
課  題
•  現場で活動するテクニカルスタッフの負担にならない薄型・軽量の端末を調達
•  過酷な現場でも使用できる耐久性と直感的なタッチ操作に対応した端末を選定
•  端末の盗難や紛失による情報漏洩を防ぐセキュリティー機能を備えた端末を選定

ソリューション
•  Ultrabook™ デバイス
•  ワンビ株式会社 トラストデリート* for Let’snote

導入効果
•  機器類のマニュアルを電子化したことでマニュアルの閲覧性がさらに向上
•  保守用端末を通じてスタッフ間での迅速なナレッジ共有が可能になった
•  保守作業の効率化によって顧客システムの停止時間を短縮可能になった

国内拠点の保守用端末として2 in 1タイプの
Ultrabook™ を採用
マニュアルの電子化やナレッジ共有によって 
保守作業をさらに効率化

導入事例
Ultrabook™

業務効率や生産性を大きく高める新世代のクライアント・ソリューション

これまで多くの工程を人手に 
頼っていたグローリーの保守業務

グローリー株式会社（以下、グローリー）は、
日本全国の金融機関に導入されている通貨
処理機で大きなシェアを誇る企業です。ま
た、金融機関だけにとどまらず、百貨店、スー
パーマーケット、医療機関、遊技施設に設置
されている情報処理機、自動販売機、カード
システムなども手がけています。そして同社
は、これらの機器の開発、製造、販売に加え、
納品後のサポート体制も充実させています。
日常的なオペレーションの支援や迅速なトラ
ブル解決のために、24時間 365日対応の
コールセンターを東西 2拠点に設けている
ほか、全国で約 1,000名のテクニカルスタッ
フがそれぞれ顧客のもとへと出向き、機器の
予防保守や修理などを担当しています。

今回、同社はテクニカルスタッフが携行
する保守用端末として 2 in 1タイプの
Ultrabook™ を導入し、保守業務の作業効
率を向上させることに成功しましたが、それ
以前は多くの工程を人手に頼る従来からの
スタイルを継続してきました。保守の現場で
は、機器が表示するエラーコードに基づいて
適切な対応がとられます。このとき、従来で

あれば自動車に積み込まれた 200冊以上の
マニュアルから当該のマニュアルを探し出し、
その中からエラーコードと合致する情報を検
索する必要がありました。そして、このような
エラーコードに基づく対応だけでなく、スタッ
フ自身の勘やノウハウに基づいた作業が重要
なケースもあります。この場合、豊富なナレッ
ジ情報を持つ熟練スタッフと電話などで直接
やり取りしなければならず、問題の解決には
多くの時間と手間がかかっていました。

現場のスタッフに負担をかけない 
スリムな Ultrabook™ を選択

このような経緯から、グローリーは保守の現
場に ITの仕組みを取り入れ、業務を大きく改
善していく決断を下しました。これに伴い、将
来の新しい取り組みにも柔軟に対応できる保
守用端末の選定作業が始まりました。保守
本部 市場品質統括部 技術部 部長　牧野
昌生氏は、端末の選定に対する保守部門の
スタンスを、「社内の IT機器は原則として情
報システム部が管轄していますが、今回はオ
フィスで使用するビジネス・クライアントではな
く現場のスタッフが使用する保守用端末だっ
たことから、関連部門と連携する形で機種の
選定が進められました」と説明しています。

