
ケーススタディ
インテル® Core™ i5 プロセッサー
モバイル・コンピューティング
エネルギー / 電力会社 

CartoPac International は、石油 / ガス、電力、その他の産業の企業が重要な資産情報を
管理する目的で、多様な地域活用資産インベントリや検査ワークフローを維持できるようにサ
ポートしています。この企業は専用 GPS デバイスを CartoPac Mobile* プラットフォームとし
て使用しており、現場作業者は高い正確度で GPS データと資産の記述データを収集可能でし
た。しかし最近、CartoPac は インテル® Core™ i5 プロセッサーと Windows* 8.1 オペレー
ティング・システム (OS) を搭載した Dell Venue 11 Pro* タブレットに移行しました。この新
しいハードウェア・プラットフォームは、現場で単一デバイスから複数のアプリケーションを同
時実行できるため、Tallgrass Energy のような CartoPac の顧客がモバイルの生産性を向上
させ、データへのアクセスを一元化することに役立っています。CartoPac は、企業がさらに
多様な役割にわたってより多くの従業員にデバイスを展開するにつれて、ソリューションの売り
上げが増加することを期待しています。

課題
• モバイルの柔軟性と生産性を向上させる。複数のエンタープライズ・アプリケーションをサポー
トし、重複するデータ入力作業を簡略化する直感的な単一プラットフォームを現場作業者に
提供する。

• 新しい機会を創出する。CartoPac Mobile のソリューションの市場分野をより広い資産管
理 / 検査アプリケーションに展開し、新規企業、および既存の顧客企業の新規業務機能に
拡大する。

ソリューション
• インテル Core i5 プロセッサーを搭載した Dell Venue 11 Pro タブレット。CartoPac 

Mobile ソリューションを、インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載し Windows 8.1 OS を
実行する Dell Venue 11 Pro タブレットに移行した。

技術的な結果
• データ集約型アプリケーションの性能。インテル Core i5 プロセッサーにより、作業者は現
場で大量のデータからよりよい知見を利用でき、迅速に画像を表示できる。

• エネルギー効率。インテル Core i5 プロセッサーは、CartoPac の顧客が終日稼動を必要と
する、バッテリー寿命の向上に役立っている。作業者はデバイスを頻繁に充電することなく、
遠隔地で生産性を維持できる。

ビジネス上の価値
• モバイルの柔軟性。複数のモバイルアプリケーションを使用できるので、作業者は 1 台のデ
バイスでメインの現場業務とオフィス業務を遂行できる。

• モバイルの生産性向上。Tallgrass Energy の現場作業者は、新規ソリューションを使用す
ることでデータ入力時間を 50 ～ 75 % 短縮し、顧客の新規要求に対してより迅速に対応で
きる。

• オフィスの効率と正確度の向上。オフィス作業者の効率が約 90 % 向上し、データバックロ
グが不要になった。モバイルデバイスから社内アプリケーションにデータを直接アップロード
することで、正確度が向上する。

現場作業者の 
モバイルの生産性を大幅に向上
CartoPac が CartoPac Mobile* ソリューションを専用デバイスから 
より柔軟性の高いインテル® Core™ i5 プロセッサーベースのタブレットに移行

