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インテル IT部門は、ますます高まるモバイルおよびタッチ対応コンピューティングの需要に対
応するために、ノートブックPCとタブレットが組み合わされた2 in 1デバイスの配備を進めて
います。インテル独自の分析と従業員からのフィードバックによれば、社内における2 in 1デ
バイスの活用は、生産性と効率性の向上を通じた職務満足度の増大と、時間とコストの大幅
な節約につながっていることがわかりました（図 1を参照）。

こうした結果に基づき、インテルでは、会社が支給するPCの更新サイクルを介した 2 in 1デ
バイスの導入を推進しています。2 in 1デバイスの導入は、ノートブックPCの一般的なメリッ
トに加えて、タッチ・テクノロジーの利点が活かされると考えられる環境、そして従業員がこの
デバイスの柔軟なフォームファクターからメリットを受けることができる環境を対象に行われて
います。

インテル IT部門が 2 in 1デバイスに関してテクノロジー製造グループ（TMG）内で最近行っ
た調査では、使いやすさについて全体的に高い評価が出ています。また、この調査では、ノー
トブックPCとタブレットの組み合わせによって、課題の多い TMGの職場でこれまで満たさ
れなかったいくつかの利用用途に対応できることが示されています。工場のエンジニアと技
術者にとって、今後、2 in 1デバイスが不可欠な存在になることは間違いありません。

•  ユニークなフォームファクターに
よってタッチ・テクノロジーの 
利用を拡大する

•  厳しい環境に対応できる 
小型軽量のデバイスを提供する

•  ノートブックPCの機能と 
タブレットの機能、どちらも提供 
することで生産性を高める

•  2つのデバイスの機能を単独の 
ユニットに組み込むことで、 
総保有コスト（TCO）を削減する

2 in 1デバイスによって実現する柔軟性とパフォーマンス

タブレットとしての機能
• タッチ操作対応の設計
• インスタントオン /クイックレジューム
• アプリのエコシステム
• 薄型軽量設計と
長いバッテリー持続時間

ノートブックPCとしての機能
• 本格的な PCのパフォーマンスと生産性
• PCのアプリケーションと
主要な使用方法をサポート

• タッチ、スタイラス、オンスクリーン入力、
または着脱可能なキーボードなど、
複数の入力オプション

• マルチタスク環境

図 1. 2 in 1モバイルデバイスは、インテルのさまざまな作業環境での使用に適したパフォーマンスと柔軟性を備えています。
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モバイル・テクノロジーの利点

現在、インテルの従業員の 80%は、職場でモ
バイル・コンピューティング・デバイスを使用して
います。このデバイスのほとんどは従来のノー
トブックPCであり、強力な処理能力と高速の
パフォーマンスを備えてはいるものの、インテル
の一部の環境では扱いにくい面もあります。
インテルではこのような状況に対応するため
に、最近、工場の作業現場にインテル® アーキ
テクチャー搭載のタブレットを提供し始めまし
た。エンジニアはこれまで、主要デバイスとして
ノートブックPCを所有してきましたが、工場技
術者にとってタブレットは共有デバイスでした。
現時点でインテルが最優先する目標は、異な
る利用用途や作業現場それぞれに最適なモバ
イルデバイスを提供することです。

従来のノートブックPCとタブレットの両方を
必要とする従業員に対して、小型軽量でタッ
チ対応のタブレットも追加で提供することにメ
リットはありますが、従業員が複数のデバイス
を持つことで、1人当たりのデバイスの総コス
トは増大してしまいます。その代替案となる2 
in 1デバイスの導入は、さまざまな利用用途
の要件を満たし、これまでにないデバイスの柔
軟性を実現します。最近、インテル IT部門は、
ノートブックPCとタブレットでMicrosoft* 
Windows* 8を標準OSとする決定を行いま
したが、これによって2 in 1デバイスの魅力は
さらに増しました。この標準化の結果、ノート
ブックPC、タブレット、および 2 in 1デバイス
に関するインテル全体でのトレーニングおよび
デバイス互換性が改善されたほか、より効率
的なメンテナンスが確立され、セキュリティー
が強化されました。

インテルの工場において2 in 1デバイスへの
移行が進められたことで、工場技術者は、より
強力かつ柔軟な 2 in 1デバイスを利用できる
ようになりました。また、エンジニアは、従来の
ノートブックPCよりも多機能で多用途のデバ
イスを手にすることができました。工場技術者
にとってもエンジニアにとっても、2 in 1デバイ
スは以前使用していたデバイスに比べて性能
および柔軟性の点で優れているため、生産性
が大きく向上することが証明されました。

2 in 1デバイスの柔軟性はプロセッサーにまで
及んでいます。インテル® Core ™ プロセッサー・
ファミリー搭載 2 in 1デバイスのノートブック
PCの部分とタブレットの部分、そのどちらも標
準的なエンタープライズ・アプリケーションに必

要なパフォーマンスを備えていることが明らか
になりました。インテル® Atom™ プロセッサー
搭載のデバイスは、組立工場でよく見られるよ
うに、処理能力とRAM容量がそれほど重要
視されない作業環境に適しています。さらに、
インテル® Atom™ プロセッサーを搭載するこ
とで、デバイスのバッテリー持続時間も向上し
ます。

