
インテル社内のPCは、ビジネス向けのUltrabook™ デバイス、タブレット、2 in 1デバイス 
など、インテル® アーキテクチャー搭載モバイルデバイスで主に構成されていますが、使
い慣れたデスクトップPCも引き続き重要な役割を果たしています。実際に、こうしたタイ
プのPCは進化を続けており、職場での重要性が拡大しています。インテル IT部門の調
査では、1種類のデバイスですべての従業員のニーズを満たすことはできないことが繰り
返し示されてきました。インテル IT部門では、テクノロジーの複数の選択肢を提供するこ
とによって、従業員が各自の業務とワークスタイルに最適なデバイスを選択できるように
することが重要であると考えています。

従来、企業におけるデスクトップ・コンピューティングは、高性能CPUと1台以上のモニ
ターを備えたワークステーション型PCと定義されていました。テクノロジーの進歩により、
インテル IT部門は、デスクトップ・コンピューティングの役割をデスクという枠を越えて
拡大しつつあります。ミニPC、一体型PC、スティック型コンピューターなどの新しいフォー
ムファクターにより、企業内の固定型コンピューティング・デバイス（単に「デスクトップ」
とも呼ばれます）はさまざまな設定で使用できます。

インテル IT部門は、エンタープライズ・レベルの固定型コンピューティング・デバイス
について、個人 /パブリック/共有の各ユースケースを特定しました。このすべてのユー
スケースで、インテル® アーキテクチャーのリモート運用管理 /セキュリティー機能と
インテル セキュリティのソフトウェア・スタックを活用して資産を保護しています。そうし
た機能の具体例としては、インテル® vPro™ テクノロジー、インテル® Solid-State Drive 
Pro 2500シリーズ、McAfee* ePolicy Orchestrator*、アンチマルウェア /ホスト侵入防
止ソフトウェアなどが挙げられます。新世代のインテル® プロセッサーによる統合型ハー
ドウェア /ソフトウェア・スイートの進歩に伴い、インテル IT部門では新しいハードウェア
支援型のセキュリティー機能を調査する予定です。
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背 景
インテル IT部門は、以前から「1種類のデバイスですべてのニーズに対応することはでき
ない」と考えてきました。インテルの従業員は移動が多く、モバイルデバイスがほとんどの
従業員の標準となっており、一部ではモバイル・ワークステーションも提供されています。1 
ただし、特定のユースケースでは、固定型コンピューティング・デバイスが評価されており、
そうしたユースケースも増えつつあります。従来、企業では、固定型コンピューティング・
デバイスとしてデスクトップPC（大きなCPUタワーに接続された1つ以上のモニター）が
主に使用されてきました。このような強力なデスクトップ・ワークステーションにも大きな
価値がありますが、インテルでは、多様なフォームファクターを取り込むためにデスクトップ・
コンピューティングの概念を再定義しました。この新しい定義の下では、デスクトップ型も
将来に向けた新たな重要性を持つこととなり、社内での新しいユースケースにつながって
います。

注意：「ワークステーション」は一般的に、インテル® Xeon® プロセッサー搭載デバイスと
定義されています。ただし、この概要では、「ワークステーション」という用語はインテル® 
Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載した強力なデスクトップ型のクライアント・デバイ
スを指します。

インテルでのコンピューティング（固定型またはモバイル）に関連するフォームファクター
の増加に伴って、複数のプラットフォームで一貫性のあるユーザー体験を提供すること
が重要になっています。詳細については、サイドバー「インテル IT部門のWorkspace 
Moves with Me（ユーザーとともに移動するワークスペース）構想」を参照してください。

固定型コンピューティング・ 
デバイスの役割の進化
企業における固定型コンピューティングは、従来のデスクトップ・ワークステーションに限
定されなくなっています。テクノロジーの進歩により、個人 /パブリック/共有の各ユース
ケースで固定型コンピューティングの新たな役割が広がりました。以下のセクションでは、
インテルにおけるこれらのユースケースについて簡単に説明します。