「インテル® Core™ i5  
プロセッサーは、 

大量のデータを処理して 
画像を即座に表示する 

現場作業者のニーズに応える 
性能を備えています。」

― CartoPac 副社長  
Glenn Vlass 氏



「モバイル・ソリューションが 
成功するためには、現場と 
オフィスの両方のユーザーに 

すぐ採用されなければなりません。 
私たちはお客様と共に現場で 

長い時間を費やし、作業環境を 
体験してお客様が直面する 

問題を特定しました。 
その結果、お客様にとって 
使いやすくニーズに合った 

ソリューションを生み出しています。」
― CartoPac 副社長  

Glenn Vlass 氏

• 新しい市場機会。Carto Pac は新しいデ
バイスに向けたアプリケーションの提供に
より企業への導入を加速し、また、中小規
模の顧客への販路を拡大。

現場作業向けの新規モデルに移行
CartoPac Mobile プラットフォームは、石
油 / ガス、電力、その他の産業で地理的に
分散している各種の資産や資源 (パイプライ
ンから環境評価まで) の配置と維持に携わる
企業をサポートする重要な役割を担っていま
す。CartoPac は、現場作業者の独特な要
件に応えるモバイル・ソリューションを提供
していることに誇りを持っています。「モバイ
ル・ソリューションが成功するためには、現
場とオフィスの両方のユーザーにすぐ採用さ
れなければなりません」と。CartoPac の
共同設立者兼副社長の Glenn Vlass 氏は
語ります。「私たちはお客様と共に現場で長
い時間を費やし、作業環境を体験してお客
様が直面する問題を特定しました。その結
果、お客様にとって使いやすくニーズに合っ
たソリューションを生み出しています。」

最近まで、CartoPac はエンドツーエンド製
品群の一部として専用 GPS デバイスを提供
していました。「現場作業者は、画面が小さ
く、期待に反してタッチ・インターフェース
のない専用デバイスにデータを入力していま
した。オフィスと常に連絡できるように、ま

た他の Windows ベースのアプリケーション
を使用するために、別のモバイルデバイスが
必要でした」と Vlass 氏は語っています。「弊
社はモデル変更の好機を見いだしました。
弊社のソリューションを Windows タブレッ
トに移行することで、現場作業者はモバイル
の生産性を向上できることを認識し、その一
方でより多くのモバイル労働力を企業が活用
できる価格を設定しました。」

インテル Core i5 プロセッサー 
搭載タブレットで柔軟性が向上
新規テクノロジーの出現は、CartoPac Mobile 
プラットフォームの新型デバイスへの移行を
促進しました。「Windows 8 の発表により、
弊社の Windows ベースのソフトウェアを、
お客様が求めている最新式の Windows タ
ブレットに移行できました」と Vlass 氏は語
ります。「Dell がタブレット内蔵 GPS 機能の
提供を開始したときに、弊社のソリューショ
ンに最適なデバイスが見つかりました。」

CartoPac は現在、インテル Core i5 プロ
セッサーを搭載し Windows 8.1 オペレー
ティング・システムを実行する Dell Venue 
Pro 11 タブレットに CartoPac Mobile を
展開しています。Dell のタブレットに搭載さ
れたインテル Core i5 プロセッサーにより、
データ集約型の作業に適した性能が得られ
ます。「多くの場合、現場作業者はモバイル

インテル® Core™ i5 プロセッサーが、 
現場でデータ集約型タスクを処理する性能と 
バッテリー寿命を実現



デバイスで数 GB のデータを収集、保存し、
それらのデータにアクセスします」と Vlass 
氏は述べています。「インテル Core i5 プロ
セッサーは、大量のデータを処理し、即座
に画像を表示する必要がある現場作業者に
必要な性能を提供します。」

それと同時に、インテル Core i5 プロセッ
サーは作業者の生産性の継続的な維持に
役立ちます。「弊社の目標は、終日長持ち
するバッテリー寿命を提供することです」と 
Vlass 氏は語っています。「卓越した性能と
エネルギー効率を組み合わせることで、イン
テル Core i5 プロセッサーの搭載により、遠
隔地での作業でも充電の必要がなく、現場
作業者が作業を中断なく続行できるようにな
ります。」

生産性と効率の増大
この新しいデバイスを使用すると、Tallgrass 
Energy のような企業は時間を大幅に節約
して生産性を向上できます。「以前、弊社
の現場のパイプライン巡回点検員は、GPS 
デバイスでデータ位置を収集し、そのデー
タを書類に記入し、書類をスキャンして電
子メールでオフィスに送信していました」と 
Tallgrass Energy の GIS アナリスト Jason 
Harrington 氏は語ります。「その後、デー
タを手作業で弊社のデータベースに入力し
なければならず、時間のかかるプロセスでし
た。」

