
企業の働き方改革を後押しする
ハイエンド PC のレンタル事業

ソリューション・ブリーフ
インテル ® Core™ プロセッサー・ファミリー

働き方改革をサポートする
ハイエンド PC のレンタル

近年、日本の労働環境は労働人口の減少や

長時間労働などが課題となっていること

から、政府は柔軟な働き方を目指した「働き

方改革」を推進しています。この働き方改革

を実現するため、各企業には生産性の向上や

多様な働き方を選択できる環境づくりなどが

求められていますが、そのための取り組みを

ハードウェアの面からサポートしているのが

株式会社サードウェーブレンタル（以下、サード

ウェーブレンタル）です。

サードウェーブレンタルは、2016 年 12月から

PCのレンタル事業をスタート。従来のレンタル

PC ではオフィスソフトの利用などを主とした

事務作業向けのスタンダート PC しか選ぶ

ことができませんでしたが、サードウェーブ

レンタルではエントリークラスの PC から

高性能なハイエンド PC までを幅広く取り揃え

ているのが特長です。

例えば、プロセッサーであれば最新の第 8 世

代インテル ® Core™ プロセッサー・ファミリー

はもちろんのこと、最上位シリーズである

インテル ® Core™ i9 プロセッサーを選ぶこと

も可能。GPU も GeForce* や Quadro* シリーズ

の各種モデルが選べます。レンタル PC で

あっても高負荷な処理でもたつくことがない

ハイエンド PC が選べるため、ソフトウェアを

開発するエンジニアやクリエイターなども、

生産性を落とすことなく快適に作業できる点

が最大の魅力と言えるでしょう。

以前から、このようなハイエンド PC のニーズ

は一定数ありましたが、汎用性が低いため

レンタル向きの商材とはいえませんでした。

しかしサードウェーブレンタルは、BTOパソ

コンの通販を展開する「ドスパラ」などを

有するサードウェーブグループに属すること

から、「PC 工場や物流センター、倉庫などの

国内設備を共有できるメリットを活かし、これ

まで難しかったハイエンド PC のレンタルを

実現しました」と、代表取締役 社長の西川

典孝氏はその仕組みを解説します。

「利用者のニーズに最大限応えていくことで、

生産性や業務効率の改善をサポートします。

ひいてはそれが、各企業の働き方改革を後押し

することにつながると考えます」（西川氏）。

どんな作業も快適にこなせる最新のインテル ® プロセッサー搭載モデルも用意、
コスト面でのメリットも兼ね備えたハイエンド PC のレンタル事業
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提供ソリューション

