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この資料の概要

このプランニング・ガイドでは、適切なモバイルデバイスを導入することで、企業全体の生
産性を高めると同時に懸案となる、外出先などで企業の機密データやデバイスを保護す
るために不可欠なセキュリティーを確保する方法について説明します。

ビジネス向けの高性能なデバイス上で従業員が求める柔軟性を実現することによって、企
業ごとにカスタマイズされているシステム環境でのリスクを軽減し、ネットワーク上の管理
されていないデバイスの数を最小限に減らすことができます。第 4世代インテル® Core™ 
vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載モバイルデバイスは、ユーザーが求めるパフォーマン
ス、スタイル、フォームファクターで、ビジネス上のセキュリティー要件および管理要件を満
たすことを目的に設計されています。
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セキュリティーと効率性を強化するインテルガイド



目 次 3 企業におけるモバイル化

3 PCのアップグレードによるリスクの軽減

5 互換性のあるテクノロジーの選択

6 従業員が求める柔軟性の提供

8 セキュリティーと管理機能の強化

9 ビジネスの将来に向けた対応

10 詳細情報のリソース



3 Intel IT Center　プランニング・ガイド  |  エンタープライズ・モビリティー：モバイルユーザーの生産性を向上

企業におけるモバイル化

モバイルデバイスの登場は大きな変化をもたらしました。適切な認証
情報を設定すれば、従業員は遠隔地のオフィス、取引先、出張先、自
宅など、いつどこにいても仕事ができます。企業ネットワーク、Web、ク
ラウドを通じてアクセス可能なデータがモバイルデバイスと結びつくこと
で、ビジネスの生産性は格段に向上し、最新情報へのアクセス、同僚
や顧客との継続的なやり取り、クラウドサービスを利用した共同作業や
業務の迅速化が実現します。

しかし、生産性の大幅な向上をもたらす一方で、急速な進化を遂げて
いるこの環境は、その複雑さも増しています。複数のデバイスを使用す
ることでセキュリティー・リスクや管理上の課題が生じ、IT部門には、必
要な保護と従業員が求める柔軟性との両立が求められます。従業員
は、会社から支給されたデバイスのモビリティーが不十分であると感じ
ると、個人所有のデバイスでその不足を補おうとします。米国だけでも、
従業員の 77%が携帯電話を、39%がノートブックPCを、61%がタ
ブレットを使用するなど、職場においても個人所有のデバイスが数多く
使用されています。1

本ガイドの目的

本ガイドの目的は、適切なモバイルデバイスの導入によって、外出先
で企業の機密データやデバイスを保護するために欠かせないセキュリ
ティーを確保しつつ、企業全体の生産性を高める方法について説明す
ることです。

すでに社内 IT環境で利用されている PCをアップグレードする場合で
も、据え置き型デスクトップ PCのコンパニオン・デバイスとしてモバイル
PCを順次導入する場合でも、本ガイドをご覧になれば、貴社のビジネ
スに最適なソリューションを見つけることができます。従業員が望むレ
ベルのモビリティーを提供できるかどうかは、仕事がすぐに完了するか、
翌営業日まで延びるかなど、具体的な結果の違いとなって表れます。

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載モバイ
ルデバイスは、ユーザーが求めるパフォーマンス、スタイル、フォームファ
クターによって、ビジネスにおけるセキュリティー要件および管理要件を
満たすことを目的に設計されています。

PCのアップグレードによるリスクの軽減

ほとんどの企業では、従業員所有のデバイスと会社支給のデバイスが
混在した複雑な環境を管理しており、両方のデバイスの間でエンター
プライズ・アプリケーションやワークフローを標準化しようという取り組
みが進められています。しかし、これは容易なことではありません。複
数のプラットフォームとオペレーティング・システム（OS）上で複数のデ
バイスを動作させることは、データおよびデバイスの保護から法的リス
ク /財務的リスクの対処まで、重大で複雑な課題を IT部門にもたらし
ます。

状況を複雑化させているのが旧式のレガシーPCであり、メンテナンス・
コストやサポートコストが増大する要因にもなっています。こうしたクラ
イアントや保護されていない個人デバイスは、拡大を続ける現在の複雑
なセキュリティー上の脅威に対処しきれない場合があります。さらに事
態を悪化させているのは、企業ネットワークにアクセスする数多くの無
許可デバイスの存在であり、IT部門にとって、そうした把握していない
デバイスの保護や管理は不可能です。

