
ネットワーク
経由でも

USBメモリ
でも

ケーブル
でも

ファイナルパソコン引越し
　業種別事例集

カンタンで、柔軟な移行方法



Type 　情報システム部門が移行作業を担当

既存社内ネットワーク環境の移行

１



3　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

　全世界向けに自動車の部品を供給するサプライメーカー

　・拠点数：全世界に合計35拠点

　・従業員数：45,100名

 課題

● 3,200台のPCの環境移行

● 拠点ごとにPC環境が異なる

● 数千種類のアプリがインストールされている

● OSアップグレードのみのPC、OSの異なる新マシンへの環境移行が必要なPCなどPC

によって移行内容が混在

情報シス部門が移行担当



4　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

3,200台の異なる環境のPCを11週間で移行

9,500時間の時間・3億8,400万円のコスト削減

環境移行ルール適応

OSアップグレードルール適応

共有サーバー

情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール

【引越しルール設定】

・2500台は新マシンへの環境移行

・700台はOSアップグレード

管理用PC



5　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

　世界各国に拠点をもつ証券会社

　・拠点数：全世界に合計500拠点

　・従業員数：3,300名

 課題

● 1,000台のPCの環境移行

● 拠点、部門ごとにインストールされているアプリが異なる

● 従来は各拠点のITスタッフにマニュアルを配布し作業させる

→スタッフごとにスキルにばらつきがあるため、本部への問い合わせが殺到し

　情報システム部門の負荷増大

情報シス部門が移行担当



6　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行 情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール

【引越しルール設定】

・部門、拠点ごとに個別ルールを設定

現地ITスタッフの負荷を減らし問合せ回数を激減することにより

移行プロジェクトの人件費４０％削減

共有サーバー

部門A用
データ移行ルール適応

部門B用
データ移行ルール適応

現地スタッフは

ワンクリック
のみ

管理用PC



7　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

　大手通信会社

　・拠点数：22拠点

　・総従業員数：41,100名

　・通信事業における占有率は第２位

 課題

● 1,700台のPCの環境移行

● 試験的に92台をピックアップし移行時間を検証したところ、想定以上の時間を要する事

が判明

→移行作業時間の削減が命題

情報シス部門が移行担当



8　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

共有サーバー

情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール

【引越しルール設定】

・全PC共通のルールと各PC用の個別ルー

ルを設定

17,000台のPCのデータ移行自動化に成功

個別ルール
B適応

全PC共通ルール適応

個別ルール
A適応

個別ルール
C適応

管理用PC



9　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

 課題

● 200名のスタッフが毎回40〜50台のPCを環境移行

● 旧マシンデータをネットワークドライブに転送後、新マシンでデータを取り出す方式

● リスクに備え、移行データを30〜60日間保存しておく必要がある

→大規模ネットワークシステムが必要であり、またネットワークへの甚大な負荷が

　懸念される

情報シス部門が移行担当

　総合大学

　・拠点数：全米50州にキャンパスが点在

　・生徒数：２万人（120カ国出身）

　・11学部、大学院、専門学校合わせ4,000コースを用意



10　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行 情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール

【引越しルール設定】

・PCごとの移行ルールを設定

・データ移行を自動化

複数台同時作業・職員自身でのデータ移行作業の実現により

1台あたり3時間・少なくとも合計135時間の短縮

職員自身による
データ移行可能

複数台同時
データ移行可能

旧マシン 新マシン

管理用PC



Type 　情報システム部門が移行作業を担当

作業用仮ネットワークの構築

2



12　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

作業用仮ネットワークの構築

 課題

● 1,800台のPCを環境移行

● メールデータの移行（アカウント設定自体は従業員が担当）。暗号化解除後、旧マシン

データをイントラネットに転送し新マシンでデータを取り出す方式

● PC1台あたり移行に1.5時間必要、在籍するSE2名では全PCの対応に6年必要

→深刻なスタッフ不足であり、増員も検討

情報シス部門が移行担当

　コールセンター代行・人材派遣事業会社

　・従業員数：400名

　・派遣スタッフ数：1,400名



13　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

作業用仮ネットワークの構築 情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール
【引越しルール設定】

