
ツネイシホールディングス株式会社
本社：広島県福山市沼隈町常石 1083番地
創業：1917年　設立：1942年 4月30日

事業内容：造船事業、海運事業、
環境・エネルギー事業、サービス事業

http://www.tsuneishi-g.jp/

課  題
•  軽量で持ち運びに優れたノートブックPCに対するユーザーニーズ
•  Windows*に対応しOffice文書が閲覧できるタブレットに対する要望
•  クライアントPCの調達および運用負荷の軽減

ソリューション
•  Ultrabook™ コンバーチブル
•  インテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレット

導入効果
•  モビリティーの促進
•  ユーザビリティー、生産性の向上
•  故障率の低減、消費電力の軽減

広大な造船工場での業務に軽くて持ち運びやすく
Office文書との親和性の高いUltrabook™ が貢献

導入事例
Ultrabook™

Ultrabook™、インテル® プロセッサー搭載タブレットの導入

100年の歴史ある造船事業を主力に 
環境・エネルギーからレジャーまで 
幅広い事業を展開

1917年（大正 6年）、広島県福山市沼隈町
常石に塩浜造船所を開設して創業したツネイ
シホールディングス株式会社。1942年（昭
和 17年）には塩浜造船所を改組し、常石造
船株式会社としてスタートを切ります。その
後も積極的に事業を拡大し、2007年（平成
19年）には、常石造船がグループ 10社を吸
収合併する形で「ツネイシホールディングス」
を発足させました。現在は、主力の造船事業、
海運事業に加え、カーリサイクルや太陽光
発電などに代表される「環境・エネルギー事
業」、ホテルやマリーナの運営、温泉・遊園地
等のレジャーなどの「サービス事業」の 4事
業を通じて社会の発展に貢献しています。

グループの売上高の約 70%を占める造船
事業は、常石造船の常石工場（広島県福山
市）と多度津工場（香川県仲多度郡）、フィリ
ピンのツネイシヘビーインダストリーズ（セブ

島）、中国の常石集団（舟山）造船有限公司
（中国・秀山島）の 4拠点で展開。ばら積み
貨物船、タンカーをはじめ、自動車運搬船、
木材チップ専用船など多様な船舶を開発・
建造しています。

日本の基幹産業である造船事業ですが、現
在は中国や韓国との競争が激化し、新興企
業の追い上げが続く厳しい状況が続いてい
ます。また、リーマンショック以前の大量発
注の反動により、これから造るべき船（受注
残）が底をつく「2014年問題」が目前に迫
り、造船業界はその対応に迫られています。
一方で、円高の是正が進み、国策で強化が
続く艦船や、資源調査船などの需要が高ま
るなどして、回復のきざしも見えるようになり
ました。情報システム部 部長 CIO（最高情
報責任者）の和田義幸氏は、「常石グループ
では、グローバル展開を通して、造船業界の
2014年問題を乗り越えていきます。また、
事業の多角化によって造船不況のリスクを
分散できるのも常石グループならではの強み
です」と説明します。

http://www.tsuneishi-g.jp/


軽さと持ち運びやすさを評価して 
Ultrabook™を採用 
調達仕様に「Ultrabook™」と明記

造船からコンビニまで、幅広い事業を展開す
る常石グループにおいて、従業員が利用する
クライアント PCの効率的な調達と、管理効
率の向上は課題の 1つでした。クライアント
PCの台数は、グループおよびその他関連企
業を合わせて約 2,500台。従業員の業務環
境も多岐にわたります。和田氏が常石グルー
プの CIOに任命される 2010年までは、従
業員が利用するクライアントPCは、デスクトッ
プ PCが全体の約 60%、ノートブック PCが
約 30%、その他が約 10%と、デスクトップ
型が半数以上を占めていました。ディスプレ
イと本体、キーボード、マウスが分離している
デスクトップ PCは、管理が複雑化する傾向
にあります。そこで、2010年より常石グルー
プで利用するクライアントPCは、業務業態に
関わらず、すべてをノートブック PCに統一す
ることを決定。既存 PCのリプレースに応じて
ノートブック PCに切り替えていく方針としま
した。また、調達方式を、従来のリース方式
から買い取り方式に改め、調達コストの低減
をはかることも併せて決定しています。