「CartoPac の新しいタブレットベースのソ
リューションを使用すると、弊社の現場作業
者は 1 台のデバイスでデータを収集し、ス
マートな電子フォームにデータを入力できま
す」と Harrington 氏は続けます。「現場作
業者が節約した時間は 50 ～ 75 % だと弊
社では推定しています。この結果、現場作
業者は以前よりもより多くの要求にさらに迅
速に対応でき、よりよい顧客サービスを提供
できます。」

現場作業者がデータを直接電子フォームに
入力できるため、オンサイトでデータを手動
入力する必要もなくなります。「現在、弊社
のオフィスチームは品質保証を行ってからデ
ジタルデータを直接データベースに送信する
だけです」と Tallgrass Energy の GIS ア

ナリスト Daniel Armel 氏は説明します。「以
前は、1 枚のフォームの入力に 20 分かかっ
ていたかもしれませんが、現在は同じ時間
内に 20 枚のフォームを入力できます。」

デバイス統合で顧客のコスト管理を 
支援
CartoPac の顧客は、現場作業者に提供す
るモバイルデバイスとコンピューターの台数
を減らしてハードウェア・コストを削減でき
ます。「新しいタブレットベースの CartoPac 
のソリューションは、弊社が以前使用してい
た専用デバイスの半分未満のコストで実装で
きます」と Harrington 氏は語ります。「こ
のタブレットでは複数のアプリケーションが
動作するので、現場での追加デバイスの必
要性が低下します。弊社はコストを節約する
一方で、現場とオフィスの業務に必要なすべ
てのツールを作業者に提供しています。

得られた教訓
「弊社の CartoPac Mobile* ソリューショ
ンの多目的タブレットへの移行にあたり、
企業がモバイルへの取り組みを大きく前
進させ、データ収集を分析やその他のタ
スクと統合するために役立つ方法を発見
しました」と CartoPac の共同設立者兼
副社長の Glenn Vlass 氏は語っていま
す。「企業は重複する作業を取り除いて、
データがもたらす価値により重点を置く
ことができます。」



新しい市場機会の活用
Windows タブレットへの移行は CartoPac 
に新しい市場機会をもたらしています。「以
前、弊社は専用デバイスを使用して資産イン
ベントリをサポートすることに大きな重点を
置いていました」と Vlass 氏は語ります。「弊
社はこの新しいプラットフォームを使用して、
さらに資産管理、資産の検査と保守、その
他のアプリケーションに進出できます。」

CartoPac では、企業がさらに多くの従業
員に Carto Pac のソリューションを活用し生
産性を向上させるためにデバイスの配備規
模が変化すると予測しています。「従来、企

業が現場作業者向けに導入していた専用デ
バイスは 50 台程度だったと思います」と 
Vlass 氏は述べています。「現在、企業は 
300 台、400 台、さらにそれ以上の台数
のデバイスを導入しています。これは、さら
に多くの作業者が現場のデータを収集した
後に、デバイスを使用して資産の表示、取り
まとめ、検査、分析、および管理ができる
からです。」

CartoPac は新規デバイスに移行するだけで
なく、レポート作成と分析を追加するように
サーバー機能を拡張しているところであり、
さらにサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 

の提供を検討しています。これらはすべ
て、中小企業への販路拡大に役立つでしょ
う。「これは、エンタープライズレベルのベス
ト・プラクティスをあらゆる規模の企業向け
ソリューションに盛り込むことができる素晴ら
しい機会です」と Vlass 氏は述べています。

お客様に最適なソリューションが見つかりま
す。インテルのお客様担当者に問い合わせ
るか、インテルの IT マネージャー向けビジ
ネス成功事例や Intel.com の IT Center 
をご覧ください。
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