
「OneDrive」のセキュリティーと使いやすさを向上させて、どこにいても仕事ができる環境を。
働き方改革の課題が山積するなか、「Flex Work Place」は、新しい働き方の実現に貢献していきます。

「OneDrive」のセキュリティーと使いやすさを向上させて、
どこにいても仕事ができる環境を。
働き方改革の課題が山積するなか、「Flex Work Place」は、
新しい働き方の実現に貢献していきます。

OneDriveの活用で、
働き方に広がりを。



デスクトップ

お気に入りドキュメント

ピクチャダウンロード

アドレス帳 …

デスクトップ

お気に入りドキュメント

その他の領域

ピクチャダウンロード

アドレス帳 …

クラウドにすべてのデータがあれば安全で、便利です。
その反面、「従来の操作と変わる」「慣れるまで大変」とお考えではありませんか？

月額／¥500～で解決!

データをすべてOneDriveに集約
生産性向上とセキュリティー対策を同時に実現

操作性・
セキュリティー面が

心配

OneDriveでデータを運用
セキュリティー向上とマルチデバイス対応を実現

Passage Driveは、Windowsの操作感そのままにユーザーデータをOneDrive for Businessへ自動的にリダイレクトします。
PCのローカルキャッシュデータは自動的に削除されるため、PCのセキュリティー強化にもつながります。

！ ！インターフェイスに慣れる
まで時間がかかる

同期したデータが
ローカルに残ってしまう

マルチデバイス
PassageDrive未搭載の
端末からも参照可能。

ユーザープロファイル

リモート共同作業
ファイルを
リアルタイムで共有可能
同時編集も可能に。

！ ！Webブラウザベースだと
動作にもたつきが生じる

情報システム部門が
必要な機能を有していない

今までは

OneDrive
for Business

データはローカルに存在
するように見えて、実体
はすべてOneDr ive上に
存在する。

自身のユーザープロ
ファイルは今まで通り
同じように利用可能。

Cドライブ等の
ローカルディスクは書込み禁止。

Cドライブ



キャッシュされ
ているファイル
をリアルタイム
に確認できる。

Passage Drive
導入のメリット

導入はとても簡単！

基本動作

シームレスな操作感
Windowsの操作感はそのままで、ユーザーの生産性に影響を与えません。
OneDrive for  Businessによりデータ保全も安心です。

部門単位での導入がラク
Active Direc tor yを利用していない企業でも部門単位で気軽にご利用いただけます。
専用のファイルサーバーを準備する必要もないため、すぐに利用開始できます。

スムーズなデータ移行
ローカルHDDには一時的なキャッシュデータのみが保存される形となるため、
PCのデータ移行も簡単です。
Feature Update時のトラブル低減にもつながります。

OneDriveのグループポリシーなど複雑な知識は一切必要ありません。

管理ツールから
カスタムインストーラを生成。

PCでインストーラを実行

入力作業は一切なしで約1分で完了！

クローニングやプロビジョニング
パッケージによる自動化可能。

初回ログオン時に
ユーザーにて

OneDriveを構成する。

管理者の作業 ユーザーの作業

各PCでの作業全社PC共通の作業

　　は、ファイルの実体がローカルにない。
（キャッシュされていない）

　 は、ファイルがキャッシュ
された直後の状態。

ファイルを
開くと
キャッシュ
状態に

キャッシュされたファイルは、一定時間（任意）経過後にOneDrive上のデータと
同期したうえで削除されます。



Flex Work Place Passage Drive 価格・機能一覧
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お問い合わせ

Flex W
ork Place
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OneDriveとのオンデマンド同期 ✓
OneDriveへのユーザーフォルダの移動 ✓
ローカルデータの移行 ✓
企業のOneDrive以外の利用禁止 ✓
ローカルHDDの保護（C:\不可視化、書込禁止） ✓
「このデバイスで常に保持する」の利用禁止 ✓
キャッシュの自動削除 ✓
キャッシュファイルの確認（Plateによる一覧表示） ✓
OneDrive利用の強制（ワンタイムワークスペース） ✓
クラウドポータルからのアップデート ✓

