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昨今、「働き方を変えないと、日本の今後の成長が危ういのではないか？」ということで、政府も「働き

方改革の実現」に向けて活発に議論を行い、働き方に変革を起こそうとしていることは、皆さまもご存じ

のところと思います。 

 

以下のスライドは、働き方の観点で、日本が直面している課題をデータで整理したものになります。生産

年齢人口が 1990 年代の終わりより加速度的に減少しています。これを背景に、政府は「少子高齢化対

策」を講じていますが、それらはあくまでも中長期的な施策であって、いかに短期的に労働の全体「量」

を確保していくか、それを実現するために、例えば育児や介護が必要な社員が、休職や退職をしなくても

「いつでも、どこでも」仕事ができるテレワーク制度を導入し、労働の「量」を確保している企業も多く

あります。 

 

この労働の「量」の確保も引き続き重要であって、取り組むべきことなのですが、このスライドで労働生

産性、労働時間の国際比較のデータが示している通り、日本の労働生産性の低さ、長時間労働に鑑みます

と、労働の「質」をいかに高めるかが日本の国際競争力を強化するために重要です。 

 

 

日本が直面している課題 

 



そして、「働き方改革」をより効果的に推進するには、デバイスの環境整備も重要となってきます。最新

の Office、Windows、そしてデバイスで実現する働き方が、マイクロソフトが提唱する ”モダン ワーク

プレース” です。この ３ つのコンビネーションにより、安心安全な環境で社員がより一層活躍するため

の働き方を支援させていただくことで、以下の 4 つのメリットを最大限ご享受いただくことができると

マイクロソフトは考えています。 

 

 創造力の発揮 

 チームワークの強化 

 シンプルな管理 

 セキュリティ対策 

 

Tech Summit 2017 のプロダクティビティ トラックでは、政府推進の「働き方改革」の最高の担い手で

ある Microsoft 365 のコンポーネントのアプリケーション、Microsoft 365 のセキュリティについてご

紹介します。 

 

 

プロダクティビティ 

 

1 労働の「量」の確保 

労働の全体「量」を確保するために、働く場所に依存せずに「いつでも、どこでも」社員が仕事ができる

ワークスタイルを実現することが急務となっています。働き方の多様化に Office がどのように応えるこ

とができるのかにご興味がおありの方には、以下の ２ つのセッションがおすすめです。 

 

PRD007 - クラウド時代の Office で働き方改革を加速！ ～常に最新の Office 365 ProPlus の導入から活用ま

で～ 

 

PRD005 - 脱「固定電話」2020 年代に向けた企業向けクラウド Voice の最新と将来展望 

 
 
2 労働の「質」の向上 

労働の「質」を高め、国際競争力を改善するためには、社員一人ひとりの業務生産性をいかに向上さ

せるとともに、チーム間のコラボレーションとプロジェクト管理を円滑に行い、データに基づいて迅

速に意思決定を行うことが必須です。またその結果、労働の「質」が向上したのかを判断するには、

社員の働き方を可視化する必要があります。まさにそれらを実現したいとお考えの方は、以下の ４ 

つのセッションをご覧ください。 

 

PRD002 - Office 365 で実現する企業コラボレーションの新基軸 - IT 部門が今期注目すべき技術トレンドと展

開方法 - 

 

PRD003 - 導入のエキスパートが語る、明日からできるプロジェクト管理！ ～ Project Online 環境構築手法詳

細と、その活用について 

 

PRD004 - ビジネスの見える化で意思決定を劇的に早める！Office 365 の Power BI、活用虎の巻 

 

PRD001 -「新・働き方 AI」によるピープル・アナリティクス - 全社働き方改革を強力に推進 - 
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セキュリティ 

 
成果を生み出せるビジネス環境のベースとなるのはセキュリティです。サイバー攻撃に代表される外から

の脅威だけでなく、誤操作やうっかりミスを含めた組織内からの情報流出もリスクとして認識する必要が

あります。以下のセッションをご覧いただけば、Microsoft 365 が提供する包括的なセキュリティ ソリ

ューションについてご理解いただけます。 

 

