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この資料の概要

このガイドでは、第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載プラット
フォームによって、現行の企業のセキュリティーを強化し、生産性を高める方法について
説明します。この新しいプロセッサーの機能強化は、モバイルユーザーとあらゆる種類の
デバイス（2 in 1タイプの Ultrabook™、タブレットなど）上のデータを保護することを目
的としています。内蔵 1保護機能は、以下に示す多層型セキュリティー基盤に基づいてい
ます。

•  保護された環境を起動時に構築することで、ウイルスやマルウェアの脅威を軽減

•   「パスワードが不要な」VPN体験など、ハードウェア・ベースの認証の提供

•  高速化された自動暗号化によるデータ保護の強化

•  あらゆる状態のあらゆるデバイスに対するリモートからの監視および修復機能の強化

実用ガイド

企業のモバイル・セキュリティー： 
第 4世代インテル® Core™ vPro™ 
プロセッサー・ファミリー
強化された保護機能によって生産性の向上を目指す ITマネージャーを支援
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新たなリスクをもたらすモバイルユーザー

適切な資格を持ち、適切なデバイスを使用することによって、従業員は
いつでもどこからでも柔軟に仕事ができるようになりました。革新的な
テクノロジーや、増え続けるデータ入力ソース、そして接続性に対する
期待がコンピューティングを変革しつつあります。これは企業の生産性
向上に役立つメリットを提供する一方で、新しい複雑なセキュリティー・
リスクをもたらす可能性があります。

IT部門は、絶え間なく変化する環境の中で多数のモバイルデバイスを
保護し、管理しなければなりません。企業データを標的にすることが多
い高度なマルウェアにより、脅威の状況は劇的に拡大し続けています。
また、ユーザーがネットワークの境界を定めるようになったことで、境界
は流動的になりました。

こうした新たなエンタープライズ環境においては、ユーザーの生産性と
企業のセキュリティーを維持しながら、複数のプラットフォームおよびオ
ペレーティング・システムで実行される未知のモバイルデバイスを保護す
る方法を用意する必要があります。

このガイドの目的

このガイドの目的は、第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・
ファミリー搭載プラットフォームが企業全体の生産性を高めながら、ど
のようにセキュリティーを強化し、簡素化できるのかを解説することで
す。機能強化されたこの新しいプラットフォームは、モバイルユーザー
を保護し、あらゆる種類のデバイスを利用するユーザーが生産性を維
持するために必要な機能を提供することを目的としています。第 4世
代インテル® Core ™ vPro™ プロセッサー・ファミリーに内蔵された強
力なセキュリティー機能 1は、脅威の管理、IDとアクセス、データ保護、
監視と修復に対応する多層型セキュリティー基盤に基づいています。

このテクノロジーは、2 in 1タイプのUltrabook™ やタブレットからコン
パクトな一体型 PCまで、さまざまなビジネス向けフォームファクター
で提供されています。これらのスタイリッシュで革新的なデバイスは、
インテルならではのパフォーマンスと運用管理機能によって、ユーザー
が求める柔軟性とモビリティーを実現します。

データとデバイスの保護

変化するエンタープライズ環境で、データとデバイスを保護することは
簡単ではありません。さまざまなデバイスを使用するユーザーを保護
しながら、高度な脅威を防ぐことができる包括的なセキュリティー・ソ
リューションが必要となります。第 4世代インテル® Core ™ vPro™ プ
ロセッサー・ファミリーは、企業にとって最大の関心事である ITセキュ
リティーの問題（脅威の管理、IDとアクセス、データ保護、監視と修復）
に対処することを目的として設計されています。

脅威の管理

IT部門にとって、デバイスの増加は保護対象が増えることを意味しま
す。そして、こうした環境が新たな脅威をもたらします。高度なマルウェ
アとウイルスは今も増え続け、衰える気配はありません。実際に、マカ
フィーが実施した最近の調査で、2012年の驚くべき事実がいくつか
明らかになりました。2

