
クライアントPCのリプレースを機に
リモート保守を効率化

インテル® vPro™ テクノロジー導入事例
リモート保守、セキュリティー対策、プラント・製造業

背  景
•  ライフサイクルを終えたクライアントPCを最新の機種にリプレース
•  OS が応答しない場合や クライアントPCの電源 OFF時でもトラブル対応が可能な、リモー
トによるエンドユーザー・サポートの実現

ソリューション
•  インテル® vPro™ テクノロジーを利用したリモート保守

期待効果
•  インテル® vPro™ テクノロジー対応の最新クライアント PCにより、パフォーマンスと使い勝
手を向上

•  インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）により、クライアント PC
の効率的なリモート保守を実現

事業成長に不可欠な IT活用 
クライアントPCも4年に 1度 
リプレース

エンジニアリング事業、産業機械事業を柱
に、化学工業分野においてはプラント建設、
産業機械の納入で数多くの実績を有する三
菱化工機は、昨今のビジネス環境の急激な
変化の波の中で競争を勝ち残っていくため、
さまざまなチャレンジを続けてきました。同
社の執行役員であり管理本部長を務める高
橋泰氏は、次のように語ります。

「例えば、クリーンエネルギーへの関心の高
まりをとらえ、小型水素製造装置の改良に
力を注いでいます。また、主力製品の油清浄
機に関して、2012 年 8月に新工場が稼動
開始する予定となっており、生産体制を増強
していきます。さらに、東南アジアを中心とす
る海外事業を拡大してコスト効率を高め、グ
ローバル競争力を強化しようとしています」。

こうした三菱化工機の新たな経営戦略を支
えているのが、IT 活用の強化と効率化に向
けた取り組みです。社長室 情報システムグ
ループのグループリーダーを務める豊島孝
之氏は、自部門が担っているミッションを次
のように語ります。

「エンジニアリングと製造、それをサポートす
る ITへの取り組みが三位一体となって、は
じめて経営目標とする新たなビジネス戦略
やコスト効率の向上を実現することができる
のです。なかでも重視しているのがクライアン
ト PC 環境の整備です。『その時点で当社の
要件に合致する、最もコスト・パフォーマンス
が良く、かつ使い勝手の良いクライアント PC
環境をエンドユーザーに提供する』という基
本方針のもと、ほぼ 4 年間のライフサイクル
でクライアント PCをリプレースし、継続的な
新陳代謝を図っています」。

そして、2011 年におけるリプレース対象

クリーンエネルギーとして注目される“水素”製造装置の拡販、主力製品である油清浄機の生
産体制の増強に向けた新工場建設、東南アジアを中心とする海外事業の拡大など、三菱化
工機株式会社（以下、三菱化工機）はグローバル競争を勝ち残るためのチャレンジを続けて
います。この経営戦略を支える鍵として注力しているのが、クライアントPC環境の整備でした。
三菱化工機は、インテル® vPro ™ テクノロジー対応クライアント PC へのリプレースにより、リ
モート保守をベースとしたクライアント PC 運用管理の効率化と、エンドユーザー・サポートの
強化を実現しました。
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のクライアント PCは OSのアップグレード
（Microsoft* Windows* 7 Professional）
への対応もあり、デスクトップ PCとノートブッ
ク PCを合わせて 300 台以上という例年以
上に大規模なものとなりました。そうした中
で、今回、選択されたのがインテル® vPro™ 
テクノロジー対応のクライアントPCです。

インテル® vPro™ テクノロジーを 
利用した、画期的な 
リモート管理に着目

三菱化工機が今回のリプレースを実施する
にあたって、インテル® vPro™ テクノロジー
対応クライアントPCを選択した背景には、ど
のようなものがあったのでしょうか。

新機種の検討は 2010 年 11月頃より開始
されたとのことですが、そこで同社がパフォー
マンスやコストとともに重要な検討項目とし
たのが、エンドユーザー・サポートの基盤と
なるクライアント PC 環境の管理・メンテナン
ス体制の強化にありました。同社 社長室 情
報システムグループの室長代理である谷口
直樹氏は、次のように説明します。

