかで、課題となっているのがTCO増大とIT予算です。ITに関わる
コストは、事業投資とは見なされず、経費として常に削減を求められてきました。
そこで「所有」ではなく、クラウドで提供されているプラットフォームやアプリ
ケーションを利用することで、自社開発費の削減を含め、「所有しない」クラウドへ
注目が集まっています。

急激な成長  周期的な使用量の増減

予測不可能な使用量の増大ONとOFFがある

SaaS Software（アプリケーションのこと）
の機能や性能を提供するサービス

PaaS Platform（OSやミドルウェアのこと）
の機能や性能を提供するサービス

IaaS Infrastructure（ハードウェアや設備のこと）
の機能や性能を提供するサービス

DaaS Desktop（PC画面／PCでできること）
を提供するサービス

既存システムを
維持するための
コスト削減

（既存システムを維持する予算）

60%

投資予算

TCO

40%

TCO削減

投資予算が増える

クラウドへの期待◆ TCOの上昇
◆ IT予算の頭打ち

アウトソーシングを有効活用することの意義所有することのリスク

クラウド事業者は、自社のサービスに合わせた特注の機器の大量発
注や自動化による人件費の削減などでコスト削減を図る一方、継続
的に最新機器を追加導入するなど、継続的な投資を行い、最新のテ
クノロジーとセキュリティへ改善しています。基本的にクラウドは
共有で利用するのでコストパフォーマンスは非常に高いといえま
す。もちろん、すでに所有しているシステムをクラウドに置き換え
るにはコストがかかりますが、いったん移行すれば、費用対効果の
改善を長期的かつ継続的に享受できます。

従来の「所有」を前提としたシステム資源は、調達すれば資産となり一
定期間で償却しなければならず、その間、新しいものに置き換えること
はできません。資産化するとコストパフォーマンスは購入時点から劣
化し始め、償却期間中は改善できません。ハードウェアに限らず、ソフ
トウェアもライセンス資産として保有すると、より機能の優れたもの
が出ても、簡単に置き換えることができません。また、バージョンアッ
プの制約や新たな脅威に対するセキュリティ対策、サポートにも問題
が発生する場合があります。

??企業価値向上のカギとなる
クラウド

管理が
ラク！

���������
��������

クラウドの 価値！ 所有リスクを減らし、変化に迅速に対応できる

知っておきたい用語集

▶アプリケーションの質的向上に
　リソースをシフトできる
▶ビジネス・スピードの加速に迅速に
　対応できる

構築や運用からの解放
▶試行錯誤が容易になり、
　イノベーションを加速する
▶テクノロジーの進化をいち早く
　ビジネスに取り込める

▶初期投資リスクが削減でき、
　IT活用範囲を拡大できる
▶ビジネス環境の変化に
　柔軟に対応できる

負
荷

時間

負
荷

時間

負
荷

時間

負
荷

時間

01 最新テクノロジーの早期利用02 資産から経費へシフト03

新しいサービスや
ゲームなど

旅行シーズンや
お歳暮シーズンなど

キャンペーンサイトや
パッチ処理など

人気商品の発売や
期間限定セールなど

例 例

例 例

資 産 経 費
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❸テレワークの
コミュニケーションを
サポート

ハイブリッドワーク時代に最適な
クラウドを使ったPC設定　

セキュリティの考え方や
重要性が根本的に変化

【主な特徴】

Autopilotを利用するためには、
OSのバージョンやMicrosoft 365ライセンスの
契約など、条件があります

PCの設定方法も従来のイメージングからイン
ターネット経由の設定へ変化していきます。
クラウドを使ったPC設定がAutopilotです。
Autopilotとは、Windows 10/11端末の初期
設定時に、自動的にクラウドベースの ID および
アクセス管理サービスであるAzure ADに参加し、
モバイルデバイスとモバイルアプリの管理が行
えるサービスであるIntuneに登録する機能です。
ユーザーは、新しく届いた端末に電源を入れ、
ネットワークに接続し、ユーザー名・パスワード
を入力するだけで、端末の設定・アプリのイン
ストールが自動的に行われます。