• 新たなマルウェアサンプルが 50%増加
• モバイルマルウェアが 44倍に増加
• ランサムウェア・サンプルが四半期当たり200,000個以上に急増

これらの増加率は、この後に何が起こるかをはっきりと物語っています。
また、多くの組織が従来のソフトウェアのみのセキュリティー・ソリュー
ションを使用していますが、これでは十分な防御とは言えなくなってい
ます。マルウェアの最も悪質な形態の 1つであるルートキット攻撃の多
くは、従来のアンチウイルス戦略では検出が困難です。この攻撃によっ
て、ハッカーはルートレベルでコンピューターにアクセスできるようにな
ります。こうしたセキュリティー侵害は検出されることなく行われ、ハイ
パーバイザーなどの主要なシステム・コンポーネントを感染させるおそ
れがあります。また、ハッカーがより上位の権限でネットワークにアクセ
スし、組織の機密性の高いビジネスデータを侵害する、権限昇格攻撃
のリスクもあります。

起動環境の保護
こうした高度な脅威から現在の仮想化 IT環境と物理的 IT環境を保
護するには、新たなアプローチが必要です。インテル® Core ™ vPro™ 
プロセッサー・ファミリーは、システム起動と同時に保護された環境を
構築することで、ウイルスやマルウェアがネットワークに侵入することを
積極的に防ぎます。
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インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー 3（インテル® VT）と
インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（インテル® 
TXT）は、オペレーティング・システムよりも深いレベルで動作して、起
動時および稼動中に主要なクライアント・システム・コンポーネントの動
作を検証します。インテル® VTは、仮想化環境のセキュリティーを強化
し、McAfee* Deep Defenderと連携してルートキットのようなステ
ルス型攻撃からシステムを保護します。インテル® OSガード 4は、ウイ
ルスがシステムの奥深くに潜伏するのを防ぐ自動保護機能と常に連携
することで権限昇格攻撃から保護します。

マカフィーによるクライアント・エンドポイントの 
保護の強化

McAfee* Deep Defenderソフトウェアは、McAfee* Complete 
Endpoint Protectionスイートに含まれています。このソリュー
ションは、ゼロデイ攻撃からハッカーによる攻撃まで、あらゆる
脅威からシステムを保護するように設計されています。この拡
張性に優れた単一のセキュリティー管理プラットフォームは、
Windows*、Mac*、Linux*オペレーティング・システムなど
の各種システムと、あらゆるモバイル・デバイス・ブランドおよび
フォームファクターを保護します。

仮想化環境のハードウェア・ベースの 
信頼のルート

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーは、
インテル® TXTをインテル® ブートガードで補強することによっ
て新たな種類の保護を提供します。4 このテクノロジーでは、セー
フブート機能を仮想マシンにも適用できるので、ハードウェア・レ
ベルで信頼のルートを確立することによって、起動プロセス全体
にわたってセキュリティーがさらに強化されます。

•  ハードウェア・サポートを使用するベースラインと照らし合わせ
て起動環境を評価

•  攻撃を防ぐために、主要コンポーネントの動作を起動時に
検証

•  ハイパーバイザー・レイヤーを強化
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IDとアクセス

現在のモバイルビジネス環境において、認証の強化はネットワークの保
護には欠かせない存在となっています。VPNアクセスを保護する場合
も、Software-as-a-Ser vice（SaaS）アプリケーションへのアクセス
を保護する場合も、単純なユーザー名とパスワードの組み合わせでは
十分ではなくなっています。

多くの組織が、トークンやスマートカードを使用したり、ソフトウェアのみ
のプロビジョニングによって、強力な認証ソリューションを導入してきま
した。しかし、最近のデータ侵害においては、こうした基本的なアカウン
ト保護手法には脆弱性が発見されています。

ハードウェア・ベースの認証
インテル® vPro™ テクノロジーは、Webサイトや企業ネットワークにお
いて、マルウェアではなく、実際のユーザーが信頼できる PCからログ
インしていることを簡単に検証できる二要素認証を提供します。この
ハードウェア・ベースのサポートにより、従来のハードウェア・トークンや
スマートカードよりもコストを削減し、複雑さを軽減しながら、企業のア
クセスポイントを保護できます。