グローリー株式会社
本社：兵庫県姫路市下手野 1-3-1

創業：1918年（大正 7年）3月
創立：1944年（昭和 19年）11月
資本金：128億 9,294万 7,600円

従業員数：単体 3,412名、連結 9,003名
（2013年 3月31日現在）

事業内容：通貨処理機、情報処理機、 
自動販売機、カードシステム、 
自動サービス機器などの 

開発・製造・販売・メンテナンス
http://www.glory.co.jp/

過酷な保守の現場でも安全・快適に利用できる最新のクライアント・ソリューション

http://www.glory.co.jp/


「2010年下期から保守用端末に 

ふさわしい製品を探してきましたが、
Ultrabook™ の登場によって 

ようやく解決できました。 
今回は、薄型・軽量の設計、 

処理性能、耐久性、セキュリティー機能 

などを重視して製品を選定しています。 
また、キーボードが扱いにくい現場にも 

対応するため、タッチ操作も可能な 

2 in 1タイプの Ultrabook™ を 

採用しています」

グローリー株式会社
保守本部 市場品質統括部

技術部 部長
牧野 昌生 氏

当初、IT化の第一歩として、小型のノートブッ
クPCが試験的に導入されました。ただし、こ
の PCは携帯性にたいへん優れていたもの
の、処理性能の不足によって保守用業務ア
プリケーションが快適に動作しないのが大き
な欠点でした。その後、さまざまなビジネス
の現場で注目されていたタブレットやスマート
フォンも導入を検討しましたが、Windows*
ベースではないために既存のソフトウェア
資産を生かせず、それ 1台で保守業務を完
結できないことが分かりました。また、セキュ
リティー関連のソリューションも充実してい
ないことから、同社が求める高度なセキュリ
ティー・レベルも達成できませんでした。

結局、しばらくの間は同社のニーズを満たす
製品が発売されず、端末の選定作業が滞っ
ていましたが、そのような中で新たに登場した
のが Ultrabook™ でした。現場のスタッフは、
40種類以上の工具、掃除機やエアー・コンプ
レッサー、修理部品などを携行しなければな
りませんが、スリムなデザインの Ultrabook™ 
なら一緒に持ち運んでもスタッフに大きな負
担をかけません。また、保守用業務アプリケー
ションが快適に動作する優れた処理性能を
備え、PCベースならではの豊富なセキュリ
ティー・ソリューションもフルに活用できます。
同社は、こうした Ultrabook™ ならではのメ
リットを高く評価し、2012年秋頃に全国のテ
クニカルスタッフが利用する保守用端末とし
てUltrabook™ の採用を決めています。

データの遠隔消去ソリューション 
によって端末の盗難や紛失時の 
情報漏えいを防止

グローリーは、数あるUltrabook™ の中でも 
特に2 in 1タイプの Ultrabook™ 『Panasonic 
Let’snote AX2』を選択しています。保守本
部 市場品質統括部 技術部 保守品質グルー
プ アシスタントマネージャー 森田倫史氏は、
このモデルを採用した理由について、「当社
のニーズを満たす薄型・軽量の設計と優れ
た処理性能に加え、工具同様に扱われても
簡単には故障しない耐久性と高度なセキュリ
ティー機能を備えている点に注目しました。ま
た、保守の現場では必ずしもキーボードによっ
て操作できないので、タッチ操作にも対応し
た2 in 1タイプの Ultrabook™ を選びました」
と語っています。

そして、この Ultrabook™ を全社規模で採用
する大きな後押しとなったのが、ワンビ株式
会社によるデータの遠隔消去ソリューション
『トラストデリート * for Let’snote』です。

端末には、機密性の高い電子マニュアルやナ
レッジ情報、機械の動作ログなどが保管され
ることから、端末を紛失したり、盗難に遭った
際には情報漏洩の危険にさらされます。この
ようなとき、トラストデリート * for Let’snote
があれば、IT管理者が遠隔操作によって
Ultrabook™ のデータを完全に消去できます。

牧野氏は、遠隔消去の重要性を「全国のス
タッフが日々携行する端末である以上、端末の
盗難や紛失の可能性を無視することはできま
せん。そして、少なくとも端末上の重要なデー
タが外部に漏洩することを未然に防ぐ取り組
みが必要です。当社が採用した Ultrabook™ 
は、データの遠隔消去を行う専用のソリュー
ションによって、こうしたセキュリティーの課
題を速やかに解決できます。今回導入した
Ultrabook™ には LTE通信回線モジュールが
搭載されていますので、IT管理者がデータを
消去する命令を送信すれば、電源がオフの状
態であっても、Ultrabook™ は消去命令を受
け取り、内蔵ドライブのデータを数分ほどで自
動的に消去します」と説明しています。

国内拠点の保守用端末として 
約 1,000台の Ultrabook™ を導入

グローリーは、2013年 3月から 4月にかけ
て国内拠点の保守用端末として約 1,000台
の Ultrabook™ を導入しています。同社は、
薄型のデザインと高速なシステム起動を優
先し、ソリッドステート・ドライブ（SSD）のみ
を搭載した高性能モデルを選択しています。
また、同社のソフトウェア資産を生かせるよ
うに、オペレーティング・システム（OS）として
ソフトウェアの互換性に優れた Microsoft* 
Windows*を採用しています。さらに、端末
上で動作する同社のアプリケーションはタッ
チ操作にも対応しているため、2 in 1タイプ
の Ultrabook™ ならキーボードが扱えない現
場でも快適に操作できます。

