
三菱電機全社タブレット PC 導入による 

働き方改革の推進 
Introducing Tablet PC Improves How to Work in Mitsubishi Electric Corporation 

要 旨 

日本政府が主体となって“働き方改革”を進める中，三

菱電機（株）もひとつの経営施策に掲げて，改革に取り組

んできているが，“働き方改革”のポイントとなる生産性

向上には IT 技術のさらなる活用が必須である。その一環と

して，18 年度に三菱電機は全社員を対象にタブレット PC を

導入するプロジェクトを実行している。これによって，社

員はタブレット PC を携帯してペーパーレス会議に参加する

ことにより，会議運営の効率化に加え，遠隔会議も可能と

なり出張時間を削減するなどの効果が期待できる。本プロ

ジェクトは三菱電機インフォメーションネットワーク（株）

（MIND）の“PC 端末利用サービス”を導入することで実現

している。MIND の“PC 端末利用サービス”では，PC の機器

の供給だけではなく，PC を利用するための総合的なサービ

スも合わせて提供している。 

また，本プロジェクトを実行するにあたっては，三菱電

機と MIND が共同で課題解決に取り組んだ。例えば，全社の

PC 設置台数の増加防止のための既存 PC と置き換え可能なタ

ブレット PC の機種選定や，利用者の導入時の負担を軽減す

るためのアプリケーションを含む標準的なマスターイメー

ジの作成とセットアップの自動化などを実現した。さらに，

タブレット PC の導入から運用，保守，返却までのライフサ

イクル全般について，ヘルプデスク機能など MIND が長年培

ってきた運用支援サービスを活用することにより，従来，

支社や各製作所で個別に行っていた PC の管理業務を効率化

し，さらに PC に関するノウハウを全社で共有化させている。

このように“働き方改革”の一環として情報システム部門

の業務効率化にも合わせて取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
三菱電機全社タブレット PC 導入効果の概要 

“MIND PC 端末利用サービス”を活用して三菱電機全社にタブレット型のタブレット PC を導入することにより，ペーパーレス会議による会議運営の

効率化や遠隔会議での出張時間の削減などの効果が期待できる。 
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１． ま え が き 

政府が 2016 年 9 月に“働き方改革”の推進を提唱し，そ

の実行計画(1)が 2017 年 3 月に作成されている。実行計画の

中で，日本経済再生の最大のチャレンジが“働き方改革”

とされており，働く人の視点に立って労働制度を抜本的に

改革することを唱えている。現状の日本の労働制度と働き

方の課題の一つとして，長時間労働を挙げている。長時間

労働は健康を損ねるだけでなく，仕事と家庭生活の両立を

困難にし，少子化や女性のキャリア形成を阻む要因となっ

ている。長時間労働を改善するためには，法制度を整える

とともに労働生産性の向上に各企業が取り組まなければな

らない。三菱電機も 2016 年 4 月から“働き方改革”を経

営施策として掲げ，“成果・効率をより重視する企業風土

への変革”と“仕事に対する意識の改革”に取り組んでい

る。これらの変革・改革を進めるうえで IT 技術の活用が必

須であり，近年ではコミュニケーション技術，

IoT(Internet of Things)，AI(Artificial Intelligence)