ノートブックPCの導入にあたり、従業員から
高く要望されていたのが、本体の軽さと持ち
運びやすさです。特に、造船事業では、広大
な工場の敷地内を、多くの従業員が打ち合
わせや会議などで PCを持ち歩いて利用しま
す。そのためには、PCの重量を 1kg台前半
に抑えることが必須の要望事項でした。「今
まで以上重くなると、ユーザーの満足度が下
がる傾向にあり、“もっと軽い PCが欲しい”
といった要望がとたんに多くなります。さらに
実際の重量以上に重要なのが“心理的な軽
さ”です。例えばバッテリー部分だけが出っ
張り、全体的にバランスが悪いノートブック
PCは、持ちあげたとたんに傾いてしまうこと
もあり、重量以上に重く感じるようでした」と
和田氏は語ります。

そこで、持ち運びに適した薄いデザイン、1.5kg
を切る軽さ、インテル ® Core ™ プロセッサー・
ファミリーを搭載した高いパフォーマンス、長
時間のバッテリー駆動など、ノートブックPC
に求められる条件を高いレベルで満たしてい
たUltrabook™を選択。2012年の調達から、
順次 Ultrabook™に切り替えています。

「Office文書の閲覧や 

ファイル管理に、iPad*は 

適しているとはいえません。 
Office文書を正しく開き、 
迅速に意志決定をするなら、 

Windows* 8に対応した 

Ultrabook™ や 

インテル® Atom ™ プロセッサー 

搭載タブレットしか選択肢は 

考えられないでしょう。 
常石グループでは、 

文書の作成が必要なユーザーには 

2-in-1タイプの 

Ultrabook™ コンバーチブル、 
情報の閲覧を中心とするユーザーには 

インテル® Atom ™ プロセッサー 

搭載タブレットと、従業員や 

役員のニーズにあった端末を配布し、 
ユーザーの要望に応えていきます」

ツネイシホールディングス株式会社
情報システム部

部長
CIO（最高情報責任者）

和田 義幸 氏

「Ultrabook™を採用するメリットは、スペック
の特定が容易なことです。調達の際、CPU、
メモリー容量、重量、バッテリー駆動時間な
どを詳細に指定しなくても、Ultrabook™と
指定してその範囲内で必要な要件を伝えれ
ば、想定を大きく外れた機種をベンダーから
提案されることはありません。細かい部分は
すべてインテルが保証してくれているので非
常に安心です」（和田氏）。

2013年 4月時点で約 2,500台のクライアン
トPCのうち、半数以上が Ultrabook™です。
常石グループでは現在、ノートブックPCの調
達仕様に「Ultrabook™」と明記しており、今
後のノートブックPCはすべてUltrabook™を
基準に更新を続けていく方針です。

ノートブックPCの利用範囲が拡大 
PCの故障率も劇的に軽減

Ultrabook™の導入により、常石グループに
おけるノートブックPC環境は大幅に改善さ
れ、ユーザーが Ultrabook™を積極的に活用
するようになりました。「バス停で 2つ、3つ分
も距離の離れた造船所の敷地内を持ち歩く
造船事業部門の従業員からも不満の声はな
く、Ultrabook™の活用頻度は確実に高まっ
ています。2010年にはじめてノートブックPC
を導入する際は、モバイル用途を全体の 10%
と想定しましたが、Ultrabook™を採用してか
らは業態や部署を問わずユーザーが積極的
に PCを持ち歩くようになり、現在は想定の 3
倍までノートブックPCの利用範囲が拡大しま
した」と和田氏は効果を実感しています。

常石グループでは、PCの起動時間をより早
めるために、Ultrabook™のドライブに SSD
を採用しています。SSDの搭載で PCの静音
性が高まったと同時に、故障率も劇的に低下
しました。

「従来の HDDを搭載したノートブック PCで
は、過酷な造船工場などで利用することもあ
り、管理する PC全体の約 20%で何らかの
故障が発生していました。SSDドライブを搭
載した Ultrabook™ に切り替えてからは、1
台の故障も発生していません（2013年 4月
時点）」（和田氏）。

また、デスクワークで利用する用途に対して
は、電力需要が高まる時間帯の電力消費を

広大な造船所の敷地内では、従業員が Ultrabook™を
持ち歩くことが多く、ミーティングでも活用している

タブレットの操作性と 
キーボード入力の 2面性を備えた 
2-in-1タイプの Ultrabook™ コンバーチブル



抑えるために、バッテリーの充電を制御する
「ピークシフト」を適用。午後の業務時間帯
はバッテリー残量が 50%を下回るまで、AC
アダプターによる充電を強制的にオフにする
ことで、節電効果を高めています。