PRD006 - ビジネスを支えるセキュリティ～Microsoft 365 で今すぐ安心安全な環境へ～ 

 

 

デプロイメント & マネジメント 

 

新しい働き方を実現するモダン ワークプレースという新しい考え方。Windows 10 は最新のデバイスや

クラウドサービスと組み合わせることで、このモダン ワークプレースを実現します。また標的型攻撃な

どの脅威が増す中で、Windows 10 は場所と時間を問わずに最新のセキュリティ機能を提供します。進

化した Windows 10 が提供する新しい働き方と最新機能、そして最新活用方法をぜひ実感ください 

 
DEP001 - ここまでできる！ Windows 10 のクラウド展開・管理 

 

DEP002 - お待たせしました！Windows Defender Application Guard 

 

DEP003 - 次世代セキュリティ！Windows Defender Exploit Guard 

 

DEP004 - 最新のサイバー攻撃対策、Windows Defender ATP 徹底解説します！ 

 

 

Microsoft HoloLens 

 

発売から半年が過ぎ、多くの開発者、法人のお客様にご利用をいただいている HoloLens。今回の Tech 

Summit 2017 では、先日発表した Mixed Reality 認定パートナー様のソリューションを初めてご紹

介、そして、なんと会場で体験することができます。Mixed Reality の最新デバイスやぜひご自身で

Mixed Reality の可能性を体感ください！ 

 

安心安全な環境で社員がより一層活躍するための働き方を支援させていただくマイクロソフトの ”モダン

ワークプレース” をご堪能ください。 
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時間 セッション名 登壇者 

【DAY2】 

15:10 – 16:00 

PRD007 - クラウド時代の Office で働き方改革を加速！～常に最新の Office 365 ProPlus 

の導入から活用まで～ 

杉山 彰 

広瀬 友美 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY2】 

11:30 – 12:20 
PRD005 - 脱 「固定電話」 2020 年代に向けた企業向けクラウド Voice の最新と将来展望 

黄瀬 隆律 

八木沼 剛一郎 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY1】 

13:55 – 14:45 

PRD002 - Office 365 で実現する企業コラボレーションの新基軸 - IT 部門が今期注目すべ

き技術トレンドと展開方法 - 

島影 瑞希 

菅野 亜紀 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY1】 

17:40 – 18:30 

PRD003 - 導入のエキスパートが語る、明日からできるプロジェクト管理！～ Project 

Online 環境構築手法詳細と、その活用について 

杉森 祐 氏 
株式会社テクノプロ テクノプロ・

エンジニアリング社 

【DAY2】 

16:25 – 17:15 

PRD004 - ビジネスの見える化で意思決定を劇的に早める！Office 365 の Power BI、活用

虎の巻 

川原 純一郎 

佐野 康弘 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY1】 

11:30 – 12:20 

PRD001 - 「新・働き方 AI」によるピープル・アナリティクス - 全社働き方改革を強力に

推進 - 

小柳津 篤 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY1】 

16:25 – 17:15 
PRD006 - ビジネスを支えるセキュリティ～Microsoft 365 で今すぐ安心安全な環境へ～ 

小町 紘之 

広瀬 友美 

日本マイクロソフト株式会社 

【DAY1】 

11:30 – 12:20 
DEP001 - ここまでできる！ Windows 10 のクラウド展開・管理 

鳥居 史明 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY2】 

09:00 – 09:50 
DEP002 -お待たせしました！ Windows Defender Application Guard 

太田 卓也 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY1】 

15:10 – 16:00 
DEP003 - 次世代セキュリティ！ Windows Defender Exploit Guard 

胡口 敬郎 
日本マイクロソフト株式会社 

【DAY2】 

15:10 – 16:00 
DEP004 - 最新のサイバー攻撃対策、Windows Defender ATP 徹底解説します！ 

渡邉清 
Microsoft Corporation 