などの進歩が“働き方改革”の重要な要素となっている。

本稿では， “働き方改革”の一環として三菱電機全社で実

施されたタブレット PC 導入プロジェクトの概要と，プロジ

ェクトを実行するうえでの課題とその解決策について述べ

る。 

２． タブレット PC 導入プロジェクト 

2.1 プロジェクトの背景 

“働き方改革”においては，業務のスリム化による生産性

向上が大きなポイントであり，業務効率化に向けた IT のさ

らなる活用が必要である。 

三菱電機では，三菱電機グループ約 14 万人の IT 環境と

して，日本マイクロソフト（株）の統合型情報共有クラウド

サービス“Office 365（注１）”と，当社独自のクラウド環境

を用いたセキュリティ強化と効率的なコミュニケーションを

実現する“グローバル IT 基盤サービス”を，国内外 300 拠

点に 2016年 10 月から順次導入している。本サービスの導入

により，セキュリティレベルをグローバルに統一・強化する

だけでなく，拠点をまたいだコミュニケーションを可能にす

ることで，従業員の働きやすさを向上している。しかし，OA

用途の端末は，拠点によってはデスクトップ PC の比率が高

いなど，拠点ごとに端末整備状況に濃淡があるため，会議の

ペーパーレス化や，遠隔会議を十分に活かしきれていないの

が現状であった。 

2.2 プロジェクトの内容 

IT のさらなる活用に向け，18 年度から三菱電機社内を対

象にタブレット PC の導入を開始した(18 年度末完了予定)。

OA 用途で利用するデスクトップ PC や，会議室への移動や出

張時の持ち運びに不向きな A4 ノート PC を，軽量，高スペッ

クなタブレット PC に置き換える。PC で業務を行う全員がタ

ブレット PC を持つことで，ペーパーレス化による会議運営

の効率化や，遠隔会議による出張時間の削減などを実現する。 

また，今回のプロジェクトを機に，従来，各拠点が個別に

行っていた OA 端末の調達/運用/管理を本社に集約し，ライ

フサイクル管理の全社共通化や，セキュリティポリシーの全

社的な標準化を行うことで，情報システム管理の効率化も合

わせて目指している。 

2.3 期待される効果 

本プロジェクトを実施することによって，PCで業務を行う

全員が，同等のタブレット PC を保有することになる。その

ため，以下のような効果が期待できる。 

１．ペーパーレス会議の促進 

 会議のための配布資料コピー等の事前での準備時間，

議事録作成時間等を含む，会議時間の削減 

 紙資料の配布不要による印刷費用削減，保管スペース

の削減 

２．グローバル IT 基盤サービスの利用拡大による遠隔会議

の促進 

 出張減による移動時間，出張費用の削減 

３．情報システム管理の効率化 

 セキュリティポリシーの一元管理による，セキュリテ

ィ対策の更なる強化 

 端末管理の一元化による，情報システム部門の要員の

負荷軽減 

４．ワークスタイル変革 

 将来的な，座席を固定しないフリーアドレスや自宅で

業務を行うテレワーク導入への可能性の拡大 

３． MIND PC 端末利用サービス 

三菱電機では本プロジェクトを実現するために，MIND の

“PC 端末利用サービス”（図１）を活用している。 

“PC 端末利用サービス”は PC 端末と PC 端末利用全体に

関わる総合サービスとなっており，利用シーンにあった PC

やシンクライアント端末，各種の運用サービスを利用者が

選択することができる。また，利用者は月額料金で本サー

ビスを利用でき，初期投資の負担を軽減できる。また，利

用者は PC 端末を自らの資産にする必要がない。“PC 端末利

用サービス”は日本 HP 社の HP DaaS（Devices as a 

Service）に MIND 独自の運用サービスを付加したものであ

る。HP DaaS は PC メーカーでは初めて PC 端末提供と保守に

加えて，稼働状況の監視・分析・レポート出力やパッチ管

(注１)Office365 は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 



 

 

理などの SaaS(Software as a Service)を組み合わせてサー

ビス化したものであり，利用者が安価で容易に端末に付随

する管理作業を導入することができる。本タブレット PC 導

入プロジェクトでは，HP DaaS のうち PC 端末，オンサイト

保守，キッティングサービスを活用している。さらに MIND

が長年培ってきた PC 運用ノウハウ，ヘルプデスク機能，技

術的な支援をサービスとして提供している。 

４． 本プロジェクトにおける課題と解決策 

4.1 タブレット PC の選定 

タブレット PC 導入の課題として，端末導入コスト増加の

抑制や情報システム部門の負荷増加の抑止があった。社員

がもつ端末台数が現状より増えてしまうと導入コストが増

えるだけでなく，増えた端末を維持，管理するための情報

システム部門の負荷も増えてしまう。これを防止するた

め，本プロジェクトでは事務所内の自席で使用する OA 用途

の PC と，会議室で使用するペーパーレス用のタブレット PC

を 1台で兼用することとした。タブレット PC として，2in1

型と呼ばれるタブレット PC を選択した。2in1 型のタブレッ

ト PC はキーボートをつけてノート PC のように使えること

に加え，キーボードを外して全面が液晶モニターとなって

いる本体部分だけで使用することも可能である。事務所内

の自席ではデスクトップ PC 用の液晶モニターと接続するこ

とで，デスクトップ PC と同等の操作環境で使用できる（図

2）。会議の際には，キーボードを外して，タブレット PC

の本体だけを会議室に携帯して持参し，タブレット PC に会

議用資料を表示させ，付属の電子ペンを使用してメモをと

るといった使い方が可能である（図 3）。2in1 型のタブレ

ット PC を選択することで導入コストの増加と維持・管理負

荷の増加を抑えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．社員自席での使用環境事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．会議室での使用環境事例 

 

4.2 効率の良い導入方法 

本プロジェクトでは，既設の PC を置き換えることを前提

としているため，社員の業務を止めないよう短期間で導入

しなければならない。また，本プロジェクトではセキュリ



 

 