生産性、パフォーマンス、およびフォームファク
ターを考慮した結果、TMGに対しては 2 in 1
デバイスの選択が推進されてきました。最近
行われた評価と概念実証では、エンタープライ
ズ・レベルの 2 in 1デバイスによって、使い勝
手に関する多くの懸念が一掃されることが示さ
れています。

拡大する2 in 1デバイスの使用

インテルの変化に富む製造作業現場におい
て、モバイル・コンピューティングとタッチ・テク
ノロジーはどちらも不可欠です。インテルは、
効率的な製造プロセスを採用するという長年
にわたる取り組みの一環としてモバイルデバイ
スを使用することによって、生産性と組織の俊
敏性を向上できるだけでなく、工場、クリーン
ルーム、建設現場におけるワークフローとセ
キュリティーの要件にも対応できると判断しま
した。

インテルの調査では、製造環境でのコンピュー
ティング・デバイスに関して、「ワンサイズではす
べてには対応できない。万能薬はない」という
ことが繰り返し確認されています。例えば、ク
リーンルームなどの一部の作業現場では、入
力にキーボードを使用しなければならないノー
トブックPCは扱い難く、より軽量でタッチ対応
のタブレットの方が適していますが、データ分
析を行うような別の現場では、キーボード入力、
ソフトウェアの互換性、強力な処理能力といっ
た理由からノートブックPCの利用が推奨され
ます。さらに、TMG内には、常に複数の異なる
環境間を移動しながら働くユーザーも存在して
います。

インテル IT部門では、工場でのタッチ対応ソ
リューションおよびアプリケーションを実現する
ために、アプリケーション開発者に 2 in 1デバ
イスを提供することで、より迅速なアプリケー
ション開発を促進しています。一方で、TMG
の一部のレガシー・アプリケーションについて
も、タッチ・テクノロジーに対応するように更新
が進められています。

最新のモバイルデバイスへの
対応

インテル IT部門ではコンピューティン
グ・プラットフォームの革新的テクノロ
ジーを定期的に評価し、ビジネス全体
における適合性とメリットを確認して
います。モバイル・コンピューティング
の急速な進展によって、数多くの社内
調査、概念実証研究、利用用途が促
進され、会社の作業規律や作業環境
に関連してモバイルデバイスを実際に
使用できるかどうかを判断する上で役
立っています。

こういった評価対象は広範囲に及び
ます。例えば、これらの評価では、コン
シューマー向けデバイスとビジネス向
けデバイスの相違点や、社員が所有す
るモバイル・コンピューティング・プラッ
トフォームの使用を許可した場合の利
便性と財政的影響も調査されました。

インテルでは引き続き、インテル® アー
キテクチャー、特に従業員のモビリ
ティーと生産性を向上しながら総保有
コストを削減するアーキテクチャーに
基づいたコンピューティング・プラット
フォームの標準化に努めます。

http://www.intel.co.jp/itatintel
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製造環境でのテスト

2013年の半ば以降、エンジニア、工場技術
者、工場外の TMG作業員を含む 1,500人
以上の TMG所属の従業員が 2 in 1デバイ
スを使用しています。2 in 1デバイスの一部の
モデルでは、タブレットが取り付け式となってお
り、PC用キーボードとの位置関係を自由に調
整できるようになっています。2 in 1デバイス
は、単独のユニットとして機能するため、ユー
ザーは必要に応じてノートブックPCとしてもタ
ブレットとしても使用できます。

インテルでは、こうした 2 in 1デバイスの特定
モデルが、組立 /テスト工程および製造 /選
別工程の両方の従業員のニーズにどのように
適合しているかを判定するために、ITユーザビ
リティー調査を実施しました。この調査には、
以下のような質問（必須回答）が含まれていま
した。

•  この 2 in 1デバイスの機能は、従業員の作
業要件を満たしていますか。

•  この2 in 1デバイスの操作は簡単ですか。

•  このデバイスを使用してデータを簡単に更新
したり修正したりできますか。

また、従業員がこれまで使用してきた別モデル
の 2 in 1デバイスに関連する質問（自由回答）
もいくつか行いました。ここで確認したかったの
は、以前使用していたノートブックPCに比べて
この 2 in 1デバイスの使用感はどうであるか、
タブレット・コンポーネントをどれくらい使用して
いるか、従業員はタブレット機能をどの程度重
要であると考えているかといった点でした。

この調査では次のようなことがわかりました。

•  TMGの従業員の 2/3が 2 in 1デバイスに
満足している。

•  残りの 1/3は、単独のノートブックPCやデ
スクトップ PCなど、別のデバイスを好んで
いる。

•  工場技術者とエンジニアは、非製造業務を
担当する従業員よりも2 in 1デバイスを好
意的に見ている。このデバイスに対する評価
は、工場技術者が 100点満点中 81点、