最新テクノロジーでセキュリティーを強化し、 
ユーザーの満足度も向上

戦略的なアプローチのもとで組織内のデバイスをアップグレードすれ
ば、それぞれのワークスタイルに合ったモバイルデバイスを従業員に支
給しつつ、前述のリスクを軽減できます。アップグレードを効率的に進
めるためには、アップグレードに向けた話し合いの初期段階から従業
員に参加を呼びかけ、テクノロジー要件と使用要件を十分に把握しま
す。このアプローチにより、ユーザーの満足度は高まり、無許可のデバ
イスが職場に持ち込まれる可能性が最小限に抑えられます。また、ネッ
トワークにアクセスするデバイスの管理を強化できるので、全体的なセ
キュリティーは確実に向上します。
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適切なデバイスを選択することで、企業全体の生産性とセキュリティー
を高めることができます。インテル ® Core ™ vPro ™ プロセッサー・ファ
ミリー搭載モバイルデバイスを選べば、さまざまなコンピューティング環
境に対応したセキュリティーおよび管理機能と強力なパフォーマンスを
手に入れられます。内蔵された保護機能は、マルウェアおよびルートキッ
トからの保護や、パスワード、データ保護、修復機能の強化など、ITセ
キュリティーの主要課題を解決する目的で設計されています。

 
Windows* XPのサポートが終了

アップグレード時のもう1つの重要な考慮事項が OSです。2014年
4月にはWindows* XPのサポートが終了するため、多くの企業で
は迅速な移行計画の検討が必要になっています。サポート期間が終
わると、Microsof tはこの古い OS向けに新たなセキュリティー・アッ
プデート、その他のホットフィックス、サポートオプション、オンライン・

テクニカル・コンテンツのアップデートの提供を終了します。その後も
Windows* XPを使い続けた場合、サポート対象外で必要なパッチ
が適用されていない環境が原因でセキュリティー・リスクが高まるほか、
コンプライアンス違反となる可能性も生じます。さらには、業務に必要
不可欠なビジネス・アプリケーションを提供するソフトウェア・ベンダー
（ISV）によるサポートもなくなることで、不便さはさらに増すことが予
想されます。

最新のWindows* OSによってシステムを更新すれば、セキュリティー
が強化されるだけでなく、仮想化やクラウドなどのテクノロジーの利用
も可能になります。インテル ® プロセッサー搭載のモバイルデバイスは、
Windows* 7のような従来のビジネス・ソフトウェアを容易に組み込
めるので、アップグレード・プロセスが簡単です。また、Windows* 8 
Proに移行した場合は、タッチ式アプリケーションへの対応が可能にな
り、ユーザーは、自宅の個人所有デバイスで使っているのと同じ機能を
職場でも使えるようになります。

このインフォグラフィックの免責条項については、http://www.intelsalestraining.com/pcrefresh/disclaimer/　（英語）を参照してください。

直感的なタッチ操作対応
インターフェイス 3

大画面ディスプレイへの
ワイヤレス接続 9

高速化と応答性の向上 12

バッテリー持続時間の
延長 11

薄型軽量 13 の
2 in 1フォームファクター 3

アウトオブバンド・システムの
リモート更新 /管理 4

内蔵セキュリティー機能による
データ、システム、アクセスの保護 1

ご存じでしたか ?
ビジネスPCの約 40%が

依然としてWindows* XPを使用

Windows* 7またはWindows* 8に移行する際は、
インテルが提唱するUltrabook™ デバイスにアップグレード

2014年 4月 8日、MicrosoftはWindows* XP 
SP3とOffice 2003のサポートを終了します。セ
キュリティー・アップデート、修正ファイル、
サポートは提供されなくなります。

出典：「Firms Adopt Head-in-the-Sand Approach to Windows XP 
Support Cut-Off」、v3.co.uk（2013年 4月）。

http://www.intelsalestraining.com/pcrefresh/disclaimer/
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互換性のあるテクノロジーの選択

IT環境内の PCのアップグレードに関しては、それほど心配する必要は
ありません。既存の IT環境に適し、使い慣れたアプリケーションをシー
ムレスに扱えるデバイスやプラットフォームを導入することで、更新プロ
セスを簡素化できます。Windows* 7またはWindows* 8が動作
する適切なインテル搭載ハードウェアを導入すれば、時間の節約につ
ながるだけでなく、互換性が確保され、メンテナンス・コストやサポート
コストも抑えられます。

インテル ® プロセッサーとWindows* 8を搭載したデバイスは、既存
の ITインフラストラクチャーに対応できるように設計されています。既
存の x86アプリケーション、周辺機器、デバイスドライバーとの互換性
が確保されているので、Windows* 7で構成された環境にもシームレ
スに統合できます。さらにユーザーは、使い慣れたプラットフォーム上
ですぐに仕事を始められ、追加のトレーニングや ITサポートの必要も
ほとんどありません。

多くの IT部門では、モバイルデバイスには新たなモバイルデバイス
管理（MDM）ソリューションの導入が必要であると考えていますが、
手段はそれだけではありません。Windows* 8 Enterpriseが
動作するインテル搭載デバイスは、Microsof t* System Center 
Configuration Manager（SCCM）などの管理コンソールを利用す
る、タブレット、ノートブックPC、デスクトップ PC向けのエンドツーエン
ド・デバイス管理ソリューションを備えています。このテクノロジーは既
存の管理 /セキュリティー・ソリューションとの組み合わせが可能であ
り、追加のソフトウェアを購入する必要がありません。

