
パフォーマンス・ ケミカルス（機能化学品）の製造 ・ 販売を手がける三洋化成
工業では、 2002 年から社内 PC をデル製品で統一し、 業務効率を高いレ
ベルで維持できる環境づくりに役立ててきた。 2020 年からは、 デスクトップの標
準機を新タイプの PC 「Dell OptiPlex 7070 Ultra」 へと切り替え、 働く環
境のさらなる改革を推し進めている。

デルのディスプレイスタンド内蔵超小型PCで
働き方改革に資する
理想的なデスクトップ環境を実現
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社内 PC の標準機をデルで統一している三洋化成工業では、机上のワー
クスペースを広くとり、 働きやすさを増すことを目的に、 デスクトップ機について
モニター一体型のオールインワンデスクトップの導入・活用を進めていた。 ただ
し、オールインワンデスクトップは、キッティングに手間がかかるほか、PC 本体
のリプレースと併せて、 まだ現役として十分使用できるモニター部分までをリプ
レースしなければならないといった問題があった。そうした中で社内400 台の
デスクトップ PC がリプレースのタイミングを迎え、 オールインワンデスクトップの
利点と、 通常のデスクトップ PC の利点とを兼ね備えた新たな PC の導入
が急務となった。

ソリューション
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Del l  OptiPlex 7070 Ultra 完全モジュラー型ゼロ 
フットプリント  デスクトップ

Del l  プロフェッショナルシリーズ  P2419HC 23.8インチ 
ワイド  USBーC モニター

• サポート

Del l  ProSupport

• Dell OptiPlex 7070 Ultra は、 専用のモニタースタンドに収
納するタイプの PC。 その採用によって PC 本体の設置スペース

（フットプリント）を実質 “ゼロ” に

• 可搬性の高い Dell OptiPlex 7070 Ultra により、 人の席移
動に柔軟に対応できるデスクトップ環境を実現

• Dell P2419HC によるデイジーチェーン接続により、 マルチモニ
ター環境の実現を簡素化

• オールインワンデスクトップに比べてキッティング作業の労務負担が大幅
に低減。 オールインワンデスクトップのように、 PC 本体のリプレースに
伴い、 まだ現役として使えるモニター部分までをリプレースしなければな
らない無駄も一掃



　三洋化成工業は、 京都に本拠を構えるパフォーマンス・ ケミカルス（機
能化学品）メーカーである。 従業員数は 2,060 名（連結／ 2020
年 3 月 31 日時点）で、 日本を含む世界 7 つの国と地域に生産 ・ 営
業拠点を展開し、 年間で 1,555 億円を売り上げる（2019 年度／
2020 年 3 月期）。
　そうした同社では、 デスクワークの働きやすさを一層向上させるべく、 リプ
レースのタイミングを迎えた 400 台のデスクトップ機を、新タイプのデスクトッ
プ PC 「Dell OptiPlex 7070 Ultra」 に切り替える作業を進めている。

人中心の経営を成長の柱に
　「企業を通じてよりよい社会を建設しよう」 ─。
　このメッセージを社是として掲げ、 「生活 ・ 健康」 「石油 ・ 輸送機」 「プ
ラスチック ・ 繊維」 「情報 ・ 電気電子」 「環境 ・ 住設」 など、 多岐にわ
たる産業に向けたパフォーマンス・ ケミカルスの製造 ・ 販売を手がけている
のが三洋化成工業だ。 手がけるパフォーマンス・ ケミカルスは 3,000 種
を超え、 保持する特許数も 1,000 件以上に及ぶ。 また、 新製品 ・ 新
事業の開発 ・ 立ち上げにも余念がなく、 近年では、 化粧品の事業に
進出し、 中国向けにオリジナルブランドの化粧品 「Cheriage」 の販売
を開始した。 医療の領域では、 非生物由来の新タイプの外科用止血
材の製造を手がけ、 エネルギー／エレクトロニクス分野では、 電極に樹脂
を用いた新型リチウムイオン電池を慶應義塾大学の堀江特任教授と共
同で開発し、 量産化を進めている。
　こうした事業展開を通じて、 より良い社会づくりに貢献する一方で、 社
員一人一人の働く意欲や働きがいを経営の柱とする 「“人” 中心の経営」
を推進しているのも同社の特色だ。
　「当社が人中心の経営方針を打ち出したのはかなり前のことですが、 そ
れからの約 30 年間、 その経営方針に変化はなく、 方針を体現する一
つとして、近年では働き方改革の制度作りや環境作りを進めています」と、
取締役 兼 常務執行役員の山本 眞也氏は言う。
　例えば、働き方改革の一環として、同社では、コアタイムのない完全フレッ
クスタイム制を導入しているほか、 1 時間単位での有給休暇取得も可能
にしている。 在宅勤務制度も従前よりあり、 この制度では上長の承認
があるかぎり、 何日間でも在宅で働くことができる。 　