「当社の情報システムグループは、決して
多くのスタッフを抱えているわけではありま
せん。また、拠点や工場も全国各地に分散し
ていることから、クライアントPCのユーザー・
サポートやトラブル対応に関しては、OS 上
で動作するリモート操作アプリケーションを
用いたリモート対応を行ってきました。一方、

OSそのものがダウンしていたり、ユーザー
本人が不在でクライアントPCの電源が OFF
になっていたりする場合には、情報システム
グループまでクライアント PCを送ってもら
い、問題が解決するまでは代替機を利用して
もらっていました。しかし、事前にクライアン
ト PCのトラブルの原因を BIOS 診断などで
詳しく調べ、対応準備を行えるような体制を
整えておけば、より迅速な対処が可能になり
ます。クライアントPCの運用管理をさらに効
率化させるためにも、そうした手立てを探し
ていたのです」。

そうした要望を抱えていた三菱化工機の目
に留まったのが、インテル® vPro™ テクノロ
ジーが提供するハードウェア・ベースの運用
管理支援機能でした。1

例えば、インテル® vPro™ テクノロジー対応
PCなら、有線、無線のネットワークを問わず、
リモートから電源 ON/OFFが確実に行えま
す。また、リモート KVM（キーボード、ビデ
オ、マウス）制御などの内蔵機能により、OS
が応答していない場合や、非常に複雑なソフ
トウェア障害が発生した場合でも、クライアン
ト PCをリモートから設定、診断し、修 復を
行うことができます。2

このようなインテル® vPro™ テクノロジーが
提供する優れた管理機能群は、三菱化工
機の情報システムグループが求める「クラ
イアント PC 管理のさらなる効率化を図りた
い」という要望に合致するものでした。

インテル® vPro™ テクノロジー搭載 PCの
リプレースで、リモート管理をベースとした
エンドユーザー・サポートを強化

「より機動的なビジネスの展開を 

IT部門としてサポートするにあたり、 
インテル® vPro™ テクノロジーによる 

効率的な PC遠隔管理のアプローチは、 
情報システムグループのニーズを 

満たすものと実感しました。 
今後も全社の PC管理を 

スムーズに行える手法を 

推進していきたいと考えています」
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谷口氏は、「インテルと今回導入したクライアン
トPCのベンダーであるデルからインテル® 
vPro™ テクノロジーの詳しい説明を行っても
らえることになり、ショールームで実機による
デモンストレーションも見せていただきました。
そこで分かったのは、インテル® vPro™ テクノ
ロジーを構成する技術の 1つであるインテル® 
AMTがクライアントPCの運用管理をハード
ウェアのレイヤーでサポートしているため、OS
が応答しない場合やクライアントPCの電源
がオフになっている場合でも、トラブル対応が
可能となることです。3 実際にリモートからクラ
イアントPCの電源を入れ、KVMで BIOSの
設定変更まで行なえる様子を目の当たりに
し、このソリューションをぜひ導入したいと考
えました。実際にデルからインテル® vPro™ テ
クノロジーを搭載したクライアントPCを数台
テスト導入し、その効果を情報システムグルー
プ内で検証しました」と話します。

さらに、谷口氏とともに機種検討にあたった
社長室 情報システムグループの宮越洋輔
氏もこのように言葉を続けます。

「ショールームでは、インテル® vPro™ テクノ
ロジーを使い、遠隔からクライアント PCの
電源を投入して起動、セキュリティーパッチ
を適用した後、シャットダウンさせる、といっ
た一連の処理を自動的に行うデモ等も見せ
ていただき、想像していた以上に高度な活
用が可能であることに驚きました」。

三菱化工機株式会社
社長室
情報システムグループ
室長代理
谷口 直樹 氏

リモートからのトラブル対応が 
可能となり、ユーザーの業務に 
対する影響を抑制

2011 年 4月、三菱化工機は第 2 世代
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファ
ミリーが搭載されたクライアント PCの導入
を決定。2011 年 5月末に導入された合計
322台の新しいクライアントPCは、6月末ま
でにエンドユーザーへの配布をほぼ完了し、
現在では本番運用を開始しています。