 
ユーザーの作業遅延を解消

このレベルの互換性が確保されていると、ほかの OSでは遅延の原因
となる一般的な問題でも解決できることがあります。文字の歪みといっ
たコンテンツの劣化を生じさせることなくFlash*ページなどのデータ
を表示できるため、ユーザーの生産性を維持できます。

また、ブラウザープラグインのサポートによって必要な情報を迅速に入
手することや、使い勝手のよい USBポート経由でキーボードやカメラ
などの周辺機器を接続しデータを容易に共有することもできます。

 
エンタープライズ・アプリケーションの統合を簡素化

互換性がもたらすもう1つのメリットとして、エンタープライズ・アプリ
ケーションの容易な導入が挙げられます。複数のデバイス、プラット
フォーム、OSに合わせて異なるバージョンのアプリケーションを作成す
ると、開発コストがかかるだけでなく、更新作業を含めて、管理が非常
に困難になります。ただし、機能を最大限に活用するためには、OSご
とにネイティブ・アプリケーションを作成しなければならない環境もあり
ます。こうした場合、アプリケーション開発には柔軟なオープン・プラッ
トフォームが役立ちます。

代表的なアプリケーション・ソリューションとしてはネイティブ、ハイブリッ
ド、HTML5の 3種類があり、それぞれ用途が異なるので、ビジネス
ニーズに応じて選択します。3つの中で最も柔軟な HTML5は、先進
的でオープンな標準規格であり、一度作成したアプリケーションは、企
業内の複数のデバイス、プラットフォーム、OS上で実行できます。

HTML5は標準規格団体のWo r ld W i d e We b Co n s o r t i u m
（W 3 C）によって定義されたものであり、リッチなインタラクティブ体験
を可能とする信頼性の高いオープンWebテクノロジーを利用して開
発され、必要なアプリケーション体験を作り出せる高度な能力と柔軟
性を備えています。こうしたアプリケーション体験は企業全体へ迅速に
展開することが可能であり、少ない時間とコストのもとでより多くのユー
ザーに提供することができます。

HTML5の発展に取り組むインテル

HTML5など先進的なテクノロジーの発展・統合において、
インテルは業界内で主導的な役割を果たしてきました。
こうした取り組みの一環として、World Wide Web Consortium
（W3C）のようなオープン標準規格団体とも継続的に直接連
携してきました。インテルの目標は、HTML5テクノロジーの発
展を支援し、新たなツールやコミュニティーを通じて開発者をサ
ポートすることです。

Windows* 8搭載モバイルデバイス

 

2 in 1/Ultrabook™ 
Ultrabook™ デバイスと

タブレットでは、センサーおよび
タッチ操作に対応したWindows* 8

が標準仕様のOSです。

その他のビジネス向けデバイス
ビジネスニーズや好みに応じて

Windows* 8または
Windows* 7を選択できます。
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従業員が求める柔軟性の提供

従業員向けに選択したモバイルデバイスがどのようなタイプのもので
も、企業全体の生産性向上を実現する可能性は高まります。今日の従
業員は仕事に対して、それぞれが自分に都合のよい時間や場所で働け
る高い柔軟性を求めています。そのため、業務に適したモバイルツール
を支給することで、彼らはより効率的に働けるようになります。

インテルの従業員の場合、モバイルデバイスの利用により平均で 1日
57分の時間を節約できたと報告しています。2 すなわち、異なる作業
手段を提供しただけで、1日当たり約 1時間相当の生産性の増加が
見られたことになります。こうした柔軟性を組織全体に広め、業務コス
トを削減することで、全体として生産性がどれだけ向上するかを想像し
てみてください。

ただし、柔軟性の意味は人によって異なります。従業員は、複数の客
先や、社内の異なる場所で勤務したり、平日または業務時間後は自宅
で働くなど、役割に応じた異なるニーズを抱えています。以下に示すよ
うに、彼らは変化に富んだ物理的環境で働いています。

• 屋内および屋外

• 建築などの現場

• 工場内の限定区域

• 従来のオフィス環境

• 立席のみの環境

現代の企業環境で働くモバイルユーザーのさまざまなニーズを満たす
ことを目的に、幅広いビジネス向けのフォームファクターが用意されて
います。

 
2 in 1：エンタープライズ・モビリティー向けの 
新型デバイス

現在、多くのビジネスユーザーが、主に外出先への持ち運びのしやす
さから、複数のデバイスを並行して利用しています。しかし、複数デバイ
スの所有は面倒なだけでなく、1人のユーザーにつき複数のデバイス
をサポートする予算が必要になるなど、IT部門にとっては懸念事項の
増加を意味します。個々の従業員と緊密にやり取りすることで、彼らの
ニーズに最適なデバイスがノートブックPC、タブレット、または新しい 2 
in 1デバイスのいずれであるかを判断できます。