　これらの制度は、 社員各人の働きやすさを追求したものだが、 それと同
時に、 働く時間や場所の制約によって、 働き方にムダ、 ムリ、 ムラが生ま
れるのを回避するための方策でもある。 実際、 日々の業務からムダ、 ム
リ、 ムラを一掃することは、 同社における働き方改革のテーマの一つとなっ
ている。

デルを選び続けた効果
　上述したような “効率的で無理のない働き方” や “柔軟な働き方”
を追求していくうえでは、 PC の性能がきわめて重要なポイントとなる。 こ
の点に関して、 三洋化成工業 経営企画本部 IT 推進部の主任部員、
大谷 郁博氏は次のような見解を示す。
　「PC は日々の業務に欠かせない道具です。その処理性能が悪ければ、
業務効率は上がらず、故障すれば、効率を上げるどころか、業務が止まり、
それによる負のインパクトは顧客にまで及ぶでしょう。 その意味でも、 働く
環境を整えるうえでの基本は、 製品寿命の最後まで、 壊れずに期待どお
りのパフォーマンスを発揮し続ける PC を選ぶことです。 またそれは、 私た
ちがデル製品を選び続けてきた理由でもあるのです」
　大谷氏の言葉にもあるとおり、 三洋化成工業ではデルの PC を長きに
わたって使い続けている。 1990 年代末からデルの PC を少しずつ使い
始め、 2002 年には、 社内 PC の標準機をデル製品で統一した。 以
来、一貫してデル製品を選び続け、いまでは 2,000 台近いデルの PC が、
研究開発、 生産、 管理などの部門に導入され、 それぞれの業務を支え
ている。
　大谷氏によれば、 同社がデル製品を使い始めた 1990 年末ごろは、
他社製 PC を社内標準機として使っていたという。 ただし、 そのメーカー
は、「見積りを営業が紙で持ってくるし、発注も紙。 メーカー保証も１年で、
修理手配や再インストールなどにかなりの時間を割いていました」 と、 大谷
氏は振り返る。
　そうした中で、 知人の勧めでデルの PC を導入し始めた大谷氏は、 これ
まで使用してきた PC とのあまりの違いに衝撃を受けたという。
　「まず、 製品が丈夫で１年や２年使ったくらいでは故障しません。 万が一
機器故障が発生しても、 デルのカスタマーサポートに電話すれば問題の切
り分けが終えられ、 翌日には問題パーツの交換部品が届きます。 その翌
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日に故障 PC の修理を行うとしても、 3 日で対処が完了します。 見積り
取得も発注も全て Web。 このスピード感は、 それまでとは雲泥の差があ
りました」
　大谷氏によれば、 こうしたデル製品を長期にわたって使い続けてきた結
果、 三洋化成工業は相当のコスト削減効果を手にしているという。
　「私たちの経験に限って言えば、 法人向けデル製品の故障率は 1％程
度で、 5 年後を見据えて適切にスペックを構成すれば、 5 年間は社員
の業務をしっかりと支え続けてくれます。 つまり、 デル製品を採用し続けた
ことで、 PC の保守 ・ 運用の負担を低く抑えることができたということです。
そのTCO（所有総コスト）効果はかなり大きいと言い切れます」

