
概 要
インテル IT部門では、社内で使われている10万台以上のPCの管理業務の中でも、オペ
レーティング・システム（OS）の導入に多大な時間と手間を費やしています。これまで、
OSの新しいバージョンは数年おきにリリースされてきましたが、今日の業界では、アップ
デートや新機能が継続的に提供されるOS-as-a-Serviceモデルが主流になりつつあり
ます。

このようにOSの提供方式が変化した結果、既存のベスト・プラクティスの修正や新しい
ベスト・プラクティスの開発が必要になってきました。例えば、基本OSの頻繁なアップデー
トによって従業員の生産性が低下しないようにするためには、永続的なテスト環境を用
意したり、プラットフォーム上のアプリケーションおよび構成をレイヤー化する必要があり
ます。

業界がOS-as-a-Serviceへと進むに従い、インテルでも継続的な提供モデルをより深く
理解し、これに対応しなければなりません。OS導入のベスト・プラクティスに修正を加え
ていくことで、柔軟性と俊敏性が高まり、会社全体に対して最高品質のサポートを継続的
に提供できるようになります。

インテルでは、評価、テスト、導入を 
効率的に行う能力を維持しながら、 
継続的なアップデートに 
対応できるように、OS提供の 
ベスト・プラクティスを 
調整しています。
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ビジネス課題
インテル IT部門は過去10年で、社内の10万台以上のPC 1のOSを新しいOSに移
行するという作業を何度も行ってきました。例えば、Microsoft® Windows® XPから
Windows® 7への移行や、もっと最近ではWindows® 7からWindows® 8.1への移行
などが挙げられます。また、大きな移行の間にも、多数のOSアップデートやアップグレー
ドを社内のコンピューティング環境で行ってきました。インテルではこれらの経験をもとに、
新しいOSの定期的な評価 /テスト手法や、OS導入に関するベスト・プラクティスを確立
しました。これまでは、こうしたベスト・プラクティスを活用して、OSの移行を迅速かつ効
果的に行うことができました。

インテルのベスト・プラクティスは、ますます頻繁に提供される必要なOSアップデートや
リリースに対応するために、現在も進化を続けています。現在では、新しいバージョンのリ
リース頻度は以前よりも高くなっています。実際、OSサプライヤーは継続サービスモデル
に移行しつつあり、この新しい提供モデルは、IT組織にいくつかの課題を突きつけていま
す。また、こうしたモデルの登場により、今後のOSの提供戦略も大きく変わることが予想
されます。大規模な ITチームが支援する数年おきの大規模なOS移行とは異なり、OS-
as-a-Serviceモデルの場合では、継続的なOSアップデートを管理できるようにプロセス
を更新しなければなりません。

例えば、以下のような変更を加える必要があります。

•  新しいOSや新しい機能セットをどのような場合には導入し、どのような場合には導入
を遅らせるかについて、継続的な意思決定を行えるように準備する必要があります。

•  リング式の導入方法（一部のユーザーグループが、社内の他のユーザーよりも早く変更
を採用し、テストする方式）を取り入れて、テスト環境を永続的なものにする必要があり
ます。

•  プラットフォーム上のアプリケーションと構成をレイヤー化する必要があります。2 この
方法なら、従業員の生産性やユーザー体験を損なうことなく、基本OSに対してのみ繰
り返して変更を加えられるようになります。クラウドサービスを最も効果的に利用する
方法を学ぶことは、レイヤー化のプロセスにも役立ちます。

•  サプライヤー各社が協調して、最新のOSアップデートのテストとサポートを行っている
かどうかを定期的に検証する必要があります。また、継続的なOSアップデートをサポー
トできるように、インテルのアプリケーション開発標準が企業標準を満たしているかを
検証する必要もあります。
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¹  本書では、「PC」という言葉を総称的に使用します。これには、デスクトップ、ノートブックPC、マルチユーザー・システム
が含まれます。