クライアント PC 環境のより効率的な運用管
理を実現するための基盤として、当初から重
視してきたインテル® vPro™ テクノロジーは
三菱化工機の情報システムグループが期待
したとおりの効果を発揮しています。

その一例として挙げられるのが、リモートか
らのサポートや問題切り分けが可能になっ
たことによる、クライアント PCのトラブル解
決のために必要な時間の短縮です。

宮越氏は、「トラブルが起きたクライアン
ト PCに対し、遠隔で BIOS 設定の確認や
BIOSの診断ツールを起動できるようになっ
たため、問題の原因がソフトウェアにあるの
かハードウェアにあるのか切り分けられるよ
うになり、無駄にクライアント PCを情報シス
テムグループまで送ってもらう必要がなくな
りました。私たちサポート側の負荷軽減もさ
ることながら、クライアント PCのトラブルが
業務に及ぼす影響を最小限に抑えられるよ

うになったことは、エンドユーザーに対する
サービスレベルの向上という非常に大きなメ
リットをもたらしています」と話します。

実際、遠隔からのサポートが行えるように
なったことで、エンドユーザーが外出、出張し
ている間に、トラブルが生じた PCの問題解
決を図る、といったことも可能となっています。

豊島氏は、「インテル® vPro™ テクノロジー
は私たち情報システムグループに対して多く
の導入効果をもたらしていますが、それ以上
に当社のエンドユーザーに対してメリットを
もたらしています」と評します。

インテル® vPro™ テクノロジーを 
本格展開し、さらなるクライアントPC
管理の効率化を追求

三菱化工機は今後もインテル® vPro™ テクノ
ロジー対応クライアントPCの活用により、運
用管理のさらなる効率化を目指しています。

豊島氏は、「インテル® vPro™ テクノロジー
対応クライアント PCへのリプレースは今回
が第 1弾であり、逆に言えば、社内には同テ
クノロジーに未対応のクライアント PCもまだ
たくさん残っています。PCライフサイクルと
の兼ね合いもありますが、できるだけ早期に
インテル® vPro™ テクノロジーによる全社一
貫したクライアントPC管理の体制を整え、よ
り機動的なビジネスの展開をサポートしてい
きたいと考えています」と、今後の展開に向
けて強い意欲を見せています。

また、三菱化工機では、出張などでノートブッ
ク PCを利用することも多く、その際のリスク
として生じる可能性がある情報漏えいを防
止する観点から、セキュリティー対策として、
インテル® vPro™ テクノロジーだけでなく、
インテルが提供する他のテクノロジーにも関
心をもっています。例えば、ローカルでの自
律的判断によってクライアント PCの機能を
無効化するインテル® アンチセフト・テクノロ
ジー（インテル® AT）について、その活用も今
後の視野に入れています。4

インテル® vPro™ テクノロジーをはじめとし
た、インテルのさまざまな技術が三菱化工機
のクライアント PCの運用管理の効率化に貢
献し、ひいては IT活用の強化を促進していく
ことに期待が寄せられています。
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1  インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化を行う必要があります。どのような機能を利用できるか、どのような結果が得られるかは、ハードウェア、ソフトウェア、お
よび IT環境のセットアップと構成によって異なります。詳細については、http://www.intel .com/technology/vpro/（英語）を参照してください。

2  リモートKVM（キーボード、ビデオ、マウス）制御を利用できるのは、インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサーおよびインテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーでインテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー
を有効化して設定し、インテグレーテッド・グラフィックスを有効にした場合のみです。ディスクリート・グラフィックスはサポートされません。

3  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 LAN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://www.intel .co. jp/jp/technology/platformtechnology/intel-amt/を参照してください。

4  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システムはありません。インテル® アンチセフト・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チップセット、BIOS、ファームウェア、ソフトウェア
を搭載したシステムと、同テクノロジーに対応したサービス・プロバイダーのサービスへの加入が必要です。対応状況と機能については、各システムメーカーとサービス・プロバイダーにお問い合わせください。
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://www.intel.com/go/anti-theft（英語）を参照してください。
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