デスクトップの省スペース化を
追求する中で
　一方、 デルの PC を社内標準機として使い続ける中で、 三洋化成工
業では、 デスクトップ PC の省スペース化も積極的に進めてきた。 その目
的の一つは、 デスクワークのスペースを可能な限り広くし、 働きやすさを増
すことだ。 また、もう一つの目的はデスクトップ PC の可搬性を増し、オフィ
ス内での人の席移動をしやすくすることだ。 というのも、 新しい製品づくり
や新事業に積極的に取り組む同社では、 オフィス内での席替えやレイア
ウト変更が比較的多く発生するからである。
　こうした目的の下、 同社がまず導入したのが、 モニター背面に装着可能
な省スペース設計の Dell OptiPlex（780 ／790）だ。 この施策によっ
て、 デスクワークのスペースは広くとれるようになったものの、 PC ・ モニター
周りのケーブルの本数は通常のデスクトップ PC を使う場合と同じで、 ケー
ブル類の取り回しに煩雑さを感じたと大谷氏は言う。
　その煩雑さを解消すべく、同社が次に選択したのが、モニター一体型（オー
ルインワンデスクトップ）の Dell OptiPlex（52 系／32 系）だ。 この
選択によって、 PC ・ モニター周りのケーブル類を大きく減らすことが可能に
なった。
　ところが、 オールインワンデスクトップには 2 つの点で問題があった。 うち
一つは、 導入時のキッティングに手間がかかることだ。 この点について、 実
際にキッティングに携わった IT 推進部の小林 愛佳氏はこう明かす。
　「オールインワンデスクトップのキッティング作業は正直、 大変でした。 理
由は単純で、 製品は重く、 サイズも大きいからです。 キッティングのために
製品を箱から取り出すだけで一苦労でした」
　2 つ目の問題は投資に無駄が生じることである。 この問題について、
IT 推進部 副主任の中山 知紀氏は次のように説明する。
　「モニターの製品寿命は一般的に 10 年とされ、 PC 本体の製品寿命
は 5 年です。 その 2 つを一体化させた製品を、 PC 本体の寿命に合わ
せて購入から 5 年でリプレースしてしまうと、 モニター投資分の 2 分の 1 が
無駄になります」
　これら 2 つの問題に突き当たるなか、 社内 400 台のデスクトップ PC
がリプレースの時期を迎え、 新たなデスクトップ PC を選定する必要に
迫られた。 そのとき、 同社の直面する課題を一挙に解決しうる製品が
デルから紹介され、 大谷氏らは即座にその採用を決めた。 その製品が
完全モジュラー型ゼロ フットプリント デスクトップ 「Dell OptiPlex 7070 
Ultra」 である。

働き方改革に資する先進技術
　Dell OptiPlex 7070 Ultra は、 VESA 規格対応の専用スタンド
内に収納して使うタイプの PC だ ( ただし、 他社製 VESA 規格スタン
ドの場合は背面にマウント ) 。 この PC を専用スタンドに収納すると、
その時点で PC のフットプリントは “ゼロ” となる。 特に、USB-C モニター
「Dell P2419HC」 との組み合わせでは、 OptiPlex 7070 Ultra へ
の給電は USB-C ケーブルを通じてモニター側から行われる。 これにより
OptiPlex 7070 Ultra の電源ケーブルは不要となり、さらにマウスとキー
ボードをワイアレスで接続すれば、 PC ・ モニター周りのケーブル類は基本
的にモニターの電源ケーブルと USB-C ケーブルの 2 本のみとなる。
　「Dell P2419HC と Dell OptiPlex 7070 Ultra の組み合わせ全
体の外観は、 オールインワンデスクトップに見えます。 ただし、 両者は互
いに独立した製品です。 PC 本体とモニターの更新サイクルを別にできる
ので、 更新頻度の低減による手間やコスト削減効果に期待しています」