Ultrabook™ 2 in 1デバイス 3 は、必要に応じてタブレットにもノート
ブックPCにもなる、両方のデバイスの長所を兼ね備えた理想的なソ
リューションです。出張や顧客とのミーティングの際は、タッチスクリーン
を反転して、タブレットとして使用できます。報告書を書いたりメールに
返信するときは、フル機能のキーボードを備えたノートブックPCに早
変わりします。タッチスクリーンをキーボードから取り外して、軽量の携
帯型タブレットにすることができるデタッチャブル・モデルも用意されて
います。これは、メールやインスタント・メッセージで連絡を取ったりコン
テンツを利用する機会はあるものの、PCのフル機能は必要ないという
ユーザーに最適なソリューションです。

厚さが 1インチ（2.54cm）に満たないビジネス向け Ultrabook™ 
デバイスは、多彩な画面サイズおよび軽量設計という特長を備え、こ
だわりのあるモバイルユーザーにも適しています。頑丈なシャーシと強
力なヒンジで頻繁な出張にも耐えられます。瞬時に起動し、長いバッ
テリー持続時間を実現するデバイスがあれば、従業員はすぐに仕事に
取り掛かれます。4 スタイリッシュで耐久性に優れた 2 in 1デバイスは、
複数のデバイスを持ち歩く必要性を解消しつつ、パワーユーザーの高
い期待にもこたえられるパフォーマンスを提供します。また、1 台のデ
バイスが 2 台分の働きをし、サポートや管理が必要なデバイスの数を
最小限に抑えられるので、IT部門にとってもコスト効率の良い選択肢
となります。

 
ビジネス向けタブレット：新たな作業手段

従業員ごとに、求める「モビリティー」の定義は異なります。オフィス
ビル、医療施設、倉庫、小売店など特定の建物や現場内でのみポータ
ブルデバイスを必要とする従業員もいます。いつも決まった職場にいる
かどうかや、個人単位で PCが割り当てられているかどうかは従業員ご
とに異なりますが、それだけに、タブレットがもたらす生産性は重要な
意味を持ちます。
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インテル ® アーキテクチャー搭載タブレットにおける 

情報セキュリティーのサポート

インテル® プロセッサー搭載のビジネス向けタブレットには、どこにでも
持ち運べるコンパクトなものから、外出先での同僚との共同作業にも
対応できる大画面のものまで、サイズの豊富な選択肢が用意されてい
ます。高いパフォーマンスを発揮する機能と互換性に優れたテクノロ
ジーによって、迅速な作業が可能になるだけでなく、以下のような使い
方も可能になります。

•  同時に複数の画面を開いて、マルチタスク作業を容易に実行でき
ます。5

•  セキュリティーの確保されたビデオ会議で顧客とやり取りをしながら、
画像を共有したり、単一のドキュメント上で作業をすることが可能で
あり、これはすべて1台のタブレットの画面上で同時に進行できます。

•  ブラウザープラグインのサポートによりFlash*ページの表示、ワイヤ
レスでの印刷、素早いナビゲーションが可能なので、高い生産性を
維持できます。

•  使い勝手のよい USBポート経由でデータを共有したり、キーボード
やカメラなどの周辺機器を接続することができます。

•  ワークフローの遅延やビジネス上の大きなリスクにつながるおそれの
ある、文字化けやグラフィックスの歪みといったコンテンツの劣化を生
じさせることなく、デバイス間で情報を共有できます。

 
こうした新しいフォームファクターの登場に加え、データの利用がかつ
てないほど容易になったことで、企業における従業員のワークスタイ
ルが変化しつつあります。インテル® プロセッサー搭載のビジネス向
けタブレットは、セキュリティー機能 6 と管理機能を内蔵し、インテル® 
Atom™ プロセッサーからインテル® Core™ vPro™ プロセッサーまで
幅広いパフォーマンス・レベルに対応しています。

必要に応じてバッテリーを交換できる機能など、バッテリー持続時間を
延長するオプションも数多く用意されています。また最新のタブレットで
は、タッチ操作、スタイラス入力、画面上でのタイピング、脱着式キーボー
ドなど、操作方法を選ぶこともできます。

作業現場で実証

インテル IT部門は最近、ビジネスの生産性を高める手段として、
製造環境内でタブレットを使用することの実現可能性について
調査しました。概念実証（PoC）調査を複数回にわたって実施し
た結果、効率、正確さ、時間およびコスト削減の面でメリットがあ
ることが確認されています。製造施設のスタッフの報告によると、
生産性が最大で17%増加しており、あるPoCでは、オンライン
情報の利用により30%の時間短縮も達成されました。2

デバイス
管理 認 証

レガシー・
アプリケーション
のサポート

紛失・盗難
に遭った

デバイスの保護
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セキュリティーと管理機能の強化

どのような企業環境でも、パフォーマンスやユーザーの生産性に悪影
響を与えずにデータ、デバイス、ネットワークを保護することが重要です。
第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載モバイ
ルデバイスは、ユーザーが求める優れたパフォーマンスによって、ビジ
ネスにおけるセキュリティー要件および管理要件を満たすことを目的に
設計されています。