例えば、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 5

（インテル® IPT）は、秘密鍵、ワンタイムパスワード（OTP）トークン、公
開鍵基盤（PKI）証明書を組み込むことで、ハードウェアによって保護さ
れたVPNアクセスを実現します。個別の物理トークンの必要性を排除
することで、VPNログインプロセスを効率化します。さらに重要なこと
は、VPNにアクセスするPCが従業員に割り当てられているPCである
ことが保証されます。資格情報はプラットフォーム内で保護されるため、
特定の PCから情報を侵害したり削除することはできません。

インテル® IPT：数字による安全

スクリーン・スクレイピング攻撃では、通常、マルウェアは PCの
ディスプレイから情報を抽出することで、アクセスコードやパス
ワード情報などを探り当てようと試みます。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（インテル® IPT）は、PC
の前にユーザーが存在することを確認することによって、ハード
ウェア・レベルでこの攻撃から ID情報などを保護します。この
テクノロジーによって、画面には数字がランダムに配置された
安全な PINパッドが表示されます。この PINパッドはプロセッ
サー内のグラフィックス・ハードウェアによって作成されるため、
オペレーティング・システムには認識されません。そのため、ソフ
トウェア・レイヤーにさらされたり、ハッカーから攻撃される可能
性はほとんどなくなります。

公開鍵基盤（PKI）によるユーザー入力の保護

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーは、
モバイルユーザーの管理と保護をさらに容易にします。「パス
ワードが不要な」モバイルVPN体験により、ネットワークが保護
され、ユーザーのパスワード管理が簡素化されます。ユーザー
は複数のパスワードを記憶して、それらを再入力しなければなら
ない負担がなくなるので、目の前の仕事に集中できるようにな
ります。

• 認証と暗号化に使用する秘密鍵をファームウェアに格納
• スマートカードよりも使いやすく低コスト
•  「パスワードが不要な」VPNで動作

VPN
パスワード

容易さ

コスト
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データ保護

従業員の移動中は、企業データも同時に移動しています。データ保護
は ITセキュリティーの最も重要な要素と考えられ、データ損失のリスク
はこれまで以上に高まっています。デバイスには紛失や盗難の可能性
が常につきまといますが、複数のデバイスやプラットフォームからアクセ
スされるクラウドベースのデータやアプリケーションがもたらすリスクも
あります。デバイスに脆弱性があれば、デバイスに格納されているデー
タやアプリケーションも同様に脆弱になります。ビジネスデータの侵害
の脅威だけではなく、データ・プライバシーに関する法的取り決めやコン
プライアンスの規制に違反するリスクもあります。

モバイルデバイスと結合されたクラウドに機密性の高いビジネスデータ
がある場合は、データそのものを保護する高速かつ信頼性の高いテク
ノロジーを導入する必要があります。暗号化は確立されたデータ保護
方法の 1つであり、サーベンスオクスリー法など、コンプライアンス規
制の対象となるような情報には特に効果を発揮します。一方、暗号化
テクノロジーのマイナス面としては、セキュリティーのためにシステム・パ
フォーマンスが犠牲となる可能性が挙げられます。

高速化された暗号化処理
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーは、ユーザーの生産
性を妨げることなく、セキュリティーとパフォーマンスの両立を可能にし
ます。インテル® AES New Instructions6（インテル® AES-NI）は、
ハードウェア・ベースのアクセラレーションを使用して最大 4倍の速度
でデータを暗号化します。7 インテル® AES-NIは、パフォーマンスを低
下させることなく、バックグラウンドで動作します。また、暗号化ブロック
がマイクロプロセッサー内のハードウェアで実行されるため、保護が強
化され、サイドチャネル攻撃の可能性が低減します。さらに、インテル® 
AES-NIによって実現される高速化により、システムは大きなサイズの
鍵を高速で処理でき、データ転送のセキュリティーを強化することが可
能になります。

このテクノロジーは、インターネット経由の認証や電子商取引など、オン
ライン・トランザクションの保護も強化します。インテル® セキュアキー 8 
は、ハードウェア・プラットフォームを介して安全性の高い暗号化鍵を安
全に生成します。大量のエントロピー・ソースから数字が生成されるの
で、数字を予測することは不可能であり、現在提供されている他の多く
のソースよりも強度に優れています。