森田氏は、今回導入したUltrabook™ につい
て「現場で Ultrabook™ を実際に使っている
スタッフに感想を聞いたところ、薄型・軽量の
デザインや快適なタッチ操作、システム起動
の速さなどを高く評価していました。スタッフ
は数多くの工具や修理部品を現場に持ち込
まなければならないので、一緒に携行しても
邪魔にならない Ultrabook™ にはいつも助け
られています。また、システムの起動が高速
ですので、現場に着いて Ultrabook™ を開け
ばすぐに使い始められます。そして、特に地方
の拠点では事業所と現場が非常に離れてい
る関係から、いったん外出したら夕方まで事

キーボードが扱いにくい保守の現場に対応するため、
画面へのタッチ操作も可能な
2 in 1タイプの Ultrabook™ を選択



業所に戻れない場合があります。このような
業務環境でも、バッテリーの持続時間が長い
Ultrabook™ なら、バッテリーの残量を気に
することなく安心して業務に取り組めます」と
語っています。

保守用端末を活用して顧客に対する
サービス品質の向上につなげる

2013年 7月現在、現場のスタッフに配布し
ている Ultrabook™ は、電子マニュアルの閲
覧、ナレッジ情報の共有、機械の動作ログ取
得という3つの役割を担っています。今回、
電子マニュアルを新たに導入したことで、自
動車に積まれた数多くのマニュアルから必要
なマニュアルを探し出す手間がなくなりまし
た。また、電子マニュアルならではの優れた
検索性によって、膨大な情報の中から必要な
情報を素早く見つけられます。さらに、電子
化の恩恵としてマニュアルの情報更新もタイ
ムリーに行われるようになり、常に最新のマ
ニュアルを閲覧できる体制が整いました。現
時点では、業務に混乱を来さないように紙の
マニュアルも併用していますが、今後発売さ
れる新機種については主に電子マニュアルで
提供されるため、電子マニュアルへの移行が
急速に進んでいく見込みです。

グローリーは、マニュアルの電子化とあわせ
て、現場のスタッフ同士がナレッジ情報を共
有できる仕組みも取り入れています。これによ
り、従来であれば電話で問い合わせていた情
報を端末から素早く手に入れることができ、
保守作業の品質と効率の向上につなげられ

ます。また、現場では故障の予兆を捉えたり、
障害の原因を特定するために、機械の動作ロ
グを取得する場合があります。従来は、機械
に USBメモリーを接続して動作ログを取得し
ていましたが、今回導入した端末でもUSBメ
モリーと同様にログを取得できるように、端末
専用の接続ケーブルとソフトウェアを独自に
開発しました。端末側にはウイルスチェック機
能も備わっていることから、USBメモリーでロ
グを取得していたときと比べて安全性がさら
に高まっています。

牧野氏は、将来期待される Ultrabook™ の
導入効果について「導入してからまだ数ヶ月
ということもあり、まずは現場のスタッフが端
末の操作に慣れてもらうことを第一に考えて
います。今後、時間が経つにつれて電子マ
ニュアルによる閲覧やナレッジ共有の効果が
現れ、保守作業の効率化につながっていくも
のと期待しています。保守作業の時間が短縮
されるようになれば、お客様の業務システム
を止める時間もさらに削減できます。また、将
来的には電子カルテのような仕組みも取り入
れ、端末の画面を通じて点検や修理のレポー
トをお見せすることを検討しています。現在
は口頭でさまざまな状況をお伝えしています
が、画面を通じてきちんとお伝えすれば、お客
様にももっと安心していただけると考えていま
す。当社が目指しているのは、スタッフの業務
を単に効率化することではなく、あくまでもお
客様に対するサービスの品質を向上させるこ
となのです」と説明しています。

PC上のデータを遠隔消去する 
セキュリティー・ソリューション 
「トラストデリート* for Let’snote」
の概要

http : //ec-c lub .panason ic . jp/mal l /
mylets/open/service/trustdelete/

ワンビ株式会社の「トラストデリート * 
for Let’snote」 は、Panasonic Let’
snoteシリーズのために開発されたデー
タの遠隔消去ソリューションです。スト
レージ（SSD・HDD）に保存されている
個人情報や機密データを、消去対象デー
タとしてあらかじめ設定しておくことによ
り、万が一 PCが紛失や盗難にあった場
合でも、対象データを遠隔操作によって
迅速に消去することができます。