 
内蔵セキュリティー機能 6

脅威の状況は絶えず変化し、新たなマルウェアやウイルスが次々に生
み出されています。さまざまな場所で多様なデバイスを扱う場合、適切
なセキュリティー対策を導入することで、企業の機密データを保護し、
高度化する脅威を防ぐ必要があります。

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー 7 の内蔵セ
キュリティー機能とMcAfee*モバイル・セキュリティー・ソリューション
は、企業環境における主要な ITセキュリティー課題に対処する目的で
設計されました。

•  脅威の管理：脅威の急増に加え、モバイルデバイスの台数も増加した
ことで、攻撃を受ける機会が拡大しています。適切な保護策を導入
してマルウェアやルートキットによる攻撃を防ぎ、仮想化環境および
物理環境から脅威を排除してください。

•  識別とアクセス：従来式のアカウント保護や認証では、もはや不十
分です。「パスワード不要」のモバイル VPNによってユーザーのパ
スワード管理を簡素化した、強力なネットワーク保護策を導入してく
ださい。また、従来必要だった USBトークンやスマートカードの運
用コストを削減しながら、ハードウェア・ベースの証明書ストアによ
りアクセスポイントの強固な保護を実現できる技術も用意されてい
ます。8

•  データ保護：企業の機密データの保護はかつてないほど複雑化して
おり、従来の暗号化技術ではシステム・パフォーマンスが大きな影響
を受けることがあります。自動フルディスク暗号化のような、ユーザー
の作業に悪影響を及ぼすことなくバックグラウンドで実行される高速
な暗号化方式を導入してください。9 

•  デバイスの監視と修復：内蔵されたリモート監視 /修復機能を利用
して脅威の予防策を講じます。ITスタッフは、どこにあるデバイスに
対してもアクセスおよび管理が可能であり、リブートを含むあらゆるオ
ペレーションを用いて問題を解決できます。また、感染を未然に防ぐ
ため、セキュリティー・アップデートをユーザーにプッシュ配信したり、
ウイルスへの感染が発生した場合でも、クライアントを診断・隔離・修
復することが可能です。11

あらゆるレベルで保護を強化

 

アプリケーション

OS/ドライバー

ブートローダー/仮想マシン

ハードウェア/ファームウェア

リアルタイム・ウイルス・スキャン

セキュア・ブート・プロセス

インテル製品搭載ハードウェアによって、信頼された仮想化/物理環境を構築

内蔵セキュリティー機能
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強力なリモート管理機能

インテル® vPro™ テクノロジーのリモート管理機能の利用によって、従
業員はどこにいても自分の仕事を続けることができ、作業の中断はあり
ません。一方 IT部門は、ネットワークへの接続状態や電源のオン /オ
フにかかわらず、また紛失・盗難に遭った場合でも、あらゆるデバイスを
完全に管理できます。McAfee ePO* Deep Command*とインテル® 
アクティブ・マネジメント・テクノロジーを利用すれば、数千台のデバイ
スを追跡・管理し、更新、無効化、ワイプ、復元を行うことも可能です。
さらに、システム情報への「常時利用可能」なアクセスを通じて、以下
の機能を実現できます。

•  有線 /無線接続の PCを電力ステートにかかわらずリモートでチェック

•  ハードウェア資産データやソフトウェアのバージョン情報など、保護さ
れたメモリーへの資産データの書き込み

•  企業のガバナンス要件を満たしていない PCの識別と修復

 
生産性を高めるパフォーマンス

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーは、個々の
ユーザーのワークスタイルに対応できる強力なパフォーマンスを備えて
います。

例えば、Ultrabook™ デバイスでオフィス・アプリケーションを実行し
た場合、4年前のシステムに比べて最大 4倍の速度でマルチタスク処
理を実行できます。12,13 ユーザーにとっては、メール、Webブラウザー、
ビデオ、スプレッドシート間の切り替えが容易であり、それぞれのアプリ
ケーションを長いバッテリー持続時間のもとで実行できます。

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー搭載モバイルデバイス
の使用により、従業員は以下のことが可能になります。

•  デバイスを瞬時に起動し、常に最新状態のデータに素早くアクセス 4,14

•  会議室のテレビやプロジェクターに対しデータをワイヤレスで安全に
共有 15

•  20倍優れたパフォーマンスを発揮する内蔵グラフィック機能で処理
を実行 12,13

•  応答性とセキュリティーに優れた仮想化のもとで、作業中のタスクに
必要な情報を入手 16

ビジネスの将来に向けた対応

デバイスの設計が新たな技術レベルに到達し、クラウド / Webテクノ
ロジーが進化するにつれて、従業員はより効率的で生産的な作業手
段を見つけています。組織はこうした進化にも対応する責任を持って
おり、企業環境内のデバイスのアップグレードが必要になるかもしれ
ません。