高速化されたフルディスク暗号化

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファ
ミリーは、インテル® Solid-State Drive9（インテル® 
SSD）Proシリーズによってさらに高速化される自動
暗号化をサポートしています。インテル® SSDは、暗
号化されたデータのリモート設定 /管理 /リカバリー
をサポートするように設計されています。

パフォーマンスを向上させ、
ソフトウェア・ライセンス・コストを削減

保護を強化し、
安全な消去機能によって
再利用 /廃棄コストの削減を支援

業界標準の
リモートパスワード管理をサポート
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監視と修復

企業にとっての最後の防御線は、ITセキュリティー管理機能が提供す
る、あらゆる面に及ぶ監視と修復です。ヘルプデスクのスタッフが直接
現場を訪れる時代は急速に過去のものになり、柔軟性と応答性に優
れたソリューションの時代が来つつあります。

インテル® Core ™ vPro™ プロセッサー・ファミリーの包括的なリモート
監視 /修復機能により、場所を問わず、すべてのユーザーのセキュリ
ティー管理をより細かく制御し、簡素化することができます。強力なリ
モート・サポート・ツールにより、あらゆるデバイスにいつでもアップデー
トをプッシュ配信できるため、重大なセキュリティーの脅威の一歩先を
行くことができます。また、リモート修復ツールにより、小さな問題を特
定する場合でも、セキュリティー侵害に対処する場合でも、モバイル PC
の診断と修復が容易になります。

あらゆるデバイスのリモート制御
インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー 10 （インテル® AMT）は、
あらゆるデバイスへのアクセスと制御を可能にし、再起動時など、い
かなる動作状態においても問題を解決できます。インテル® AMTとと
もにMcAfee* ePolicy Orchestrator*（McAfee ePO*）Deep 
Commandソフトウェアを使用すれば、数千台のデバイスをリモートか
ら追跡、管理して、更新、無効化、ロック、ワイプ、復元を行うことができ
ます。McAfee ePO* Deep Commandは、マカフィーの主要なエンド
ポイント・セキュリティー管理ツールの拡張機能の 1つです。

これらのテクノロジーは、侵害が発生する前にセキュリティー・アップデー
トをユーザーにプッシュ配信して脅威を予防的に管理したり、感染した
クライアントの診断、隔離、修復を行います。最も優れている点は、こう
した作業時にユーザーへの影響を最小限に抑えられることです。ログ
オンできないモバイルユーザーがいる場合、そのユーザーのデバイスを
リモートから再起動し、管理することができます。「不可視」修正ツール
により、ユーザーの作業を中断することなく、さまざまな問題を解決で
きます。

システム情報への 24時間 365日のアクセス

•  電源状態に関係なく、有線 /無線接続された PCをリモート
からポーリング

•  ハードウェアの資産データやソフトウェアのバージョン情報な
ど、資産データを保護されたメモリーに記録

•  不適合の PCを特定し、修復することでコンプライアンス管理
を簡素化

BIOS攻撃からの保護の強化

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーの
機能強化により、攻撃からの高度な保護が実現します。BIOS
ガード対応インテル® プラットフォーム・プロテクション・テクノロ
ジーは、ステルス攻撃や不正な更新からシステム BIOSを保護
します。

•  メーカーが許可していない変更からBIOSフラッシュを保護
•  システムの更新中にBIOSを保護
•  サービス拒否攻撃からのプラットフォームの防御を支援
•  ユーザーがWindows* 8オペレーティング・システムを実行
している場合は自動的に有効化

BIOSガード

CPU

プラットフォーム・
コントローラー・

ハブ

BIOS
フラッシュ領域
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すべてのデバイスのリモート管理

モバイルデバイスの管理がもたらすもう1つのメリットとして、セキュ
リティーの枠を超えて IT部門の作業を効率化できることが挙げられ
ます。IT部門が日常的な作業を迅速かつ簡単に行うことができれば、
ユーザーの生産性を高めることができます。そして、この両グループが
ともに作業を迅速化できれば、企業全体にメリットがもたらされます。

