モバイルパソコンがあれば︑
そこは自分のオフィス

家族
働き方
改革

of life

朝の音楽を聴きながらスケジュールを確認、
こだわりのインテリアで揃えた自宅でモバイルパソコンを開く。

スケジュールを見つめ、朝の打合せ時間に目が留まる。
「今日は、天気がいいみたいだから、ランチの後に、みんなでサッカーしない？」
「そうだ！

朝の打ち合わせは、公園の近くのカフェで、ネット会議にしよう」

私は、来週のクライアントへのプレゼンのことを考えながら、カフェに向かった。

“この瞬間から、心躍る一日がはじまる”

モバイルパソコンがあれば、
そこは自分のオフィス
カフェに着いて、通信機能がある LTE 内蔵のパソコンを開く。
これで、いつでもどこからでも仕事ができる。
早速、部下たちから、メッセンジャーで連絡がきた。
「私たちも、サテライトオフィスで合流しました」
彼らは、先月会社が契約したコワーキングスペースに集まっているようだ。
会議も順調に進み、珈琲の香りを楽しみながら、
顧客の情報が映し出されたパソコンの画面を見て、ふと思った。

“もし、このパソコンをなくしてしまったら、家族はどうなるんだろう・・・”

ワークライフバランスの向上
通勤時間をなくすことができる
子育て・介護との両立や
家族との時間が増える

があれば
リモートワイプでいつでもどこでも安心して仕事ができる

テレワーク導入企業に
おける導入効果
（n＝266 無回答除く）

LTE内蔵 PC への認識
大企業（従業員数300人以上）
（n＝245）

中小企業（従業員数10人〜300人）
（n＝259）
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テレワーク導入に
効果があった

82.5％

■ 非常に効果があった
■ ある程度効果があった
■ あまり効果がなかった
■ マイナスの効果があった
■ 効果はよくわからない
出典：総務省
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc141310.html

LTE の内蔵 PC の
導入予定・検討中
もしくは、興味のある企業

85％

■ 引き続き、拡大する予定である
■ 導入予定がある
■ 非常に興味がある
■ 今後、追加して導入する予定はない
■ 興味ない

■ 現在試験導入中であり、
今後拡大導入する予定である
■ 検討中
■ やや興味がある
■ 現在試験導入中であり、
今後拡大導入する予定がない

テレワークに LTE 内蔵 PC は必須。働き方改革の一環として、そんな LTE 内蔵 PC を導入・導入拡大を検討する企業が増加している。
出典先：VAIO 株式会社調べ
詳細：https://workit.vaio.com/c-lte-notepc-questionnaire/

情報漏えいの原因は、
ヒューマンエラーによるものが多い
社内ルールで規制するには限界がある
不正な情報持ち出し
10 件 2.3％

その他
18 件 4.1％

内部犯罪・内部不正行為
13 件 2.9％
設定ミス
16 件 , 3.6％

紛失・置忘れ
116 件 26.2％
26.

盗難
17 件 3.8％
管理ミス
54 件 12.2％

2018 年 個人情報漏えいインシデント 概要データ
【速報】

漏えい人数

561万 3,797 人

インシデント件数

443 件

想定損害賠償総額

2,684 億 5,743 万円

1件あたりの漏えい人数

1件あたり平均想定損害賠償額
1人あたり平均想定損害賠償額

不正アクセス
90 件 20.3％

誤操作
109 件 24.6％

1万 3,334 人

6 億 3,767 万円

2018 年 個人情報漏えいインシデント 概要データ

2 万 9,768 円

出典：2018 年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
NPO 日本ネットワークセキュリティ協会
https://www.jnsa.org/result/incident/2018.html