長期的に見ると、新たなテクノロジーの導入は、ビジネスの保護とネット
ワークにアクセスするデバイス管理の強化に有効な、コスト効率の良い
手段の１つです。また、将来の課題に備えるための最適な手段でもあり
ます。今すぐOSをアップグレードすれば、テクニカルサポートの終了や、
システムの更新ができなくなった結果生じるセキュリティー・リスクにつ
いて心配する必要はなくなります。

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載の最
新ビジネス向けモバイルデバイスを従業員に支給した場合、必要なセ
キュリティーと管理機能をすべて確保した上で企業全体の生産性を高
めることができます。内蔵セキュリティー機能はハードウェア・ベースの
保護層をシステムに追加するものであり、企業はビジネスの拡大に専

念できます。また従業員は、最新のインテル搭載デバイスによってそれ
ぞれの業務に必要な柔軟性を得られます。

•  Ultrabook™ デバイス：スタイリッシュな軽量設計で、ビジネスに不
可欠なパワーとパフォーマンスを発揮

•  2 in 1デバイス：ビジネスニーズに応じて、タブレットまたはノートブッ
クPCの 1台 2役で機能するコンバーチブル・モデル

•  タブレット：生産性を高める目的で開発され、さまざまなサイズがラ
インアップされたビジネス向けモデル

将来に向けて、インテルラボは業界全体にわたる広範なリサーチの実
施を継続します。一方、インテルの製品グループとソフトウェア・グルー
プはユーザーが最新のモバイル・フォーム・ファクターに求める体験を
実現できる機能の開発に取り組んでいます。インテルは今後も、業界
の技術革新の先頭に立ち、モバイルデータ /デバイスのセキュリティー
課題に組織が対処できるよう支援を続けていきます。



10 Intel IT Center　プランニング・ガイド  |  エンタープライズ・モビリティー：モバイルユーザーの生産性を向上

詳細情報のリソース

企業内の PCをアップグレードする際の詳細については、http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/computer-upgrades/pc-upgrades/
upgrade-pcs-and-windows.html を参照してください。

または、以下のWebサイトを参照してください。
•  インテル® アーキテクチャー搭載タブレット：http://www.intel.co.jp/tabletforbusiness/
•  企業向けUltrabook™ ：http://intel .co.jp/ultrabookforbusiness/ 
•  インテル® vPro™ テクノロジー：http://www.intel.co.jp/vpro/

 
関連情報

『Microsoft* Windows* 8への移行コストを最小限に抑えるためのベスト・プラクティス』
タッチ操作対応アプリケーションなど企業の長期的なコンピューティング・ニーズを満たしながら、インテルの経験に基づいてアップグレード・コストを
削減する方法を紹介します。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/best-practices-help-minimize-microsoft-
windows-8-migration-costs.html

『インテル® アーキテクチャー搭載タブレットにおけるMicrosoft* Windows* 8のセキュリティー評価』
強力なセキュリティーやユーザー・フレンドリーな操作など、インテル ® アーキテクチャー搭載タブレットにおけるWindows* 8の評価でインテル IT部
門が確認した点について説明します。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/evaluating-microsoft-windows-8-
security-on-intel-architecture-tablets.html

『Securely Connecting Smartphones and Tablets to the Enterprise』
インテルの強力な接続ソリューションがあれば、管理型デバイスに対して利用できるアプリケーションの範囲を拡大可能であり、非管理型デバイスのサ
ポートも近日中に開始されます。
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/securely-connecting-smartphones-and-
tablets-to-the-enterprise.html　（英語）

『Accelerating Deployment of Touch-Enabled Business Ultrabook™ Devices』
インテルでは標準の更新オプションとしてタッチ操作対応デバイスを支給しており、2013年末までに約 14,000台のタッチ操作対応デバイスを導入
する予定です。
http://www.intel .com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-deployment-touch-
enabled-business-ultrabook-brief.html　（英語）

『Deploying Tablets Safely in Manufacturing to Boost Productivity』
最大 17%の生産性の向上や、オンライン情報の利用による30%の時間短縮など、インテルが確認した製造環境におけるタブレットのメリットについ
て説明します。
http : //w w w. intel .com/content /w w w/us/en/ i t-management / intel- i t -best-pract ices/deploying-tablets-safely- in-
manufacturing-to-boost-productivity.html　（英語）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/computer-upgrades/pc-upgrades/upgrade-pcs-and-windows.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/computer-upgrades/pc-upgrades/upgrade-pcs-and-windows.html
http://www.intel.co.jp/tabletforbusiness/
http://intel.co.jp/ultrabookforbusiness/
http://www.intel.co.jp/vpro/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/best-practices-help-minimize-microsoft-windows-8-migration-costs.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/best-practices-help-minimize-microsoft-windows-8-migration-costs.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/evaluating-microsoft-windows-8-security-on-intel-architecture-tablets.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it-best-practices/evaluating-microsoft-windows-8-security-on-intel-architecture-tablets.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/securely-connecting-smartphones-and-tablets-to-the-enterprise.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/securely-connecting-smartphones-and-tablets-to-the-enterprise.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-deployment-touch-enabled-business-ultrabook-brief.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-deployment-touch-enabled-business-ultrabook-brief.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/deploying-tablets-safely-in-manufacturing-to-boost-productivity.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/deploying-tablets-safely-in-manufacturing-to-boost-productivity.html
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後 注
1.  出典：Bus iness end user research。インテル・インサイト&マーケットリサーチ
（IMR）グループ（2012年）。