● 低スペック PCによる作業効率の低下

● 利用年数の経過による利用 PC の陳腐化

● PC 購入による固定資産の増加

● レンタル形式のインテル® プロセッサー
　 搭載ハイエンド PC

● 処理性能の優れたハイエンド PC で
 　作業効率を向上
● 短期間での機種変更による最新モデル
　 の利用

● レンタルによる経費処理での対応

課 題 導入効果



オフィスと変わらない快適さを
リモートワークで実現する

働き方改革の広がりに合わせて注目されて

いるキーワードのひとつに、自宅やカフェ

など会社のオフィスから離れた場所で業務を

行う「リモートワーク」があります。サード

ウェーブレンタルのハイエンド PC を活用し、

自社のリモートワークを加速させているのが

AOSモバイル株式会社（以下、AOSモバイル）

です。

AOSモバイルでは、BtoC向けのSMSソリュー

ション「AOSSMS*」や企業内のやり取りに

活用されるビジネスチャットソリューション

「InCircle*」などを開発、提供しています。

それぞれが IT を活用してコミュニケーション

を効率化するツールで、時間を有効利用する

という意味では、働き方改革に通じるサービス

といえるでしょう。代表取締役社長の原田

典子氏によれば「働き方改革に向けた取り

組みは政府が旗を振り始める前から進めて

おり、リモートワークも1年ほど前からスタート

しています。各チームでスケジュールを決め、

希望する社員が定期的に自宅で作業するよう

になっています」とのことです。

ただ、「会社から支給されたこれまでのノート

ブック PC はやや古いモデルなので、スペック

的に物足りないと感じていました」と語るの

は、AOSSMS* の開発と運用に携わる SMS

事業部運用チームの小松俊介氏。通常業務

での利用にはそれほど大きな問題はなかった

ものの、ソフトウェアの開発に関連する高負荷

の作業では不満を感じていたようです。

「修正したソフトウェアを仮想サーバーで動作

確認するようなケースでは動作が遅くなって

しまい、最悪の場合は電源が落ちることも

ありました。また、外部ディスプレイを接続

して 2 画面で作業するときも、動作が少し

もたつくと感じていました」（小松氏）。

このような背景から、AOSモバイルではまず

ソフトウェアの開発担当者向けに、サード

ウェーブレンタルのハイエンド PC のレンタル

を実施。小松氏も、プロセッサーにインテル ® 

Core™ i7-7700HQ プロセッサー、GPU に

GeForce* GTX* 1050 Tiを搭載する「GALLERIA 

GAMEMASTER NV*」を利用するようになり

ました。これにより PC の快適さは格段に

向上し、「ストレスはまったく感じませんし、

まだまだ余裕があるように思えます。オフィス

とほぼ同じ感覚で作業できる点が良いです」

と高評価。この実感とともに、「働き方改革

と声高に叫んで自宅からリモートワークをして

も、パフォーマンスが落ちては本末転倒で

す。スタイル先行で働きづらくなっては意味

がないですから、生産性の向上という意味

で、リモートワークには処理能力に優れた

ハードウェアは必須だと感じます」（小松氏）

と指摘します。

固定資産にならないレンタルなら
常に最新モデルの利用も可能

また、小松氏は「開発者としては、PC の買い

替えサイクルが 4～ 5 年では長すぎると感じ

ます。なぜなら、全体のスペックがどうして

も陳腐化してしまうからです」という課題も

挙げます。しかし、例えば最新のインテル ® 

プロセッサーが登場するたびに、会社で購入

した PC を短期間で最新モデルに買い替え

るということは、固定資産の観点などから

現実的ではありません。まして、開発者が

望むようなハイエンド PC であれば、なおの

ことでしょう。こういったコスト面の問題

は、経営者にとっても大きな悩みです。

ところが、レンタル PC であれば会社の固定

資産にはならず経費として処理できるため、

1年や 2 年サイクルでのモデルチェンジも

実現可能です。「長く使っていると動きが遅く

なるだけでなく、トラブルも起きやすくなり

ます。経営者の視点から言って、コストととも

にリスクも削減できるのは魅力的です」と

原田氏も納得の表情を見せます。「出来ること

なら、常に最新モデルを使いたいものです」

と開発者らしい希望を口にする小松氏に

とっても、スペック問題に悩まされないのは

渡りに船。快適な環境で高いパフォーマンス

やモチベーションを維持できれば、生産性

の向上にもつながるといえます。

原田氏によれば、AOS モバイルでは現在、

「世界 を もっと自由に― Liberate the 

world ―」という企業理念を掲げています。

これを踏まえ、「コミュニケーションやプラット

フォームにとらわれない自由な働き方を目

指し、みんながもっと仕事を楽しむことで、

業務効率を上げていきます」と目標を示し

ました。

レンタル PC はコストとともにリスクも削減できるのが魅力
快適な環境ならエンジニアも高いパフォーマンスを維持できる

小松氏が利用するレンタル PC「GALLERIA*」

AOS モバイル株式会社
代表取締役 社長

原田 典子 氏

AOS モバイル株式会社
SMS 事業部　運用チーム

小松 俊介 氏



高性能なノートブック PC の導入が
企業のコスト削減にもつながる

Google Cloud Platform*（GCP）を利用した

クラウド環境の構築などを支援する株式会社

エニシアス（以下、エニシアス）も、自社の

働き方改革にサードウェーブレンタルのハイ

エンド PC を活用している企業のひとつです。

クラウドサーバーの構築などは、顧客先に

出向いて作業することが多いため、ノートブック

PC は不可欠となります。加えて、場所を選

ばず作業できるノートブックPCであっても、

作業効率を上げるためにエニシアスでは以前

からスペックの高い PC が望まれていまし

た。さらに、最近では自社でクラウドサービス

の開発をスタートしたことから、「プログラム

の開発をスムーズに進めるためにも、ハイエンド

PC が必要になっていました」と、クラウド

インテグレーション事業部 事業部長の堀内

省一氏はこれまでの状況を説明します。

また、2014 年 5月に創業したエニシアスは、

この数年で飛躍的に成長したことから、数人

でスタートした社員が現在は 85 名の企業へ

と成長しました。この急成長期には、1ヵ月

で 5～ 6台の新しい PC を用意しなければなら

なかったケースもあったそうです。このとき、