モバイルパソコンの情報漏えいと不正利用を防ぎ、
安心・安全なモバイルワークを推進
モバイルパソコンの盗難・紛失時は、リモートロック・消去でデータ漏えいを防止します。 オフラインでも自律制御セ
キュリティ機能が監視ポリシーの違反を検知すると大音量アラームやロック・消去でパソコンとデータを保護します。
自律制御セキュリティ機能は持ち出し禁止パソコンの不正利用の防止にも有効です。パソコンの用途に適した監視ポリ
シーを設定することで、 社内のすべてのパソコンの一括管理を実現します。

大音量アラーム

内部情報の漏えい

デバイスロック

ヒ
ヒューマンエラー
ューマンエラー
ラー

データ消去
持ち出し禁止の監視

持ち出し先での紛失

フルワイプに対応したエンドポイントセキュリティ

TRUST DELETE prime はフルワイプ方式を採用。従来のフォルダやドライブ単位の消去では
なく、OS を含むドライブ上の全データを復元不可能な状態で消去します。さらに、24 時間
365 日対応のコールセンターに消去命令の発行を依頼したり、自分のスマートフォンからパソ
コンの位置情報の確認やロック、消去命令を発行することもできます。

快 適 モバイル 通 信

LT E モ ジ ュー ル

企業ニーズに沿った設計で、
導入クライアントの満足度が高いVAIO
VAIO® Pro PF/PG シリーズは、組み立て工程以降を長野県安曇野市の VAIO 本社工場で行うメイド・イン・ジャパン
モデル。持ち運びに耐える耐久・堅牢性と薄軽ボディを両立し、ビジネスユーザーの皆様にVAIO が自信をもってご提案
する製品です。日本国内の通信回線に最適化した LTE 通信モジュールを搭載可能で、電波状況に応じて自動で Wi-Fi と
LTE の接続を切り替えるので、ストレスなくインターネットにアクセスできます。

各種付属アダプターを必要とせず、ストレス
なくネットワークに接続でき、ロングバッテ
リーで業務効率を落とさない。VAIO® Pro
PF/PG が、快適で生産性の高い業務をお手
伝いさせていただきます。

PC 事業部 PC 設計部
プロジェクトリーダー課
課長 巣山剛志氏

生産性向上 と 高度なセキュリティ対策 を共に実現する
レッツノートが働き方改革を支援
パナソニックの「レッツノート」は、軽量・長時間駆動・頑丈設計・高性能とすべてを高次元でバランスよく実現し
た法人ユースで定番のモバイル PC。場所や時間にとらわれない働き方を強力にサポートします。さらに、パナソ
ニックの「働き方改革支援サービス」の導入で、PC の操作状況を可視化して業務効率を改善したり、PC のカメラを
利用してストレスをチェックすることも可能です。
（2018 年夏提供予定）

出先でも移動時間中でも生産性を落とさずに作業をしてもらいた
い。気兼ねなく、重要な情報を持ち運べるようにしたい。電源 Off
の状態でもリモートでデータ消去できる機能をパナソニックのエ
ンジニアが、BIOSレベルまで作り込み、実現しました。
パナソニック株式会社
モバイルソリューションズ事業部
開発センター 佐竹 浩一氏

場所や時間にとらわれない、
ビジネススタイルを追求した 2 in 1モバイルPC
PC にもタブレットにもなる 2-in-1 端末の代表格である Surface に、LTE
搭 載 モ デ ル「Surface Pro LTE Advanced 」が 登 場。通 信 速 度 は 最 大
450Mbps ( 理論値 )※１を誇り、最大約 12.5 時間※２のバッテリー駆動
で外出時も安心。また、顔認証でのスムーズでセキュアなログインや
4096 段階のデジタルペン対応など、様々な最新テクノロジを搭載し、お
客様の働き方改革を支援します。
※1 : 複数の周波数帯の電波を束ねて同時に使用するキャリアアグリゲーション対応。
※2 : 最長約 12.5 時間の連続ビデオ再生が可能。