・デスクトップ環境、マイドキュメント、
　お気に入りをそのまま移行
・暗号化されたメールデータも移行

暗号化されたデータもそのまま移行できるので

1800台のPCを短期間でデータ移行完了

暗号化データ
も

そのまま移行

旧マシン 新マシン
管理用PC



Type 　情報システム部門が移行作業を担当

社内ネットワークに制限がある場合

3



15　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

社内ネットワークに制限がある場合

 課題

● 1,300台のPCを環境移行

● WindowsXPマシンからからWindows7マシンへの移行

● 独自開発したアプリケーションが存在、この移行作業を外部に依頼すると1,000万円の

費用が必要

情報シス部門が移行担当

　全国展開するホテルチェーン

　・従業員数：1,300名



16　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール

【引越しルール設定】

独自開発アプリケーションは移行必須

独自開発アプリケーションの移行費用を大幅削減

旧マシン

新マシン

USBメモリに
移行ルールと

移行実行ファイルを
保存

LANクロスケーブル
で接続

USBメモリを
両PCにで読み込み

ファイル実行

社内ネットワークに制限がある場合

管理用PC



Type 　情報システム部門が移行作業を担当

キッティング計画がある場合

4



18　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

キッティング計画がある場合

 課題

● 180台のPCを環境移行

● WindowsXPマシンからからWindows7マシンへの移行

● 仮のLAN環境を構築し、休日にキッティング作業での環境移行を計画

→1週あたり最大20台の移行が限界、時間がかかりすぎる

情報シス部門が移行担当

　システム開発会社

　・従業員数：970名
　・通信会社のシステム開発を請負



19　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

情報シス部門が移行担当

手作業で環境移行する場合

18日かかる想定の作業を3日で実現

キッティング計画がある場合

IPアドレス、共有フォルダ設定

ファイナルパソコン引越し

で環境移行する場合

移行データのデータ位置確認

暗号化の解除

メールデータのエクスポート

アプリケーションのインストール

データ移行実行

データのアクセス権を確認

移行データの確認（ファイル数、容量など）

IPアドレス、共有フォルダ設定

移行ルールの設定

新マシンで「ファイナルパソコン引越し」実行

旧マシンで「ファイナルパソコン引越し」実行

あとはツールが
データを自動移行



Type 　情報システム部門が移行作業を担当

遠隔作業による環境移行

5



21　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

遠隔操作による環境移行

 課題

● 全世界に分散された1,400台のPCを環境移行

● OSアップグレードのみのPC、OSの異なる新マシンへの環境移行が必要なPCなどPC

によって移行内容が混在

情報シス部門が移行担当

　北米、欧州、アジア等グローバルに事業

　を展開しているトラクターの製造会社



22　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール
新マシンにインストールし、現地へ送付

新PC1台あたり2〜4時間削減、OSアップグレード1台あたり1時間削減

旧マシン新マシン

OSアップグレード
データ移行

管理用PC

新マシンへインストール

旧マシン用
実行プログラム作成 共有サーバー 旧マシン

新マシンへデータ移行

遠隔操作による環境移行

本社からの
遠隔操作

　送付



 Type 　一般の従業員が移行作業を担当

既存社内ネットワーク環境の移行

6



24　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

 課題

● 2,200台のPCを環境移行

● 担当スタッフは4名

● 従来は各拠点のITスタッフが、ファイルサーバー経由で手動コピーを行うか、ファイル

共有設定の上LANクロスケーブルで移行作業を実施

→スタッフごとにスキルにばらつきがあるため、本部への問い合わせが殺到し

　情報システム部門の負荷増大

 従業員が移行作業を担当

　地域情報を発信している出版会社

　・拠点数：全国22拠点　
　・従業員数：3,000名



25　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

ファイナルパソコン引越し

を用いた

データ移行マニュアル作成

カンタンな操作のため、従業員各自が移行作業の一部を実施できた事により

情報システム部門の負荷を大幅削減

既存社内ネットワーク環境の移行  従業員が移行作業を担当

・メールデータ
・メールの環境設定
・ユーザデータの移行

旧マシン 新マシン
送付

マニュアルを参照しながら
従業員各自が設定

簡単な設定のみ
で移行自動化



26　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

 課題

● 年間900台のPCをアップグレード

● 従来はIT部門が、リモートデスクトップを用いて手動でアップデートを実施

● 機密性の高い個人情報を扱っており、独自開発アプリケーションの移行必須

→データ移行時のサポートや、移行後セットアップの問題解決のサポートにより

　IT部門の負荷増大

 従業員が移行作業を担当

　自治体のヘルスケア部門

　・ユーザー数：年間340,000人



27　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

既存社内ネットワーク環境の移行

問合せが1/30に減少、PC1台の移行サポート時間2〜3時間削減

全体で2,700時間の工数削減

リモートデスクトップで

ファイナルパソコン引越しインストール

管理用PC

 従業員が移行作業を担当

旧マシン 新マシン

現地のマシンを
本社から
遠隔操作



 Type 　一般の従業員が移行作業を担当

社内ネットワークに制限がある場合

7



29　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

社内ネットワークに制限がある場合

 課題

● 年間900台のPCをアップグレード

● 従来は、旧レンタルPCを本部へ送付し、本部で設定した新PCを各支店に送付

● 新マシン支給のたびに本部への問い合せが殺到

→対応時間の削減が課題

 従業員が移行作業を担当

　全国に支店を構える保険代理店