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーは、場所を
問わず、すべてのデバイスのリモート管理を包括的に制御できます。こ
の機能強化は、中断のない迅速なサービス、パフォーマンスの向上か
ら、総コストの削減まで、IT部門と従業員の業務効率を高めることを
目的としています。

•  キーボード /ビデオ /マウス（KVM）リモート・コントロールの強化
により、システムの診断、修復、更新の完全なリモート制御が可能に
なります。システムの電源がオフの場合やオペレーティング・システム
が応答しない場合も含め、いつでもどこからでも高解像度、高忠実
度で動作します。

•  インテル® セットアップ・コンフィグレーション・ソフトウェア（インテル® 
SCS）は、迅速かつ簡単なデバイス構成を支援します。11 このテクノロ
ジーを使用して、安全な接続を検出、構成、維持し、ネットワーク上
で管理されているすべてのデバイスでインテル ® vPro ™ テクノロジー
の機能をアンロックできます。 

•  Windows PowerShell*ソフトウェア用インテル® vPro™ テクノ
ロジー・モジュールでは、独自のスクリプトによって管理をカスタマイ
ズし、自動化を強化できます。このモジュールを使用すると、インテル® 
AMTに直接アクセスできるので、待ち時間なしにその場で問題を
解決できます。ヘルプデスク・サポート頻度の低減、ユーザーの生
産性向上、総保有コスト（TCO）の削減が可能になります。また、
Windows PowerShell*ソフトウェアは、さまざまなシステムタイプ
やデータ形式に適応できます。

互換性のあるテクノロジーとの連携

インテル® Core ™ vPro™ プロセッサー・ファミリーのメリットは、セキュ
リティーや運用管理機能の枠を超えて、使いやすさにまで及びます。こ
の互換性のあるテクノロジーは、既存の ITインフラストラクチャーにも
適合しやすいように設計されているため、ITリソースへの影響を抑え、
ユーザーのトレーニング時間を削減し、TCOを削減することが可能に
なります。

どのモバイルデバイスを選択するかにかかわらず、インテル® プロセッ
サーとWindows* 8オペレーティング・システムを搭載したデバイスな
らば、問題なく既存のシステムに適合します。このテクノロジーは、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互換性があ
るため、Windows* 7 EnterpriseなどのWindows* オペレーティン
グ・システムを搭載した環境にシームレスに統合できます。さらに、ユー
ザーは、日頃使い慣れたプラットフォームで起動して、すぐに作業を行
うことができるため、追加のトレーニングや ITサポートの必要性を最
小限に抑えられます。

追加のモバイルデバイス管理ソリューションの 
必要性の低減

多くの IT部門が、モバイルデバイスにはモバイルデバイス管理（MDM）
ソリューションが必要と考えており、すでにこうしたソリューションを導入
している企業もありますが、別の選択肢も存在しています。Windows* 
8 Enterpriseソフトウェアを実行しているインテル® プロセッサー搭載
デバイスは、Microsoft* System Center Configuration Manager
（SCCM）などの管理コンソールを使用して、エンドツーエンドのデバイ
ス管理ソリューションを実現します。このテクノロジーは既存の管理 /セ
キュリティー・ソリューションと直接連携するため、ソフトウェアを別途購
入する必要はありません。また、タブレット、ノートブックPC、デスクトッ
プ PCなど、あらゆる種類のデバイスで動作します。



8 Intel IT Center　実用ガイド  |  企業のモバイル・セキュリティー：第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー

ユーザーに対応するパフォーマンスの実現

機能強化された第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファ
ミリーは、ユーザーの作業スタイルに対応可能なパフォーマンス機能を
提供します。12 休止状態にあるデバイスを瞬時に起動し 13、常に最新の
状態に保たれた動的データやアプリケーションにアクセスできるため、
ユーザーはすぐに作業を始めることができます。長時間持続するバッテ
リーにより、ユーザーは常に電源を持ち歩く必要性がなくなり、どこで
も好きなスタイルで仕事をすることが可能になります。

この最新世代のプロセッサーにおける生産性機能の強化により、次の
ことが可能になり、ビジネス全体の生産性を高めることができます。

マルチタスク処理速度が 2倍に向上 7,14： Flash*ページとブラウザー
プラグインのサポートにより、電子メール、Webブラウザー、ビデオ、ス
プレッドシートなどのアプリケーションを簡単に切り替えながら、スムー
ズに作業を行うことができます。