内 蔵 モ バイルパ ソコン
時間と場所にとらわれずに最高の生産性を発揮する
日本開発のビジネスプロフェッショナルデバイス
ThinkPad X1 Carbon は、高い生産性を実現する14 インチ大画面を13 インチサイズのコンパクトな筐体に搭載
した、テレワーカーに最適なレノボのフラッグシップ製品です。どこへでも持ち歩きたくなる洗練されたスタイ
リッシュなデザインを採用。ThinkPad ならではの打鍵感を実現したフルサイズキーボード、そして外出先での利
便性を重視した静音タッチパッドを搭載しています。

14インチ大画面を13 インチサイズの筐体に搭載すること
で、生産性を落とさずに従来お使いの A4/B5 ノートから
移行することが可能なキーボードの使いやすさ、持ち運び
を想定した細部までこだわった一品です。ぜひ、働き方改
革のベストパートナーとして ThinkPad X1 Carbon をご
検討ください。

レノボ・ジャパン株式会社
プロダクトマネージャー
吉原 敦子氏 / 元嶋 亮太氏

働き方を変えたいあなたに、約921gのモバイルPC
VersaPro UltraLite タイプ VHでは、普段使いの小ぶりなバッグにも収納することを考慮し、A4 用紙サイズより
一回り小さいサイズとしました。更に取り出す際にも私物のバッグ等の裏地を痛めにくい丸みをおびたデザインと
することで、利用者の視点にたった細やかな配慮をしています。また、約921g の軽量ながら、約11時間のバッテ
リ駆動が可能であるとともに、収納式の有線 LAN ポートを採用することで薄型 & 軽量 & 長時間駆動といったモバ
イル性能と社内業務の両面での利用シーンをサポートしています。

エッジを丸めたデザイン

PC として要求される重要なポイントは、様々な場所へ持ち運びしや
すいモビリティ性能は勿論のこと、日常使いでの細やかな使いやすさ
への配慮であると考えます。モバイル利用でも据置利用でも使え、筐
体はコンパクトながら常に身近に存在感を示す、まさにビジネスパー
トナーとしての1台として自信を持って提案できると思います。

小ぶりなバッグにも
収納可能

NECパーソナルコンピュータ株式会社
商品企画本部 マネージャー
石井 宏幸氏

モバイルワークに最適な超軽量薄型モバイルPC

超軽量 約 799g
※標準モデルの場合
薄さ 15.5mm
FUJITSU Notebook
LIFEBOOK U938/S

テレワークを快適に行ってもらうにあたり、操作性にもこだわ
りました。13.3 型の大画面液晶を搭載し、キーピッチやキース
トロークやキーの機構も改良を加え、モバイルPCとしては最高
レベルの快適なキー入力を実現しています。それに加えて、企
業ユースで必須の有線 LAN ポートや３つの USB ポート、手の
ひら静脈認証や指紋認証、スマートカードを内蔵可能にするな
ど、モバイルユースだからこそ必須となるセキュリティ機能に
も対応、さらに、SIM 内蔵も可能です。

富士通クライアントコンピューティン株式会社
開発本部 第一開発センター
第二技術部 マネージャー
河野 晃伸氏

心の安心が、家族との「 TRUST・信頼 」を強くする
ネット会議での打ち合わせの後、家族を呼び、
お気に入りのプレミアムバーガーのあるレストランに行ってランチを一緒に食べた。
「たかしは、玉ねぎ食べれるようになったのか？」
「ううん、まだ。」と言いながら、ハンバーガーから玉ねぎを取り出している。
妻と娘は困った顔で、私と息子の皿にある玉ねぎを見つめている。
そのあと、私は、公園で娘と息子とサッカーを楽しんだ。妻は、木陰で本を読んでいる。

会社が社員を「TRUST・信頼」し、家族との「prime・大切な」時間を過ごすことができるのも
「

」が守っていてくれているからである。

エンドポイントセキュリティに関するご相談
ワンビ株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-17 フォーキャスト新宿サウス 3F
TEL: 03-6856-4814 URL: https://www.onebe.co.jp
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