30　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

情報シス部門が移行担当

ファイナルパソコン引越し

インストール

新マシンの輸送コスト削減

カンタンな操作のため、従業員従業員1人につき平均5回あった問合せが大幅に減少

旧マシン

新マシン

USBメモリに
移行ルールと

移行実行ファイルを
保存

USBメモリを
両PCにで読み込み

ファイル実行

社内ネットワークに制限がある場合

管理用PC

新マシンは
支店に直送



 Type 　外部SIerが移行作業を担当

厳格な管理下のPC

8



32　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

厳格な管理下のPC

 課題

● 150台☓10拠点のPCを環境移行

● データが暗号化されたメールソフト数種類

● 従来は、旧PCから取り出したデータの暗号化を解除し共有ストレージに保存した後、

再びデータを暗号化し新PCへデータ移行

● 情報漏えい防止のため暗号化を解除しないでの移行が必要

　電気工事請負会社

　・拠点数：10拠点
　・従業員数：1,400名

SIerが移行を担当



33　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

ファイナルパソコン引越し

インストール

【引越しルール設定】

・暗号化されたメールデータをそのまま移行

暗号化されたメールデータもそのまま移行できるので

150台のPCを3日でデータ移行完了

移行時
暗号化解除

は
必要ないので
そのまま移行

旧マシン 新マシン管理用PC

厳格な管理下のPC SIerが移行を担当



 Type 　様々な状況下での移行作業

社内ネットワークに制限がある場合

9



35　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

社内ネットワークに制限がある場合

 課題

● WindowsXPマシンからWindows7マシンへの移行

● 同一IPアドレスのPCはネットワークに繋ぐことができないものの、業務上旧マシンと同

一のIPアドレスを使って新マシンへのデータ移行が必要

　ITサービスベンダー

　・従業員数：100名

様々な状況下での移行



36　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

ファイナルパソコン引越し
ストレージサーバー

同一IPアドレスのPCのデータ移行作業に成功

個別ルール
適応

社内ネットワークに制限がある場合 様々な状況下での移行

同一IPアドレスの
新マシンへデータ移行

新マシン

ファイナルパソコン引越し
ネットワークストレージ

へデータ移行

旧マシン



 Type 　様々な状況下での移行作業

NAS経由でのOSアップグレード

10



38　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

NAS経由でのOSアップグレード

 課題

● WindowsXPからWindows7へのOSアップグレード

● XPにダウングレードしたPC内のデータを残したまま、Windows7にアップグレードしたい

→XPから7へのアップグレードはMicroSoftのサポート対象外

→ダウングレードPCを、リカバリーディスクを使ってWindows7に戻すと

　データが全部消えてしまう

　サポート業務を行う事業会社

　・従業員数：120名

様々な状況下での移行



39　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

NAS

OSアップグレード作業時間を約120時間削減

個別ルール
適応

NAS経由でのOSアップグレード 様々な状況下での移行

Windowsアップグレード後
NAS上のデータを戻す

ファイナルパソコン引越し

インストール

NASへデータ移行

外付け媒体経由での
OSアップグレード

をサポート

1台1台移行設
定しなくてOK



 Type 　様々な状況下での移行作業

アップグレードアシスタント機能でのOSアップグレード

11



41　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

アップグレードアシスタント機能でのOSアップグレード

 課題

● WindowsXPからWindows7へのOSアップグレード

● PC内のデータを残したまま、Windows7にアップグレードしたい

● 外付けハードディスクの使用禁止

　情報システム構築請負会社

　・従業員数：500名

様々な状況下での移行



42　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

OSアップグレード作業時間を約500時間削減

NAS経由でのOSアップグレード 様々な状況下での移行

Windowsアップグレード後
内蔵ハードディスク上のデータを戻す

ファイナルパソコン引越し

インストール

PCの内蔵ハードディスク

へデータ移行

1台1台移行設
定しなくてOK



 Type 　様々な状況下での移行作業

PCが起動しなくなった場合の移行

12



44　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

PCが起動しなくなった場合の移行

 課題

● 起動しなくなったマシン（WindowsXP）から新マシン（Windows7）へのデータ移行

● 外付けハードディスクの使用禁止

　デザイン会社

　・従業員数：50名

様々な状況下での移行



45　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

Oパソコンのハードディスクが壊れていなければ

起動しなくなったPCからアプリ・データ・設定環境などを移行可能

PCが起動しなくなった場合の移行 様々な状況下での移行

起動しなくなったPCの ハードディスクを取り出す

専用ケースにハードディスクを入れる

専用ケースを新マシンに接続し
ファイナルパソコン引越インストール

ケースを新マシンに接続

新マシン

イメージアシスタント機能
でデータ移行



46　ファイナルパソコン引越し業種別事例集

AOSデータ株式会社  会社概要

設立 2015年4月1日

資本金 9,000万円

代表取締役社長 春山 洋

事業内容

データバックアップ事業 AOSBOX
データ復旧事業

データ移行事業

データ消去事業

所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MT森ビル4F



ネットワーク
経由でも

USBメモリ
でも

ケーブル
でも

ありがとうございました 

ファイナルパソコン引越し業種別事例集

カンタンで、柔軟な移行方法