ワイヤレス接続による容易なコラボレーション：安全で高品質のビデオ
会議機能を使用して、プレゼンテーションや同僚との作業内容の共有
を行うことができます。15 グラフィックス性能が 20倍に向上したワイヤ
レス・プロジェクション16 により、臨場感あふれる自然な共有環境を簡
単に構築できます。7,17

データ管理の簡素化：強力なビジネス・インテリジェンス（BI）機能に
より、複雑なデータセットを簡単に操作できます。インテル® トランザ
クショナル・シンクロナイゼーション・エクステンション -新命令セット18

（インテル® TSX-NI）は、マルチスレッド・アプリケーション（BIやコラボ
レーションを実現するアプリケーションなど）のパフォーマンスを向上し
ます。

リソースの迅速な発見：屋内 /屋外の位置情報ベースのサービスによ
り、ローカルで利用可能な IT資産を素早く見つけて接続できます。ま
た、ユーザーは、プリンターや会議室などの有用なリソースの場所を特
定することが可能になります。

高速化されたデスクトップ仮想化との連携：インテル® バーチャル・マ
シン・コントロール・ストラクチャー（インテル® VMCS）3,4,10シャドーイン
グおよびネストにより、ユーザーは必要なものを速やかに入手できます。
このテクノロジーにより、高速で柔軟性のある安全なデスクトップ仮想
化が実現するため、データ、アプリケーション、オペレーティング・システ
ムの移行をより細かく制御できます。

エンタープライズ・アプリケーションの統合の簡素化

互換性を確保するためのもう1つの選択肢として、エンタープライズ・
アプリケーションの導入が挙げられます。複数のデバイス、プラット
フォーム、オペレーティング・システム用にさまざまなバージョンを作成
するのはコストがかかり、特に更新を考慮に入れると、管理が困難に
なる可能性があります。しかし、環境によっては、機能を最大限に活用
するために、特定のオペレーティング・システムに合わせてアプリケー
ションを作成することが必要となります。

アプリケーション・ソリューションの一般的なタイプとして、ネイティブ、ハ
イブリッド、HTML5の 3つのタイプがあり、ビジネスニーズに応じてそ
れぞれにメリット、デメリットがあります。この 3つの中で最も柔軟性の
あるHTML5は、一度作成すれば、企業内の複数のデバイス、プラット
フォーム、オペレーティング・システムでの実行を保証する先進のオー
プン・スタンダードです。低コストで短時間により多くのユーザーに到達
できるため、企業全体への導入を迅速化できます。

いつでもすぐに使えるデバイス

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーを
搭載したデバイスは、2つの新しい革新的なテクノロジーにより、
いつでもすぐに使い始めることができます。

•  インテル® ラピッド・スタート・テクノロジー 1は、休止状態から
の復帰後にインスタント・オン・アクセスを提供します。これによ
り、アプリケーションをすぐに使用することができ、モバイル・プ
ラットフォームのバッテリー持続時間も節約できます。

•  インテル® スマート・コネクト・テクノロジー 2は、電子メール、
ソーシャル・ネットワーク、その他のアプリケーションを常に最
新の状態に保つため、ユーザーはすぐに仕事に取り掛かるこ
とができます。

1  インテル® ラピッド・スタート・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® Solid-State 
Drive（インテル® SSD）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。

2  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。Solid state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。
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概要：機能強化

プロセッサー 新機能 機 能

位置情報ベースサービス対応 
インテル® vPro™ テクノロジー

最も近くにあるプリンターや会議室を見つけたり、IT部門が施設内の資産の場
所を特定できるよう支援。

インテル® Pro ワイヤレス・ディスプレイ デバイスから会議室の TVやプロジェクターへの安全なワイヤレス共有を実現。

インテル® トランザクショナル・シンクロ 
ナイゼーション・エクステンション -新命令セット 
（インテル® TSX-NI）

ビジネス・インテリジェンス・アプリケーションやコラボレーション・アプリケーション
などのマルチスレッド・アプリケーションのパフォーマンスを向上。

インテル® Solid-State Drive Toolbox
（インテル® SSD Toolbox）対応インテル®  
セットアップ・コンフィグレーション・ソフトウェア
（インテル® SCS）