トラストデリート* ワイヤレスWAN 
対応版

ワイヤレスWAN対応版では、NTTドコモ
ネットワークの SMS（ショートメールサー
ビス）を介して、電源 OFFまたはスリー
プ中の PCでも強制的にドライブ内の
データを消去できます。また、データを消
去せずに PCをロック（起動禁止）するこ
とも可能です。SMSプッシュによってロッ
クされた PCに対し、一定時間内にロック
が解除されない場合には、自動的にデー
タが消去されるようにも設定できます。

グローリー株式会社
保守本部 市場品質統括部
技術部 保守品質グループ
アシスタントマネージャー

森田 倫史 氏

グローリー株式会社
保守本部 市場品質統括部

技術部 部長
牧野 昌生 氏

消去命令

消去命令

消去命令

管理者

NTTドコモ・ネットワーク

SSDまるごと消去SSDまるごと消去

SMS（ショートメッセージ）
※音声回線契約が必要

※パスワードで解除可能

管理者が設定画面または
携帯電話から

SMS

注意事項
・SMSプッシュ消去およびロック消去は、対象となる特定機種での
みご利用いただけます。
・SMSプッシュ消去およびロック消去は、NTTドコモの Xi*回線の
契約が必要となります。

http://ec-club.panasonic.jp/mall/mylets/open/service/trustdelete/
http://ec-club.panasonic.jp/mall/mylets/open/service/trustdelete/


運用管理の自動化を推進することで 
確実なメンテナンス作業を目指す

現場のスタッフが日々携行するUltrabook™ 
には、電子マニュアルやナレッジ共有のため
の情報がすべて保管されています。これらの
データは、スタッフが事業所に戻ったときに、
スタッフ自身が社内の有線 LANに接続するこ
とで最新の状態に更新される仕組みとなって
います。また、端末自身のセキュリティーを維
持するために、ウイルス定義ファイルの更新や
Windows Updateなども同時に実施されま
す。基本的には、スタッフの協力を得て端末
のメンテナンス作業が行われていますが、今
後はインテル® アクティブ・マネジメント・テクノ
ロジー（インテル® AMT）1を活用し、現場の
スタッフに負担をかけることなく日々の運用管
理を確実にこなせる体制を築いていきます。

森田氏は、今後の展望について「スタッフの
皆さんには、事業所に戻ったら必ず端末を

社内 LANに接続するようにお願いしていま
す。しかし、このようなスタッフの努力に頼る
運用スタイルでは、私たちが目指す高度なセ
キュリティーをなかなか達成できません。や
はり、運用管理の自動化を推し進め、スタッ
フの手を煩わせることなく安全・確実にメン
テナンスを行える体制を整えるべきだと考え
ています。今回導入した Ultrabook™ は、先

進的なインテル ® AMTに対応していますの
で、このインテル ® AMTを活用した運用スタ
イルに切り替えていくことを検討しています。
インテル ® AMTがあれば、LANを通じたリ
モート管理機能によって、電源オンからソフト
ウェアの更新、シャットダウンまで、一連の自
動メンテナンスがリモートで実現されます。ス
タッフの皆さんには、Ultrabook™ を充電す
るために ACアダプタを接続し、そのまま安
全な場所に保管して帰宅してもらえば、夜間
に日次のメンテナンス作業を確実に実施でき
ます」と述べています。

このように、グローリーは、今回導入した
U l t ra b o o k™ を保守業務に活かすとともに、
インテル ® AMTに代表される先進的なテクノ
ロジーと対応ソリューションを組み合わせる
ことで、端末自身の管理性やセキュリティー
をさらに高めていくことを目指しています。

1  インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジーを利用するには、インテル® AMT に対応したチップセット、ネットワーク・ハードウェア、ソフトウェアを搭載したコンピューター・システムが必要です。システムは電
源コンセントおよび企業 LAN に接続されていることが必要です。インテル® AMT のセットアップは購入者による構成が必要です。特定の機能を有効にするために、セットアップに管理コンソールへのスクリプト
や既存のセキュリティー・フレームワークへの統合を必要とすることがあります。また、新しいビジネスプロセスの変更や導入が必要となることもあります。ノートブック PC の場合、ホスト OS ベースの VPN 上
や、ワイヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリープ時、ハイバネーション時、電源切断時には、インテル® AMT を利用できないことや、一部の機能が制限されることがあります。詳細については、http://www.
intel.co.jp/jp/technology/platform-technology/intel-amt/ を参照してください。
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