2.   『Deploying Tablets Safely in Manufactur ing to Boost Product iv i ty』、
IT@Inte l（2013 年 5 月 ）。http : / /w w w. inte l . com/content /w w w/us/
en/it-management/intel-it-best-practices/deploying-tablets-safely-
in-manufactur ing-to-boost-product iv i ty.html　（英語）。

3.  Ult rabook™ 製品は複数のモデルで提供されています。市場によっては一部のモデ
ルが入手できない場合もあります。各 Ultrabook™ システムメーカーにお問い合わ
せください。詳細については、http : / /w w w. inte l .co . jp/ult rabook / を参照して
ください。

4.  一部のインテル® プロセッサー、インテル® ソフトウェアおよび BIOSのアップデート、
インテル® Sol id-State Dr ive（インテル® SSD）またはハイブリッド・ドライブが必
要です。実際の結果はシステム構成によって異なります。詳細については、各システ
ムメーカーにお問い合わせください。

5.  一部のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーで利用できます。インテル® ハイパー
スレッディング・テクノロジーに対応したシステムが必要です。詳細については、各 PC
メーカーにお問い合わせください。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによっ
て異なります。詳細については、http : / /w w w. inte l . co . jp/ jp/products/ht /
hyper threading_more .htm を参照してください。

6.  すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムは
ありません。一部のインテル® プロセッサーで利用できる内蔵セキュリティー機能を使
用するには、別途ソフトウェア、ハードウェア、サービスまたはインターネットへの接続、
あるいはその両方が必要となる場合があります。結果は、システム構成によって異
なります。各システムメーカーにお問い合わせください。詳細については、https : / /
secur i ty-center. inte l .com/　（英語）を参照してください。

7.  本資料に掲載されている情報は、あくまでもMcAfeeおよびインテルのお客様向け
の参考情報としてのみ提供しています。本資料に掲載されている情報は、予告なく変
更されることがあります。本資料は現状のまま提供され、情報の正確性や特定の状況
または環境に対する適用性についていかなる保証もいたしません。

8.  絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。インテル® 
アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対
応したインテル® プロセッサーを搭載したシステム、および同テクノロジーに対応した
チップセット、ファームウェア、ソフトウェア、（場合によっては）インテルの統合型グラ
フィックス機能、同テクノロジーに対応したWebサイト /サービスが必要です。デー
タやシステムの紛失や盗難など、サービス利用の結果生じたいかなる損害に対して
もインテルは責任を負いません。詳細については、http : / / ipt . inte l . com/　（英語）
を参照してください。詳細については、各システムメーカーまたは各ソフトウェア・ベン
ダーにお問い合わせください。

9.  絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。インテル® データ・プロテ
クション・テクノロジーに対応したインテル® プロセッサーと、同テクノロジーの利用に
最適化されたソフトウェアが必要です。詳細については、各システムメーカーおよびソ
フトウェア・ベンダーにお問い合わせください。

11.  インテル® AMTに対応したチップセット、ネットワーク・ハードウェア、ソフトウェアを
搭載し、インテル® AMTの機能が有効化されたシステムが、企業 L ANに接続され
ている必要があります。ノートブック PCの場合、ホストOSベースの VPN 上や、ワ
イヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリープ時、ハイバネーション時、電源切断時
には、インテル® AMTを利用できないことや、一部の機能が制限されることがあり
ます。実際の結果はハードウェア、セットアップ、構成によって異なります。詳細につ
いては、http : / /w w w. intel .com/content /w w w/jp/ ja /archi tecture-and-
technology/intel-act ive-management-technology.html を参照してくだ
さい。

12.  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® 
マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark*や 
Mobi leMark*などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネン
ト、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によっ
て異なります。製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本
製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に
評価することをお勧めします。