インテル® vPro™ テクノロジーとインテル® SSDの簡単なリモート・セットアップ /
構成が可能。

インテル® Solid-State Drive 
（インテル® SSD）Proファミリー

自動暗号化とリモート管理機能によってデータを保護。

公開鍵基盤（PKI）対応インテル® 
アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー

ネットワークを保護しながら、VPNパスワードの煩わしさを解消。

ワンタイムパスワード（OTP）対応インテル® 
アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー

ハードウェアによって保護されたワンタイムパスワードにより、安全なVPNアク
セスを実現。

インテル® ブートガード対応インテル® 
プラットフォーム・プロテクション・テクノロジー

ブート・ブロック・レベルのマルウェア実行からの保護。

インテル® BIOSガード対応インテル® 
プラットフォーム・プロテクション・テクノロジー

マルウェアや不正な更新からBIOSを保護。

インテル® トラステッド・エグゼキューション・ 
テクノロジー（インテル® TXT）対応インテル® 
プラットフォーム・プロテクション・テクノロジー

マルウェアとルートキットから仮想化 /物理環境を保護。

インテル® Iris™ グラフィックス 追加のグラフィックス・カードを必要とせずに、驚異的なビジュアル体験を提供。
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詳細情報のリソース

第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーの詳細については、http://www.intel.co.jp/vpro/ を参照してください。

以下のWebサイトも参照してください。
• McAfee* Deep Defender：http://www.mcafee.com/japan/products/deep-defender.asp
• McAfee ePO* Deep Command：http://www.mcafee.com/japan/products/epo-deep-command.asp

 
関連情報

『4th Generation Intel® Core™ Processors: Overview』
第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーの新たな機能強化の概要については、こちらのビデオをご覧ください。
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/4th-gen-core-overview-animation.html（英語）

『4th Generation Intel® Core ™ vPro ™ Processor Crimeware Protection』
第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーの内蔵セキュリティー機能が、企業全体にわたる包括的な保護を実現する仕組みについて
は、こちらのビデオをご覧ください。
http://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/enterprise-security-4th-gen-core-vpro-crimeware-protection-
video.html（英語）

『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』
この計画ガイドでは、外出先でも機密データとデバイスを保護するために必要なセキュリティーの強化により、適切なモバイルデバイスでビジネス全体
の生産性を高める方法について説明します。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/enterprise-mobility/increasing-productivity-for-mobile-workers-guide.html

『Inside IT: Balancing Security and a Great User Experience』
インテル IT部門の上級情報セキュリティー・テクノロジストであるToby Kohlenbergが、インテルの新しい信頼モデルについて説明し、セキュリティー
と快適なユーザー体験のバランスを取る上での課題について語ります。
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/inside-it-balancing-security-user-
experience-podcast.html（英語）

『Getting a Headstart on Location-Based Services in the Enterprise』
位置情報ベースのサービスにより、従業員が必要なリソースをすぐに見つけることができるようにし、複数のプラットフォーム、デバイス、オペレーティング・
システム間での一体感のある体験を支援します。
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/getting-a-headstart-on-location-based-
services-in-the-enterprise.html（英語）

http://www.intel.co.jp/vpro/
http://www.mcafee.com/japan/products/deep-defender.asp
http://www.mcafee.com/japan/products/epo-deep-command.asp
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/4th-gen-core-overview-animation.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/enterprise-security-4th-gen-core-vpro-crimeware-protection-video.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/enterprise-security-4th-gen-core-vpro-crimeware-protection-video.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/enterprise-mobility/increasing-productivity-for-mobile-workers-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/inside-it-balancing-security-user-experience-podcast.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/inside-it-balancing-security-user-experience-podcast.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/getting-a-headstart-on-location-based-services-in-the-enterprise.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/getting-a-headstart-on-location-based-services-in-the-enterprise.html