個人ユースケース
数千人に及ぶインテルの従業員にとって、高性能のインテル® Core™ プロセッサー・ファ
ミリーを搭載した、従来のタワー型デスクトップ・ワークステーションがメインのコンピュー
ティング・デバイスとなっています（ただし、モビリティーが必要なときには、インテル® アー
キテクチャーを搭載したUltrabook™ や2 in 1デバイスを使用する場合もあります）。彼
らの業務には、多数のストレージスロット、大容量のRAM、高性能グラフィックスのサポー
ト、IT部門が提供する最も強力なモバイル・ワークステーションを上回る強力な処理能
力を備えたデバイスが必要です。
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¹  インテル IT部門は、従業員のコンピューティング・ニーズに基づいて、一部の従業員にモバイル・ワークステーションを提
供しています。モバイル・ワークステーションはUltrabook™ デバイスよりも高性能ですが、重量があります。

「ワークステーション」は一般的に、 
インテル® Xeon® プロセッサー搭載 
デバイスと定義されています。 
ただし、この概要では、 

「ワークステーション」という用語は 
インテル® Core™ プロセッサー・ 

ファミリーを搭載した 
強力なデスクトップ型の 

クライアント・デバイスを指します。
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パブリック・ユースケース
インテル® アーキテクチャーを搭載したミニPCと一体型PCは、さまざまな物理環境にお
いて完全なPCの機能を提供するため、複数のユースケースをサポートします。例えば、ミ
ニPCを使用して、デジタルサイネージや複数のディスプレイを強化できます。一体型PCは、
ロビーなどのパブリックスペースで役立ちます。

•  デジタルサイネージ：HDグラフィックス機能を搭載したミニPCは、デジタルサイネー
ジに必要なフルカラーの高精細画像やビデオをサポートします。インテルでは、インテル® 
NUCミニPCを使用して、66カ国170拠点にわたって導入された約400個のデジタル
サインを強化しています。今後さらに、インテル® NUCによって強化されたデジタルサイン
を約100個追加する予定です。

•  ホスピタリティー・スペース：インテルでは、一部のロビーで一体型PCを使用して、ID
カードの要求 /来客の入館手続きを強化しています。一体型PCはコンパクトで使いや
すく、そのタッチ機能と一体型PCの特性により、ホスピタリティー・ユースケースに適し
たデバイスとなっています。

•  コラボレーション・スペース：インテル IT部門では、主にインテル® NUCを基盤とする
管理しやすい安全なハブと、会議の参加者が複数のデバイスやプラットフォーム間でコン
テンツやアイデアをワイヤレスで共有できるようにする新しいインテル® Unite™ ソフトウェ
アとを組み合わせることで、次世代会議室のモデルの作成を進めています。

共有ユースケース
一部のユーザーグループでは、従業員がさまざまなデスクトップPCを共有しています。

•  工場環境：タブレットまたは2 in 1デバイスをメインデバイスとして使用している技術
者もいますが、ほとんどの技術者が、モバイルデバイスには適さない大画面を必要とす
る作業などに、共有の従来型デスクトップPCを利用しています。

•  柔軟なデスクエリア：複数の従業員が同じPCを使用できます。従業員は、フレキシブ
ルなデスクエリアに設置されたどのPCを使用してもかまいません。

•  物理的なセキュリティーの責任者：インテルの物理的なセキュリティーの責任者は、
インテルのロビーで共有デスクトップPCを使用して、IDカードの処理や構内の監視を
行っています。

•  インテルラボ：複数のユーザーが、テストまたは評価の対象となっている機器に接続さ
れたPCを操作しています。

インテルにおける 
固定型コンピューティングの 

3つのユースケース

 

インテル ® NUCによって制御される 
デジタルサイネージでは、メッセージの 
一貫性が維持され、メッセージの変更も 

素早く行えます。

 
タッチ対応の一体型PCにより、 

IDカードの要求 /入館手続きを迅速化できます。

 
ワイヤレス会議室では、 

参加者がコンテンツをすぐに共有できます。
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運用管理と 
セキュリティーに関する考慮事項
固定型コンピューティング・デバイスは、世界中の施設のあらゆる場所に配置されるため、
これらのデバイスをリモートから管理し、保護できることが非常に重要となります。デスク
サイド・サポートによる問題の解決には、時間とコストがかかります。また、保護されてい
ないデバイスでは、インテルの知的財産や従業員の個人情報がリスクにさらされるおそ
れがあります。