13.  デスクトップとUltrabook™ に関する記述は、デスクトップとUltrabook™ のベンチ
マークのうち、値の低い方のパフォーマンス・データに基づいています。それぞれの構
成とパフォーマンス・テストの内容は以下のとおりです。（4年前の Ultrabook™）出荷
前の第 4世代インテル® Core™ i5-4200Uプロセッサー（4T/2C、3MBキャッシュ、
最大 2.60GHz）、OEMプラットフォーム、BIOS：OEM、グラフィックス：インテル® 
HD グラフィックス（ドライバー v. 9.18.10.3071、解像度 1920x1200）、メモ
リー：4GB（2x2GB）、デュアルチャネル 1600 11-11-11-28、SDD：Liteonit* 
LMT-128M6M（128GB）、OS：Windows* 8 6.2ビルド 9200、システム電
力管理ポリシー：バランス、ワイヤレス：オンで構成されたシステムと、接続済みの
インテル® Core™2 Duoプロセッサー P8600（2.40GHz、2T/2C、3MBキャッ
シュ、1066MHz FSB）、OEMプラットフォーム、BIOS：OEM、グラフィックス：
インテル® GMA X4500HD（ドライバー v. 8.15.10.2555、解像度 1366x768）、
メモリー：4GB（2x2GB）、Micron* DDR3 1066 7-7-7-20、HDD：インテル® 
Hitachi* HTS543232L9A300（320GB、5400rpm、16MBキャッシュ）、OS：
Windows* 7 Ultimate 6.1ビルド7601、システム電力管理ポリシー：Windows*
デフォルト値、LCDサイズ：15.5インチで構成されたシステムを比較。

  ビジネス生産性に関する記述は SYSmark* 2012に基づくものです（詳細について
は、http : / /w w w.bapco.com/　（英語）を参照してください）。SYSmark* 2012
は、一般的なオフィスにおける生産性、データ / 財務分析、システム管理、メディア作
成、3Dモデリング、およびWeb開発に照準を合わせたベンチマーク・ツールであり、
ビジネス・クライアントPCの性能評価に利用されています。また、アプリケーションの
専門家が開発したユーザー主導のワークロードと利用モデルを特色としています。マ
ルチタスクに関する記述は PCMark* 7に基づくものです（詳細については、http://
w w w.futuremark .com/　（英語）を参照してください）。Windows* 7および
Windows* 8 RTM 搭載 PCのハードウェア性能ベンチマークである PCMark* 7
は、各種のシングルスレッド /マルチスレッドCPUテスト、グラフィックス・テスト、HDD
テストを集約したもので、Windows* 用アプリケーションのテストに重点を置いてい
ます。グラフィックス性能のワークロードは、3DMark* Cloud Gateで構成されてい
ます（詳細については、http : / /w w w.futuremark .com/　（英語）を参照してくだ
さい）。3DMark* Cloud Gateは、3Dグラフィックス・パフォーマンスの標準ベンチ
マークです。詳細については、http://www.intel .com/performance/　（英語）を
参照してください。

14.  インテル® スマート・コネクト・テクノロジーを利用するには、一部のインテル® プロセッ
サー、インテル® ソフトウェアおよび BIOSのアップデート、インテル® ワイヤレス・アダ
プター、インターネット接続が必要です。Sol id s tateメモリーまたはドライブと同等
のデバイスを必要とすることがあります。実際の結果はシステム構成によって異なりま
す。詳細については、各システムメーカーにお問い合わせください。

15.  インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 PC、互換性のあるアダプター、およびテレビが
必要です。1080p、Blu-ray*その他の著作権保護されたコンテンツの再生は、ビ
ルトイン・ビジュアルが有効になっている第 2 世代または第 3 世代インテル® Core™ 
プロセッサー・ファミリー搭載 PCで、互換性のあるアダプターとメディアプレーヤーを
使用している場合にのみ利用できます。

16.  インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対
応したインテル® プロセッサー、BIOS、および仮想マシンモニター（VMM）を搭載し
たコンピューター・システムが必要です。機能性、性能もしくはその他のバーチャライ
ゼーション・テクノロジーの特長は、ご使用のハードウェアやソフトウェアの構成によっ
て異なります。ご利用になるOSによっては、ソフトウェア・アプリケーションとの互換
性がない場合があります。各 PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、
http://www.intel.com/content/www/jp/ja/virtualization/virtualization-
technology/hardware-assist-virtualization-technology.html を参照して
ください。
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インテルの ITセンターについて

本ガイド『エンタープライズ・モビリティー：モバイルユーザーの生産性を向上』は、インテルの IT担当者向けプログラムであるインテル ITセン
ターが提供しているものです。インテル ITセンターは、インテルのテクノロジーについて、明確かつ簡潔な情報を提供することで、仮想化、デー
タセンターの設計、インテリジェント・クライアント、クラウド・セキュリティーなどの戦略的プロジェクトに携わる IT担当者を支援します。以下の
情報については、インテル ITセンターのWebサイトを参照してください。

• 重要なプロジェクトに役立つプランニング・ガイドやピアリサーチなどのリソース

• IT担当者が直面している課題に対する他社の取り組みを示す実際の事例

• インテルの IT部門が、クラウド、仮想化、セキュリティー、およびその他の戦略的イニシアチブをどのように実現しているか

• インテル製品の専門家やインテルの IT担当者からアドバイスを受けられるイベントの情報

詳細については、http://www.intel.co.jp/ITCenter/ を参照してください。
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