スタンダード
￥500／月・ユーザー

https://www.yrl.com/



Windows  10  の運用で、
ビジネスにスピードを。

Windows 10 の運用を、より効率的に、より安全に。
Flex Work Placeは、情報システムが抱えるさまざまな課題に対して、
解決できる最適なサービスを提供。
働き方を革新し、新しい価値を創出していきます。



メリット

しかしデメリットも

従来のやり方では、運用が大変

Windows 10 は、半年毎に大型アップデート（Feature Update）が提供されます。
提供されたアップデート（バージョン）は、最大18カ月までサポートされます。

従来のPC運用の常識が一切通用しない
Windows 10

月額／¥200～で解決!

最新のテクノロジーが
常に利用可能になる

ネットワーク負荷をかけず、
アップデータを展開。

Unifierサーバー
（お客さま内に設置）

ダッシュボード

お客さまサイト

Feature Update
Quality Update

管理者の負担を大幅に削減
Windows 10 運用支援ソリューション

ネットワーク負荷をかけずにFeature Updates(大容量データ)配布が可能です。
管理者によるPCのアップデート状況管理が可能となり、Windows 10 アップデート運用負荷を下げることができます。

イノベーションの促進、
生産性の向上を可能に

半年ごとに
大きなアップデートを実施

アプリの動作確認から
マスタの再作成など
運用工数が増大する



Validation Ring
（検証）

Pilot Ring
（先行）

Broad Ring
（本格展開）

FU QU

FU QU

ダッシュボード機能

キャスト機能

ユーザー通知機能

半年に1回の短周期 従来のテストは無理
Microsoft は、パイロット運用を推奨
検証環境での確認は最低限にして、本番環境へなるべく早く展開して、問題を抽出します。

ネットワークの負荷を効率化する必要がある
大きなアップデータを分割、PC間で共有、伝搬することでネットワークの負荷を低減。
アプリケーションの配布も可能です。

ユーザーのタイミングでアップデートを実行
Windows 10 のFeature Updateは、SSDで約40分、HDDで約3時間ほどかかります。
不意のアップデートで、ユーザーの時間を奪ってしまう可能性があります。

どのPCがアップデート済みなのか？
グループ単位でバージョンがそろっているか？
そもそもアップデータが着信しているのか？
ダッシュボードで見てすぐわかる！

異なるWindows 10
バージョンが混在する

どこまで新バージョンに
したかわからなくなる
管理がとても大変

最低限アップデートできることを
検証環境で確認。

限られたユーザー（Pilot）に展開し、
動作確認を行い、徐々に適用範囲を
広げていく（Broad）。

一定 期間、ユーザーが
アップデートを実施しな
い場合は、強制的に適用
され、漏れを防ぐ。

最初にアップデータを受け取った
PC（指定可能）が同じセグメントの
PCへアップデータを伝搬させ、
NWを効率的に使う。

アップデートの準備が完了すると、
ユーザーにメッセージで通知。
ユーザーの任意のタイミングでアップ
デートできる。

アップデートを実施するまで、
定期的にメッセージする。

Unifier Castなら！

大きなアップデータは分割
して配信される。複数の
PCから並列で受信し、高
速化することが可能。

拠点A 拠点B

他拠点に移動しても、
別のPCから残りのデータを
継続受信可能。
モバイル・テレワークに最適。
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Flex Work Place Unifier Cast 価格・機能一覧

Flex Work Place Unifier使用権 ✓
マスタサーバー使用権 ✓
スレーブサーバー使用権 ✓
PCインベントリ収集機能 ✓
ダッシュボード機能 ✓
キャスト機能（ネットワーク負荷分散機能） ✓
ユーザー通知機能 ✓
アップデータ、アプリの配布 ✓
リモートサポート支援機能 ✓

Feature Update、Quality Updateのパッケージ作成代行 ✓
ソフトウエアサポート ✓

スタンダード
￥200／月・デバイス

https://www.yrl.com/
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