エンジニアが 71点、工場以外の従業員は
69点であった。

•  タブレット機能の重要性は、使用頻度ではな
く、使用形態に関係している。例えば、工場
技術者が修復手順を実地で表示したり、立っ
たままデータを入力するためにタブレットを使
用する回数は多くはないが、このようなケース
は非常に重要と考えられている。

•  タブレット機能を最も重要と考える従業員で
あっても、タブレットとしてだけでなく、ノート
ブックPCとしても利用できることを望んで
いる。

オプションの質問からも検討すべき有益な情
報が得られました。例えば、このデバイスにはタ
ブレットが取り付けられているため、ノートブッ
クPCとして使用される画面とキーボードは、
通常のノートブックPCよりも小型になってい
ます。TMGユーザーの中には、デバイスのサ
イズが小さい方が便利だと言う人もいれば、オ
フィスのドッキング・ステーションや大きなモニ
ターを離れて仕事をする場合、小さい画面や
キーボードは使いづらいと考える人もいました。

テクノロジー製造グループ（TMG）ユーザーの、2 in 1デバイスに関する回答内容

2 in 1デバイスに関連して最近行った ITユーザビリティー調査の一環として TMG所属の従業員から提供されたコメントの一部を以下に
紹介します。

•   「小さいサイズのタブレットは、窮屈なスペースや混み合った場所で作業するのにとても便利です」– TMGの工場技術者

•   「ページの回転機能がとても気に入っています。帰宅途中の電車の中で電子メールや契約書を確認する場合など、タブレットに切り替え、
[レター表示］にページを回転させてから読む方が楽ですし、快適です」– TMG建設プロジェクト・エンジニア

•   「タッチ機能が利用できるため、これまでよりも柔軟で快適な作業が可能になりました」– TMG物流アナリスト

•   「ノートブックPCとタブレットのモードが簡単に切り替えられます」– TMGフィールド・カスタマー品質エンジニア

•   「メンテナンスの実行中にリアルタイムで手順や仕様を確認するときなど、タブレットは欠かせません」– TMGの工場技術者

•   「製造工場でツール類の構成を監査するのに役立ちます。タブレットモードにすることで、ツールの周りを歩きながら画像やドキュメントを
参照できます」– FSMプロセス・エンジニア

•   「サイズが小さいので非常に快適です。実際、紙のノートの代わりに使うようになりました」– TMG備品エンジニア

•   「タブレットと従来のノートブックPCのモードを切り替えられる2 in 1の使用感が気に入っています」– TMG信頼性エンジニア

•   「タブレット機能は、自宅や製造工場での作業に適しています」– TMGプロセス・エンジニア

•   「画面を回転して、ノートブックPCとして使うことができるため、会議室に入りきれず、廊下でミーティングに参加しなければならないとき
に便利です。しかも、いつでも自分のコンピューターに簡単にアクセスできます」– TMGエンジニアリング・マネージャー

http://www.intel.co.jp/itatintel


次のステップ

2 in 1デバイスとインテル® アーキテクチャー
搭載タブレットの導入を作業効率の向上につ
なげるためには、タッチ・テクノロジーを効果的
に使用できるTMGアプリケーションの数を増
やすことが極めて重要です。インテルはアプリ
ケーション開発者と協力して、新しいタッチ対
応ソリューションを開発する一方で、一部のレ
ガシー・ソフトウェアでもタッチ機能が利用でき
るように更新を進めています。このアプローチ
は、将来的なさらなる応用の促進と生産性向
上にとってのカギとなります。

さらに、企業全体にわたって新たな利用用途
を見つけ出し、会社が支給するPCの更新サ
イクルを介して、より多くの従業員への 2 in 1
デバイスの提供を加速させる予定です。と同
時に、これらのデバイスのトレーニングを充実さ
せ、最適な使用を促進していきます。

今回のユーザビリティー調査では 2 in 1デバ
イスに関連する貴重な方向性が示されました。
インテルでは今後数カ月で、調査対象を数千
人の従業員へと拡大し、モバイル・テクノロジー
の使用に対する理解をさらに深めることを目指
しています。

来年、インテルは 2 in 1デバイスの導入モデル
の種類と台数の両方をさらに増やして、現在の
利用用途だけでなく、新たな利用用途のニー
ズにも対応する予定です。

まとめ

2 in 1デバイスが TMGのエンジニアや工場技
術者にとって非常に重要なデバイスとなること
は間違いありません。インテルでは、今後数カ
月で、製造工程全体への新しいデバイスモデル
の導入をさらに拡大することを計画しています。

エンジニアや工場技術者による2 in 1デバイ
スの使用が増えることで、効率的な業務処理
が促進され、生産性の向上を通じて、従業員
の仕事の満足度も高まります。同時に、このデ
バイスが使用される領域では、時間とコストが
大幅に節約されます。

エンタープライズ・レベルのノートブックPCと
タブレットの組み合わせは、多くのアプリケー
ションにタッチ・テクノロジーを拡大する強力な
動機付けとなります。今後、さまざまな製造環
境、事務作業環境において、このユニークな
フォームファクターの最適な形での利用が拡大
することでしょう。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
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