ティポリシーを三菱電機全社で標準化するため，全端末の

セキュリティ設定を同一のものにする必要がある。従来，

情報システム部門の担当者が PC を 1台ずつ順次セットアッ

プをしていくような作業状況もあったが，この方法では全

社員分のタブレット PC を短時間に導入することは困難であ

る。そこで，本プロジェクトでは，セットアップを可能な

かぎり自動化することによって，情報システム部門の担当

者とタブレット PC の利用者が効率よくセットアップできる

仕組みを開発した。まず，三菱電機全社で共通で使用する

ソフトウェアやミドルウェアをあらかじめ組み込んだマス

ターイメージを作成しておき，HP DaaS のキッティングサー

ビスを利用してマスターイメージのプリインストールを実

施してから利用者への納品を行う。また，利用者にタブレ

ット PC が納入されて以降のセットアップを自動化するた

め，端末管理者がセットアップを行うためのスクリプトプ

ログラム及び，利用者自身が実行するためのスクリプトプ

ログラムを準備し，マスターイメージに含めている。端末

管理者用のスクリプトでは，無線 LAN の設定や AD（Active 

Directory（注２））への参加などの共通的なセットアップを

行い，利用者用のスクリプトでは個人ごとに必要なセット

アップを行う。利用者用のスクリプトでは，PC のセットア

ップに精通しない社員でも問題なくセットアップできるよ

うに個人ごとに割り当てられた簡単なパラメータを入力す

るだけの仕組みとしている。 

4.3 ライフサイクル管理 

働き方改革を推進していくうえで，情報システム部門の

運用の効率化も課題となる。一般的に PC のライフサイクル

は図 4に示すような項目があげられ，各々の項目では利用

者もしくは情報システム部門で作業を実施する必要があ

る。 

 現状，三菱電機では PC の管理は本社・支社・製作所ごと

に任されているのが実態であり，ライフサイクルを回す仕

組みやノウハウの共通化が図られていない。そこで，タブ

レット PC を三菱電機全社に導入するのを機に，本社で全タ

ブレット PC のライフサイクルを集中管理する仕組みを構築

し，ノウハウの共有化を図り，情報システム部門の運用を

効率化させる。まずはタブレット PC から集中管理を行う

が，将来的には全社で使用されている全 PC を同じ仕組みの

中で集中管理することを目指している。三菱電機では，

MIND の PC 端末利用サービスを活用しながら，以下のような

ライフサイクル管理を実現している。 

（１）計画と設計 

全社共通で使用するソフトウェアを決定し，その稼働に

必要なスペックを持った機種を選定する。また，ソフトウ

ェアの共通設定項目の決定，および全社で標準的なセキュ

リティ関連の設定項目を決定する。 

（２）設定 

前項で決定されたソフトウェアや各種設定が反映された

タブレット PC のマスターイメージを作成する。また，利用

者が容易にセットアップできるようセットアップ自動化ス

クリプトを準備する。さらにタブレット PC の出荷時にマス

ターイメージからのキッティング，管理番号ラベルの貼付

を実施する。 

（３）展開 

需要予測に応じた端末の手配，利用者に対して納期の調

整を行う。 

（４）運用 

タブレット PC の利用開始の申請から，故障時の対応，問

い合わせ，返却および継続申請の手続きなど，タブレット

PC の運用を集中的に実施する。全社共通のヘルプデスクを

開設し，利用者からの問い合わせや情報システム担当者か

らの各種申請を受け付ける。ヘルプデスクに蓄積されるノ

ウハウは全社に向けて公開し，ノウハウの共有化を図る。

また，IT 資産管理システムを稼働させ，ヘルプデスクへの

(注２) Active Directory は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 



 

 

申請内容を即時に IT 資産管理システムに反映することで情

報の全社共有化を図る。 

（５）保守 

ヘルプデスクにて端末の故障かどうかの切り分けを行

い，故障の場合は技術者を利用者のもとへ派遣し，故障部

品の修理もしくは交換を実施する。 

（６）返却と更新 

タブレット PC の使用期間が満了日に近づいた時点で端末

の更新案内を利用者に連絡し，更新を促す。また，現状の

使用端末の返却とデータ削除方法を通知する。更新の場合

は満了日までに新しい端末を送付する。 

５． む す び 

三菱電機では“働き方改革”として，業務効率化に向け

た IT のさらなる活用を目指しており，その一環として三菱

電機全社にタブレット PC を導入した。全社にタブレット PC

を導入することで，ペーパーレス会議による会議運営の効

率化や，遠隔会議実現による出張時間の削減などが実現で

きる。また，タブレット PC を全社に導入すると同時に端末

のライフサイクルを本社で集中管理する仕組みを MIND の運

用支援サービスを活用して構築することで，三菱電機全社

での端末の管理・運用業務の効率化が期待できる。18 年度

中に本社・支社・製作所に全てのタブレット PC を配布し終

える予定であり，現在はまさに実行中の段階にある。タブ

レット PC 導入による具体的な効果はタブレット PC の配布

が終わった 19 年度に見定める予定である。また，ライフサ

イクルの集中管理も実際に運用を開始してから問題点や改

善点が浮き彫りになると思われ，これらも継続的に改善を

続けていき，将来的には本プロジェクトを三菱電機関係会

社まで展開することを検討していきたい。 
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