11 Intel IT Center　実用ガイド  |  企業のモバイル・セキュリティー：第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー

後 注
1.  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® Core™ プロセッサー・ファミリ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。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。詳細について
は、http : / /w w w. intel .co . jp/technolog y/secur i ty/ を参照してください。

2.   「Infographic :The State of Malware 2013」、McAfee Labs。http://mcafee.
com/us/security-awareness/articles/state-of-malware-2013.aspx（英語）

3.  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 : / /w w w. inte l . co . jp/content /w w w/ jp/ ja /
virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-
technolog y.html を参照してください。

4.  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® トラステッド・エグ
ゼキューション・テクノロジーに対応したインテル® プロセッサー、チップセット、ファーム
ウェア、ソフトウェアと、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（サービスが提供されていない国もあります）。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。対応状況と機能については、各サービス・プロバイダ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/ technolog y/secur i ty/ 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。

5.  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® 
アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー（インテル® IPT）を利用するには、
インテル® IPTに対応した第 2 世代以降のインテル® Core ™ プロセッサー・ファミリーを
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、インテル® IPTに対応したWebサイトが必要です。各システムメーカーにお問
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 : / /w w w.
intel .co . jp/content /www/jp/ ja /architecture-and-technology/ ident i ty-
protection/identity-protection-technology-general.html を参照してください。

6.  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。

7.  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。

8.  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。

9.  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® Sol id-State Dr ive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。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。

10.  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. inte l . co . jp/
amt / を参照してください。

11.  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。利用できる機能と得られる結果は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、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 : / /w w w.
inte l .co . jp/technolog y/vpro/ を参照してください。

12.  インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ター
ボ・ブースト・テクノロジーおよびインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、一部の
インテル® プロセッサーでのみ利用可能です。各システムメーカーにお問い合わせくださ
い。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細に
ついては、http : / /w w w. intel .co . jp/ jp/technolog y/turboboost / を参照してく
ださい。

13.  インテル® ラピッド・スタート・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® Sol id-State Dr ive
（インテル® SSD）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。

14.  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。HTテクノロジーに対応したプロセッサーの情報など、詳細については、http : / /
w w w. intel .co . jp/ jp/products/ht /hyper threading_more .htm を参照してく
ださい。

15.  すべての PC 上でビルトイン・ビジュアルが有効になっているわけではありません。最適
化されたソフトウェアを必要とすることがあります。各システムメーカーにお問い合わせく
ださい。詳細は、http : //www. intel .co . jp/content /www/jp/ ja /archi tecture-
and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.
html を参照してください。

16.  インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 PC、タブレット、スマートフォン、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一部のインテル® プロセッ
サーでのみ利用可能です。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 : / /w w w. intel .co . jp/wid i / を参照してください。

17.  デスクトップ PCとUltrabook™ に関する記述は、デスクトップ PC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 ™）
OEMプラットフォーム上の出荷前の第 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）、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：オンと、OEMプラットフォーム上の接続済みインテル® Core™2 
Duo プロセッサー P8600（2.40GHz、2T/2C、3MBキャッシュ、1,066MHz FSB）、
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 Ult imate 6.1ビルド 7601、システム電力管理ポリシー：
Windows* 既定値、LCDサイズ：15.5インチを比較。ビジネス生産性に関する記述は
SYSmark* 2012（詳細については、http://www.bapco.com/（英語）を参照）に
基づくものです。SYSmark* 2012は、一般的なオフィスにおける生産性とデータ / 財
務分析、システム管理、メディア制作、3Dモデリング、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（詳細については、http://
www.futuremark.com/（英語）を参照）に基づくものです。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
クスのパフォーマンス・ワークロードは、業界標準の 3Dパフォーマンス・ワークベンチであ
る3DMark* Cloud Gate（詳細については、http://www.futuremark.com/（英語）
を参照）で構成されます。詳細については、http://www.intel.com/performance/（英
語）を参照してください。

18.  マルチスレッド・アプリケーション・テクノロジーの恩恵を受けるには、このアプリケーション
がインテル® トランザクショナル・シンクロナイゼーション・エクステンション - 新命令セット
に最適化されている必要があります。
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インテルの ITセンターについて

本ガイド『企業のモバイル・セキュリティー：第 4世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー』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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