
導入事例

法務サービス 
インテル® vPro™ プラットフォーム 

インテル® vPro™ プラットフォームが 
法律事務所のデータ・セキュリティーをサポート

インテル® Core™ vPro™  
プロセッサー ・ファミリー搭載 
ノートブック PC は、弁護士や 
スタッフのモビリティーを確保 
しつつ、効率性と生産性を維持 
しながら、卓越したカスタマー 
サービスの提供を支えています。 

•  現地でクライアントに会いながら、
意思決定に必要なあらゆる情報を
引き出す。  

•  テクノロジーを活用して、 顧客との
シームレスな関係を構築し、維持する。 

•  データを安全に保持し、 
コンプライアンス規制を遵守する。 

スタッフはテクノロジーを気にすることなく、仕事に集中 

1882 年設立の Lancaster、Brooks & Welch LLP は、カナダ、オンタリオ州のナイアガラ地域の
クライアントを中心に法務支援を提供しています。 「当事務所の一番の特長は、能力のすべてを
クライアントに集中できることです。 クライアントはどの事務所でも選べますが、私たちは、幅広い
クライアントにタイムリーで適切かつ現実的なアドバイスを提供することに特化しています」 と、
管理責任者の Adam 氏は語ります。 

プロフェッショナル・サービスを提供する他の企業と同様、法律事務所にとっての課題の 1 つは、
最新のハードウェア、 ソフトウェア、 サイバーセキュリティーのニーズに対応することです。
Lancaster、 Brooks & Welch が現在インテル® Core™ vPro™ プロセッサー ・ファミリー搭載の
ノートブック PC とデスクトップ PC のみを使用している理由もここにあります。 オフィス、裁判所、
自宅のどこで仕事をしていても、インテル搭載デバイス、特にノートブック PC によって、事務所の
弁護士やサポートスタッフは、 確実なモビリティー環境を実現できると同時に、 必要な情報を
すぐに手に入れ、クライアントが期待する最高の顧客サービスを提供することが可能になります。 

連携とシームレスな作業 

インテル® Core™ vPro™ プロセッサー ・ファミリー搭載デバイスによって、Lancaster、Brooks & 
Welch の弁護士およびスタッフは、証拠文書へのアクセス、重要な調査の実施、事務所内部や
クライアントとの定期的なコミュニケーションが可能になります。 「当事務所にとってテクノロジー
はビジネスの推進に欠かせない存在ですので、ツールとしてのテクノロジーの流れに乗り遅れない
ように取り組んでいます」 と Adam 氏は語ります。 

ハイパーネットワークで結ばれた法律事務所がどのように機能するかについて、Adam 氏は次の
ように説明しています。 「PC に期待しているのは、シームレスな応答能力です。 自分の PC が機能
しているかどうか疑わざるを得ない状況になれば、 時間、 仕事、 そしてお金の損失が生じます。
ファイルや証拠書類などに関しては、高度にネットワーク化されているため、簡単にダウンする
ことはありません。 スタッフ全員、ノートブック PC とデスクトップ PC が滞りなく正常に機能して
いると確信し、さらに言えば、クライアントも当事務所のテクノロジーが機能していると確信して
います。 我々が常に活動状態にあると期待してくれているからです」 

また、 「オフィス内だろうと、外出先だろうと、PC を自分たちの能力の一部として信頼しています。
繰り返しになりますが、最高のテクノロジーを手にすることで、PC が正しく動作しているかどうか
を気にすることなく、担当する事案に集中できます。 その結果として、最高の法律事務所の地位を
維持できるのです」 と、Adam 氏は断言しています。 

生産性を維持し、公判期日を見過ごさない 

「弁護士には、迅速かつ確実に法的な申し立てを実施する責務があります。 そのため、信頼性が高く、
高速な処理が可能なノートブック PC またはデスクトップ PC は、当事務所のチームメンバーに
とっては不可欠な存在です」 と、Adam 氏は強調します。 



Adam 氏とこの法律事務所の生産性維持を支えるのが、 マネージド・
サービス・プロバイダーの Skycomp Solutions, Inc. です。 「Skycomp は
優れたテクノロジー ・パートナーです。 設備の更新に関するアドバイス
の提供と、 年に数度、 直接会ってハードウェアやソフトウェアのニーズ
を確認してくれるため、システムについて心配する必要がなくなります」
と、Adam 氏は語ります。 

Skycomp のオーナー、 Serge Paquin 氏は次のように話しています。 
「Lancaster、Brooks & Welch のシステム管理にフル・リモート・コント
ロールを備えたインテル ® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを
使用しているため、 当社の技術者はエンドユーザーが気づくまえに、
問題を解決できます。 インテル® vPro™ プラットフォーム内のハードウェア
対応ツールにより、 現場に直接出向く必要がなくなり、 クライアントへ
戦略的価値を提供する集中力が高まりました」 

顧客からの信頼を確保 

インテル® Core™ vPro™ プロセッサー ・ファミリー搭載の Windows* 
10 デバイスが、 ハードウェアとソフトウェアを連動してクライアント
情報を確実に保護してくれるため、 Lancaster、 Brooks & Welch の
スタッフは、データが安全であると簡単に分かります。 「現実の環境では、

詳細情報 

企業向けインテル ® vPro ™ プラットフォームのメリットについては、http://www.intel.co.jp/vpro/ を参照してください。 

Lancaster、Brooks & Welch については、http://lbwlawyers.com/（英語） を参照してください。 

Skycomp については、http://skycomp.ca/（英語） を参照してください。 

セキュリティーが最も重要ですが、効率も犠牲にはできません。 インテル® 
Core™ vPro™ プロセッサー ・ファミリーを活用することで、Skycomp の
チームは更新プログラムを安全かつ効率的に適用し、リモートで電源
のオン / オフを切り替え、 さらに問題のあるマシン上で KVM リモート
制御機能を利用することもできます。 インテル® vPro™ プラットフォーム
により、 Lancaster、 Brooks & Welch に対して迅速なサポートを提供
できるようになりました」（Paquin 氏） 

さらに、 「インテル® vPro™ テクノロジー搭載 PC を使用した結果、当社
のエンドユーザーはより短期間で安全性と生産性を確保しつつ 1、技術
チームの時間も節約できます。 これこそ双方が満足できる結果です」 と、
Paquin 氏は続けます。 

この点については、Adam 氏も同意しています。 「クライアント・データを
扱う場合、 使用するノートブック PC とデスクトップ PC によって、
当事務所のスタッフおよびクライアントはデータが安全であると確信を
持てます」 

さらに、Adam 氏はこう続けます。 「Skycomp に切り替え、すべての PC を
更新した理由の 1 つが、インテル搭載のノートブック PC とデスクトップ
PC によってハードウェア・レベルのセキュリティーが手に入ることです。
法律事務所にはセキュリティーを確保する責任もあるのです」 

1  インテル ® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。 実際の性能はシステム構成によって
異なります。 絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター ・ システムはありません。 詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を
参照してください。 
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