（大谷氏）。
　同社では、 2020 年内にリプレース対象 400 台のデスクトップ PC

デスクトップ PC 「Dell OptiPlex 7070 Ultra」、 USB-C モニター 「Dell P2419HC」

「業務を支える PC の故障が少ないと
いうことは、 PC の保守 ・ 運用管理
に手間がかからないということです。 そ
の意味で、 壊れにくくて長く使えるデル
製品を選び続けてきた私たちは、 す
でに相当のTCO 削減効果を手にし
ていると言えます」
三洋化成工業株式会社
経営企画本部
IT 推進部 主任部員
大谷 郁博氏
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を Dell OptiPlex 7070 Ultra に切り替える計画で、 うち試験的に
20 台のリプレースを完了させている。 その最初の実効果と言えるのは、
オールインワンデスクトップの導入時と比べて、 キッティング作業の負荷が
大幅に軽くなったことだ。
　「Dell OptiPlex 7070 Ultra 自体はそもそも小型 ・ 軽量です。 そ
れに対するキッティングは、 オールインワンデスクトップに対するそれとは比
べ物にならないほど楽と言えます」（小林氏）。
　また、 Dell OptiPlex 7070 Ultra に対しては現場の評判も上々で
あると、 中山氏は指摘する。
　「Dell OptiPlex 7070 Ultra を見た社員は必ず、 “あれ、 PC はど
こにあるの？”と驚きの声を上げます。その声は歓声に近いもので、誰にとっ
ても自分の作業机からデスクトップ PC の姿が消えるのは快適なことのよ
うです。 その快適さが生産性の向上につながると期待しています」
　さらに、 中山氏は、 Dell OptiPlex 7070 Ultra の排熱効率の良
さにも驚かされたという。
　「Dell OptiPlex 7070 Ultra は長時間稼働させ続けても熱を持ち
ませんし、 ファンも静かです。 これほど小さなサイズで、 この性能は驚異
的です」
　もう一つ、 P2419HC がデイジーチェーンで最大 2 台の外部モニターと
つながり、マルチモニターの環境を容易に、かつシンプルに構成できる点も、
同社の働き方にフィットしていると大谷氏は明かす。
　「当社の中には、 PC を使い、 メールや文書作成などのオフィス系業
務と基幹系業務を同時並行で処理している社員が大勢います。 こうし
た社員は大抵の場合、 業務効率化のために 2 ～ 3 台のマルチモニター
環境で仕事をしていますが、 OptiPlex 7070 Ultra と P2419HC の
コンビネーションによって、 こうしたマルチモニター環境がよりシンプルになり、
かつ簡単に構成できるようになります。 それも、 当社の社員にとってはあ
りがたいことです」
　加えて、 同社にはノート PC を使う社員も多く、 今回も 400 台のデ
スクトップ PC のリプレースと併せて、 600 台のノート PC のリプレースも
行われている。 今後は、 そうしたノート PC のユーザー環境に向けてもデ
ルの USB-C モニターの適用を推進していく構えだ。
　こうした自社の動きを踏まえつつ、 山本氏は次のように話を締めくくる。
　「働く環境をより快適にして社員の生産性を高めたり、 働き方の柔軟
性や多様性を向上させたりするには、 先進技術の活用が必要不可欠
だと見ています。 これからもデルには、 Dell OptiPlex 7070 Ultra や
Dell P2419HC のように、 先進的で優れた製品 ・ 技術を選り抜き提
供していただきたい。 私たちもそうした技術を躊躇なく取り入れていくつも
りです」

左から、 三洋化成工業の小林氏、 中山氏、 山本氏、 大谷氏。

「働き方の柔軟性や組 織の機動
力、 パフォーマンスの向上に向けて、
OptiPlex 7070 Ultra のような革
新的な製品や技術を躊躇なく取り入
れるのが私たちのやり方です。 デルに
はこれからも、 私たちの取り組みを前
進させる優れた製品 ・ サービスの提
供を期待しています」
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