「省電力性能に優れた Ultrabook™は、AC
駆動からバッテリー駆動に切り替えた場合で
も、パフォーマンスが大幅にダウンすることは
ありません。そのため、ACからの電源供給を
制限することで、電力消費を抑えることができ
ます。実際、デスクワークで利用しているユー
ザーは、業務時間中に充電を制限しているこ
とに気付いている様子は見えません。中には
導入して数カ月経ってから、“Ultrabook™に
ACケーブルを接続しているにも関わらず、本
体に充電がされていないようです。ひょっとし
たらケーブルが断線しているか、PCが壊れ
ているのかもしれません”と伝えてきた社員
がいるほどです」と和田氏は述べています。

Office文書を正しく閲覧するため 
iPad*からUltrabook™や 
インテル® Atom™ プロセッサー 
搭載タブレットへリプレース

常石グループでは、移動や出張が多い役員
に対しては iPad*を配布しています。iPad*
の主な用途は、稟議システムによる決済
の承認と、電子メールの閲覧など、情報の
参照が中心です。しかし、稟議システムで
Microsoft* Excel*、Word、PowerPoint*
などの添付文書を確認する際、iPad*では
グラフ、表、図、レイアウトなどが正確に再現
されず、承認業務に支障をきたすことがあり
ました。また、容量の大きなファイルを開く
と時間がかかり、しかも検索機能は十分で
はありません。そこで、一部の役員は iPad*
の利用をあきらめ、Ultrabook™を利用する

ケースも出てきました。こうした状況を打破
するために、常石グループはタッチ入力が
可能な 2-in-1タイプの Ultrabook™ コン
バーチブルと、Windows* 8が稼動する
インテル® Atom™ プロセッサー・ベースのタ
ブレットの導入を進めています。和田氏は、
「Microsoft* Officeの文書が正しく表示
できるUltrabook™ や、インテル® Atom™ プ
ロセッサー搭載タブレットであれば、稟議書
類が正しく確認できないといった状況は生ま
れません。しかも、軽さ、タッチ入力による直
観的な操作性、高精細の大画面液晶など、
私たちが求める要件にもすべて合致している
ので、承認や参照が中心の用途には最適で
す」と評価しています。

タッチ操作に対応した Ultrabook™ やタブ
レットは、造船事業の作業現場からも 3D 
CADの図面をその場で確認するためのデバ
イスとして、導入の要望が高まっているとい
います。

「造船用の CADは通常の CADと比べて特殊
性が高く、Windows*版しか用意されていま
せん。PDFファイルに変換しても、3Dの図面
を正しく表示させることは困難です。こうした
事情から iPad*でなくWindows*対応のタ
ブレットへの要望が高まりつつあり、タッチ操
作に対応した 2-in-1タイプの Ultrabook™ 
コンバーチブルなどのデバイスの評価を継続
的に行っています」（和田氏）。

モバイルユーザーの利便性を高めるため 
クラウド型のWeb会議サービスや 
ファイル共有サービスを併用

常石グループでは、モバイルユーザーの利便
性をより高めるために、クラウドサービスも積
極的に採用してきました。その 1つが、Web
会議サービスである「V-CUBE（ブイキュー
ブ） ミーティング*」です。社屋などで社員が
利用するイントラネット版のテレビ会議システ
ムは別途用意されていますが、クラウド型の
V-CUBE ミーティング*は外部の取引先も含
めて、多くの関係者とミーティングを行うため
のものです。

「特に、造船事業を行っている常石工場は、
最寄のターミナル駅からタクシーでも 30分
も離れているため、社外の関係者に何度も
足を運んでいただくわけにはいきません。 

Web会議サービス 
「V-CUBEミーティング*」
（株式会社ブイキューブ）
http://jp.vcube.com/service/meeting/

パソコンとインターネット回線、カメラやヘッドセッ
トのみでWeb会議が行えるサービスです。専
用ソフトのインストールや設定も不要。Webブ
ラウザからログインするだけで誰でも参加できま
す。同時接続数は基本プランで 10台まで、オ
プションで最大 100台までに対応します。