リモートからの運用管理
インテルで使用されているすべての固定型コンピューティング・デバイスには、インテル® 
vPro™ テクノロジーを搭載したインテル® プロセッサーが搭載されています。特にパブ
リック・ユースケースでは、固定型コンピューティング・デバイスのリモート運用管理に
インテル® vPro™ テクノロジーが不可欠です。インテル® vPro™ テクノロジーのコンポー
ネントであるインテル ® アクティブ・マネジメント・テクノロジーにより、リモート電源管理
が可能になるため、デバイスに物理的に接触する機会を大幅に減らすことができます。ま
た、インテル® vPro™ テクノロジーには、リモートKVM（キーボード、ビデオ、マウス）制御
も含まれています。この機能により、世界各地の承認済みの ITサポートスタッフは、会議
室のミニPCなどのデバイスをリモートから制御することが可能となり、デバイスの電源
がオフになっていたり、オペレーティング・システムが応答しない場合でも、問題を診断し
て修復できます。

セキュリティー
インテル IT部門では、固定型コンピューティング・デバイスの損害や紛失を防ぐ複数の方
法を使用して、これらのデバイスを保護しています。ハードウェアの観点から言うと、多く
のミニPCが、ミニPCをVideo Electronics Standards Association（VESA）対応モニ
ターに物理的に固定する統合型VESAマウントを備えています。セキュリティー・スロット
により、ロックとケーブルによるセキュリティーが可能になります。ソフトウェア・ベースの
セキュリティー・オプションとしては、ディレクトリー・サービスのグループポリシーの使用、
インテル セキュリティのソフトウェア・スタック、アプリケーション・コードとネットワーク・
ホワイトリストなどがあります。また、インテル® vPro™ テクノロジーやインテル® Solid-
State Drive Pro 2500シリーズなどのインテル® アーキテクチャーのセキュリティー機能
も利用できます。新世代のインテル® プロセッサーによる統合型ハードウェア/ソフトウェア・
スイートの進歩に伴い、インテル IT部門では共有デバイスのセキュリティー侵害を防ぐ新
しいハードウェア支援型のセキュリティー機能を調査する予定です。

今後に向けて
テクノロジーが進化し続ける中で、インテル IT部門は、拡大を続ける多様なフォームファ
クターとユースケースを通じて、これからもデスクトップ・コンピューティングをさらに多く
のユーザーに提供する予定です。次に具体例を示します。

•  Open Pluggable Specification（OPS）デバイス：デジタルサイン本体や会議室の大
型モニター内部へのPCの導入または交換を容易にします。OPSデバイスにより、デバ
イスを事前に構築しておき、必要に応じて接続することが可能になります。また、これら
のデバイスにはケーブルがほとんどないので、デバイスを改ざんする機会が減り、特にパ
ブリック・ユースケースでのセキュリティーが強化されます。

インテル IT部門の
Workspace Moves with Me
（ユーザーとともに移動する 
ワークスペース）構想
インテルではさまざまなフォームファクターが
使用されていますが、現時点では、従業員は
デバイス間で一貫性のあるユーザー体験を得
られていません。例えば、ノートブックPCから
スマートフォンに切り替える場合や別のPCを
使用する場合、同じアプリケーションやデータ
にアクセスすることができず、個人設定（アイ
コン、フォントサイズ、テーマなど）もデバイス
間で転送されません。

インテル IT部門のWorkspace Moves with 

Me構想は、こうした問題に対処します。コン
ピューティング環境を個々のレイヤー（アプリ
ケーション、コンテンツ、個人設定）に分解する
ことにより、デバイスのネイティブ機能を使用
して、任意のデバイスでこれらのレイヤーを再
構築することを目指しています。これにより、
そのデバイスタイプに最適な方法でコンテン
ツや情報を提供することが可能になります。