すべての PC を購入して用意するのは得策で

はなかったことから、エニシアスではレンタル

PC を活用した経験がありました。このような

背景があったことも、サードウェーブレンタル

からのハイエンド PC のレンタルを後押し

しました。堀内氏は「自社のスタンスにぴっ

たりハマりました」と実感しているそうです。

エニシアスでは現在、プロセッサーにインテル ® 

Core™ i7-8550U プロセッサー、GPU に

GeForce* MX150 を搭載するハイエンドモデル

「Critea* VF-HEKS」、インテル ® Core™ i5-7200U 

プロセッサーを搭載する「Altair* F-13」、インテル ® 

Celeron®  プロセッサー N3450 を搭載する

エントリーモデル「Altair* VH-AD3L」をレン

タル中。担当者の業務に応じて、複数の

モデルを使い分けています。

「これまで、社員の PC は基本的に購入する

しかありませんでした。しかし、レンタルの

登場によって選択肢の幅が広がったと感じ

ています。ただ、我々がもともと使っていた

ノートブック PC はスペックが低かったため、

作業内容によっては処理で待たされること

が多々ありました。それが作業時間の延長

につながり、結果として残業代に影響してい

たわけです。そういった意味でも、スペック

の優れた PC は以前から望まれていました。

今回、ハイエンド PC をお借りできたことで

作業が時間内に終わるようになったことは、

企業経営のコスト面から見ても大きなメリット

だったといえるでしょう」（堀内氏）。

手間のかかるキッティングにも対応
手元に届いたらすぐに利用できる

そのほか、新しい PC を購入した場合、使い

始める前には初期設定や必要なソフトウェア

のインストール、Windows* の更新などが

必要となります。これらは 1台でも意外に

手間と時間のかかる作業ですが、それが 10 台

あるいは 100 台となった場合はどうなるで

しょうか。無視できない人手とコストが必要

になるのは言うまでもありません。しかし、

こういった問題も、サードウェーブレンタル

では貸出機すべてのキッティングに対応します。

「弊社では、クラウド関連の展示会に出展する

こともあります。こういった場合、展示会の

短い期間だけスペックの高い PC を借りられる

のは非常に助かります。これに加えて、借り

た PC を現場ですぐに使えるのはかなりうれ

しい。Windows* の更新などは思いのほか

時間を取られたりするので、その手間が省ける

だけでも大きいです」（堀内氏）。

今後、場所や時間にとらわれない働き方が

増えてくるだろうと考える堀内氏。働き方改革

の観点からいえば、今後はすべての社員に

ノートブック PC を渡して「ワークバランス

を改善したい」という考えもあるそうです。

実際、エニシアスでは若手の社員が多く、

「子供が生まれたときには、柔軟に働かせて

ほしい」というニーズは高いことから、企業

としてはそういった対応を進めていくなか

で、「今後はそれが常識になるのかもしれな

い」と実感しているそうです。「そういった取

り組みも、レンタル PC を活用することで実

現しやすくなるのでは」と期待感をのぞかせ

ました。

GALLERIA* と raytrek* は、ともにサードウェーブグループの PC ブランド。
GALLERIA* は、ゲーミングにこだわった高性能を追求するモデルを用意。
raytrek* はクリエイティブな制作環境に適したラインナップ。

株式会社エニシアス
クラウドインテグレーション事業部　事業部長

堀内 省一 氏
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デスクトップやタブレットも用意
パーツのカスタマイズも可能

サードウェーブレンタルではノートブック PC

以外にも、さらなるハイスペックが望めるデス

クトップ PC はもちろん、持ち運びがしやすい

タブレット端末やスティック PC なども用意し

ます。PC ブランドとしては、コストパフォー

マンスに優れた幅広いラインナップを取りそ

ろえる「Diginnos*」、ゲーム推奨モデルと

しても利用される高い性能やデザイン性にこだ

わった「GALLERIA*」、写真や映像、音楽、イ

ラストなどのクリエイティブな制作環境を意

識した「raytrek*」が選べます。

レンタルでは、「ドスパラ」で取り扱うモデル

であればすべてのモデルを選択できるほか、

パーツの構成はモデルに応じて一部変更も可能

です。例えばプロセッサーを上位のモデルに

強化したり、メモリーを128GB に増設したり

できるほか、ストレージを HDD から SSD へ

換装したり SSD＋HDD のデュアル構成にした

りといった対応もできます。また、利用用途

を伝えれば、専門スタッフが最適な構成の

PC を提案します。

オプションとしては、液晶ディスプレイや

Microsoft* Office、ウィルス対策ソフトなど

を追加できるほか、近年注目を集める VR 用

ヘッドマウント・ディスプレイも用意します。

また、キッティング・サービスとしては、届い

たらすぐ使えるよう標準で Windows* の初期

設定・更新まで済ませた状態で提供します。

ご要望に合わせて利用者が指定する特定の

ソフトウェアのインストールや設定、クロー

ニング技術などを活用して大量出荷など柔軟

に対応します。

そのほか、レンタル PC は最短 2日で納品可能

で、契約期間も最短 1日から年単位で自由

に設定できます。故障時のさまざまな補償

にも対応し、代替機を無料で速やかに用意する

ので、いざというときも安心です。

他社のソフトウエアと組み合わせた
包括的なソリューションの提案もあり

世の中の流れが「所有から利用へ」というスタ

ンスに変わりつつあると感じている西川氏。

今後はレンタル PC のみならず、顧客が業務で

必要とするすべてのものを、包括的に提供で

きるようなサービスの展開も見据えています。

「弊社のレンタル PCと他社のソフトウェアを

組み合わせ、ひとつのソリューションとして提

供するのもありでしょう。多くの企業に弊社

のサービスを活用してもらい、今後もさらに

顧客の働き方改革やビジネスの拡大に貢献

していきたいと思います」（西川氏）。

多彩なラインナップと柔軟な対応で
ニーズに合った最適な PC をレンタル

故障時に無償で交換

契約途中の解約も可能

PC パーツ
カスタマイズに対応

ハイエンド PC を
低料金で利用可能

レンタルだから
経費で処理できる

最短 2日納品可能