V-CUBEミーティング *では、参加者の顔を見な
がら話をする通常の会話に加えて、Microsoft* 
PowerPoint*やPDFなどの文書ファイルをWeb
会議上に表示させたり、動画を流したりしながら
会議を行うこともできます。Web会議の内容はそ
のまま録画ができるので、参加できなかった人の
ために議事録として残しておくことも可能です。

クラウドファイルマネジメントサービス 
「BAZA CLOUD」
（株式会社ウェイズジャパン）
http://cloud.baza.jp/

文書、写真、動画などのさまざまなファイルを
PC、スマートフォン、タブレットなどのデバイスか
らいつでも参照できるファイル共有サービスで
す。ファイルのアップロードは、PCの操作と同
様ドラッグ＆ドロップで OK。検索、編集、第三
者との共有といった連携機能も利用できます。
ファイルの暗号化や多要素認証によるログイン
などにも対応し、さまざまなセキュリティー設定
を行うことができます。

インテル® プロセッサー搭載デバイスとの相性
もよく、Ultrabook™ がスリープ状態でも、ネッ
トワークの利用状況を確認してアップロードを
自動継続する「インテル® スマート・コネクト・テ
クノロジー」や、ワンタイムパスワードを発行する
「インテル® IPT」にも対応しています。

タブレットやスマートフォンからもWeb会議に参加できる

サーバーの運用管理にもUltrabook™ を活用

PCはもちろん、タブレットやスマートフォンでも利用可能

http://jp.vcube.com/service/meeting/
http://cloud.baza.jp/ 
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そこで、誰でもミーティングに参加できるツー
ルとしてV-CUBEミーティング*を採用しまし
た。タッチ操作に対応しているので、2-in-1
タイプの Ultrabook™ コンバーチブルや
インテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレッ
トとも相性がよく、誰でも直感的に操作する
ことができます」（和田氏）。

一方で、社内や社外の関係者と情報を共有す
るために、ウェイズジャパンが提供するクラウド
型ファイルマネジメントサービス「BAZA CLOUD
（バザ クラウド）」を導入。ノートブックPCか
らMicrosoft* Officeで作成した文書ファイ
ルや、写真・動画音声といったメディアファイル
にアクセスする用途で活用しています。

ユーザーニーズに合わせて 
2-in-1タイプの 
Ultrabook™ コンバーチブルと 
インテル® Atom™ プロセッサー 
搭載タブレットを順次導入

常石グループでは現在、2-in-1タイプの
Ult rabook™コンバーチブルとインテル® 
Atom™ プロセッサー搭載タブレットの試験
運用を開始しており、今後は文書やメールの
作成が必要なユーザーに Ultrabook™コン

バーチブル、情報の閲覧を中心とするユー
ザーにはインテル® Atom™ プロセサー搭載
タブレットと、従業員や役員のニーズに応じ
て適宜配布し、ユーザビリティーの向上をは
かっていく方針です。

今後の課題は、V-CUBE ミーティング*や
BAZA CLOUDといったオンラインサービス
を利用する際のセキュリティー強化で、現在
は ID、パスワードに加えた新たなユーザー
認証の追加を検討しています。

「グループの従業員数は約 2,500人ですが、
働いているスタッフの数にするとパートやア
ルバイトなども含めて全国・全世界で何万人
という数にのぼります。その中には、ITリテラ
シーの高くないユーザーも多く含まれている
ことから、難易度の高い認証機能を追加する
のは容易ではありません。こうしたハードル
がある中で、インテル® アイデンティティー・プ
ロテクション・テクノロジー（インテル® IPT）1

を用いたワンタイムパスワードの導入も検討
しています」（和田氏）。

また、ユーザーの利便性向上のために、将
来的には Microsoft*のジェスチャー認識
デバイス「Kinect* for Windows*」を使っ

たユーザー認識やデバイス操作の機能追加
も想定しているようです。和田氏は、「モバイ
ル環境で各種デバイスをより安全かつ便利
に利用するための技術および機能の提供を
インテルに期待しています」と語りました。

インテルは、日本の基幹産業である造船事業
を中心に多種多様なビジネスを展開するツネ
イシホールディングスの業務を、Ultrabook™
とインテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレッ
トを通して支援していきます。

Ultrabook™に関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel .co. jp/ultrabook/
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