例えば、ユーザーがノートブックPCでドキュ
メントの5ページ目を表示しており、表示倍
率が150%に設定されている場合、タブレッ
トに切り替えて同じドキュメントを表示する
と、引き続き5ページ目が開き、表示倍率も
150%に設定されるようになります。また、
ユーザーが別のコンピューティング環境に移
動した場合、移動先の環境でも同じアプリケー
ションが再度開くように、デバイス上でどのよ
うなアプリケーションが開いているかをキャ
プチャーすることも考えています。

プラットフォームの制限により、ワークスペー
ス全体ではなく、一部分だけの再構築が必要
な場合もあります（ノートブックPCからスマー
トフォンに移動する場合など）。分解したレイ
ヤーの一元化されたリポジトリーとしてクラ
ウドを使用しますが、ポータルとしてWebを
使用することはありません。アプリケーション
とデータは各デバイス上に存在し、クラウドを
使用することで自動的に同期されます。

Workspace Moves with Me構想により、特
に個人ユースケースと共有コンピューティン
グ・ユースケースで、従業員の生産性とユー
ザー体験が向上すると考えられます。2015

年後半に概念実証を行い、PC間での移行（完
全な再構築）およびPCとスマートフォン間で
の移行（部分的な再構築）でワークスペース・
エンジンをテストする予定です。その後、機能
をさらに追加し、さらに多くのフォームファク
ターをサポートすることを計画しています。
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•  スティック型コンピューター：非常にコンパクトなフォームファクターで完全に機能する
Microsoft* Windows* 8.1搭載デバイスです。このデバイスは、ローカルストレージ、
適正なプロセッサー性能、ネットワーク機能を提供します。

•  デバイスと環境の強化されたインタラクション：検出（近づいたユーザーの認識など）と、
（認証などを目的とした）パーソナルデバイス /パブリックデバイス間の通信をサポート
するテクノロジーを使用します。

インテルでは、すでに代替フォームファクターがエンタープライズ・コンピューティングに
役立っています。今後は、Workspace Moves with Me構想の実施により、インテルの従
業員は、モバイルデバイスと固定型コンピューティング・デバイスのどちらを使用している
かを問わず、これらのデバイスとテクノロジーによって一貫性のあるユーザー体験が得ら
れるようになることが予想されます。コンシューマー市場に新しいデバイスが次々と導入
されている中で、インテル IT部門は、すべてのデバイスから最大のメリットが得られるよう
に、さらに多くのフォームファクターに対応するインフラストラクチャーの探求を続けてい
ます。

まとめ
インテルでは、社内でのデスクトップ・コンピューティングの概念が進化した結果、ワーク
ステーションのモニターとCPUタワー以外のフォームファクターもそこに含まれるように
なっています。デスクトップ・ワークステーションは、引き続きインテル社内で重要な役割
を果たしており、高性能コンピューティングを必要とする従業員のニーズに対応しています。
さらに、固定型コンピューティングの新しいフォームファクターは、個人 /パブリック/共有
の各ユースケースなど、これまで以上に多様なユースケースを支援しています。例えば、
ミニPCと一体型PCは、ロビーや会議室にPCの「頭脳」をもたらします。またパブリック・
ユースケースと共有ユースケースのデバイスでは、インテル® アーキテクチャーのリモート
運用管理 /セキュリティー機能とインテル セキュリティのソフトウェア・スタックが、コスト
の管理と資産の保護で重要な役割を果たしています。

インテル IT部門は、スティック型コンピューターなどの新しいフォームファクターによって、
従業員がさまざまなフォームファクターと入力方式（タッチ、音声、センサー、ジェスチャー
など）を使いながら業務を行う、未来型の職場を実現する方法を引き続き検証しています。
私たちは、情報を保護し、ユーザーのプライバシーを維持しながら、デバイス間での一貫
性のあるシームレスな体験をユーザーに提供することを目指しています。

インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
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