＊ Microsoft 365 E3/E5,Business Premium、またはEMS E3/E5が必要です。

Autopilotを活用した
dynaTeams「かんたんテレワーク スターターパック」

���������
��������

❶導入時の初期設定をはじめ、
セキュリティ項目や
OSバージョンアップなど自動化

PC端末とテレワーク導入に必要な
アプリやサービスがすべてそろった
パックをサブスクリプションでご用意。

【条件】
Windows 10 RS3（1709以降）

必須（インターネット直接接続）

必須*

ADとAzureADのハイブリッド環境が必要

OSの対応バージョン

ネットワーク

Microsoft 365

オンプレ環境での利用

DXを実現するテクノロジー：Autopilot DXを実現するテクノロジー：サイバーセキュリティ

基本構成

Microsoft 365
ライセンス

ヘルプデスク働き方可視化サービス
Job Canvas
ライセンス

PC端末

PCは下記から
選択可能

各種設定
●Azure Active 
　Directory
　初期構築

●Microsoft Intune
　セキュリティポリシー
　初期設定

ゼロタッチ
プロビジョニング

かんたんテレワーク
移行サポート

新規PC（①購入/②リース）

③ご使用中のPC

①一括購入
②リース
③ご使用中のPC*

サービスはサブスクリプションでご提供します

＊ Windows 10 Pro 64bit ご利用のPCが対象となります。また、Active Directoryドメイン参加中のPCはご利用対象外となります。

個人データの情報漏えいが発生した場合、事業者に対し、
いままでは報告に関しては「努力義務」でしたが、改正後は
「義務化」されます。さらに、ペナルティが強化されるなど、
個人情報の取り扱いは今後ますます注意が必要となりま
す。まずは、情報漏えいをしないための対策が重要です。

個人情報保護法が
2022年4月から改正

クラウド事業者への
アウトソーシング

すべてを自社所有する方が安全だと
いう考え方もありますが、そのために
リソースを割くことは現実的ではな
くなっています。
クラウド事業者は非常に高度なセキュ
リティスキルを持った専門のスタッフ
を配置し、運用しています。アウトソー
シングしてセキュリティは任せるとい
う考え方が常識になってきています。

SaaSなら、業務プロ
セス以外のシステム
の構築や管理・セ
キュリティなどクラ
ウド事業者に任せる
ことが可能となる。

Windows 11では、ハードウェアとソフトウェアが
連携してオペレーティングシステムを保護します。
BitLockerおよびWindows情報保護で高度な暗号
化を使用して、データの紛失や盗難のリスクを低減。
複数の保護レイヤーでネットワークセキュリティを
強化。ウイルスやその他の脅威から守ります。

UEFI(BIOS)を狙うような最新の攻撃からも防御
できる機能を備える。
Dynabookでは、RJシリーズ、Gシリーズ、Vシリーズ、
MJシリーズのvProモデルが対応しています。

業務プロセス／処理

クラウド利用における責任の所在と狙い

ユーザー ユーザー ユーザー

クラウド
サービス
事業者

ユーザー

クラウド
サービス
事業者

ユーザー

ユーザー

SaaS PaaS IaaS 自社所有

アプリケーション
特定の業務処理を
行うためのソフトウェア

アプリケーションで共通に使う
機能を提供するソフトウェア

プラットフォーム

インフラストラクチャー
ソフトウェアを動かすための
ハードウェアや設備

ユーザー

クラウド
サービス
事業者

さらに高度なセキュリティで守る
「Secured-core PC」

ゼロトラスト従来型（境界防衛モデル）OSやファームウェアを標的にする
など、サイバー攻撃は複雑化、巧妙化
しており、高度なセキュリティ対策が
必要となっています。従来の社内だけ
守ればよいというセキュリティでは
通用しなくなっています。ハードウェ
アからクラウドまで、幅広いセキュリ
ティ対策が必要となります。

セキュリティのトレンド

❷初期コストを抑えられる

Windows 11 PCなら安心

外部への接続が
限定的だったため、
ファイヤーウォール
という壁を作り、外
部からの接続をコン
トロールすることに
よってセキュリティを
担保できた。

IoT、クラウド、ハイ
ブリッドワークの
時代は、外にネット
ワークリスクが広が
るため、様 な々対策
が必要となる。

Intune

Autopilot設定
情報の同期デバイス情報の

事前登録

端末がユーザーに
届けられる

納品

端末情報の同期

IT管理者

ユーザー

Dynabook

デバイス構成・
セキュリティ設定・
アプリが端末に
ダウンロードされる

Windows
Autopilotの
設定

5

3

2

1

Windows
Autopilotサービス

1. 端末を箱から出す
2. 電源を入れる
3. ネットワークに接続する
4. ユーザー名・パスワードを入れる

4

自動設定自動設定

クラウド
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