²  この文脈における「プラットフォーム」とは、デバイスとOSを指します。
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ソリューション
インテルは、OS-as-a-Serviceモデルに適応するため、OS導入に関する過去のさまざま
なベスト・プラクティスも引き続き利用します。それと同時に、OSアップグレードのリリー
ス頻度の増加に対応するために、新しいベスト・プラクティスもポートフォリオに追加して
います。更新されるインテルのベスト・プラクティスは、以下の3つのカテゴリーに分類さ
れます。

•  OS評価

•  移行準備

•  導入

OS評価
インテル全社に対して最高のサポートを提供するためには、インテルと社内ユーザーに
影響を及ぼす新しいテクノロジー変更に関する十分な理解が必要となります。そのため
インテル IT部門では、新しいOSが入手可能になる前に、そのOSの評価を行っています。
そのOSが独立系ソフトウェア・ベンダーによるリリース対象となる前に、コストとメリット
を数値化しています。

ベスト・プラクティス#1：OSのテスト
インテルのコンピューティング環境には、さまざまなタイプのデバイスが存在しています。
大半は IT部門から提供されたものですが、部署や従業員が独自に購入したデバイスもあ
ります。また、タッチ機能をサポートしているデバイスもあれば、そうでないデバイスもあ
ります。フォームファクターには、タブレット、2 in 1、スマートフォン、ミニPC、ビジネス向
けUltrabook™ デバイス、ノートブックPC、デスクトップPCなどがあります。インテル IT
部門では、それぞれのケースでOSがどのように機能するかを十分に把握するため、全ク
ライアントの中から代表的なサンプルを選んで新しいOSをテストしています。こうしたタ
イプの評価およびテストは新たにリリースされたOSに対してのみ行われるため、数年お
きに行われるのが一般的でした。しかし、OS-as-a-Serviceが普及するにつれて、テスト
はより短いサイクルへと移行し、ほぼ連続的に行われることが予想されます。

テスト時には、安定性、パフォーマンス、ユーザー体験に重点が置かれます。これは、OSの
こうした側面が、従業員の生産性と満足度に大きな影響を及ぼすためです。また、以下の
点についてもテストされます。

•  ITサポート構造への新しいOSの統合

•  最小限のセキュリティー機能のみを有効にしたデバイス・セキュリティー

•  ネットワークと接続

•  クラウドストレージと同期

•  プライバシー、法令、財務、ソフトウェア・ライセンス

•  運用管理機能

サードパーティー製アプリケーションも、インテルのコンピューティング環境にとって不可
欠な要素です。そのためテストには、サプライヤーとの対話による、新しいOSに対する準
備状況の評価も含まれます。

インテル IT部門では、 
それぞれのケースでOSが 
どのように機能するかを 
十分に把握するため、 
全クライアントの中から 
代表的なサンプルを選んで 
新しいOSをテストしています。
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ベスト・プラクティス#2：OSのビジネスバリューの確立
通常、インテルが新しいOSに移行するのは、長期的なメリットが期待できる場
合のみです。OSの評価では、生産性、全体的なコストと投資利益率、セキュリ
ティーが考慮されます。

生産性
OS評価では、新機能がいかにして従業員の生産性を高め、新たな価値ある能
力をもたらすかがチェックされます。また、機能セット自体の将来性も確認します。
なぜなら、新しいOSの生産性はサポートするツール類によって向上することが
多いためです。評価の時点でも、こうしたツールを特定し、各ツールの開発のロー
ドマップを作成します。

例えば、Windows® 7からWindows® 8.1への移行の時点で、新しいOSに関
するビジネスバリューと生産性向上の多くがタッチ機能から得られることが予
測されました。そのためインテルでは、エンタープライズ・アプリケーションに
タッチ機能を加えることに重点を置き、タッチ機能を備えた2 in 1デバイスを
インテルのPC更新サイクルの標準支給モデルに加えました。3

パイロット・プロジェクトは通常、数百人単位の参加者の下で実施され、これに
より新しいOSのビジネスバリューを総合的に理解することが可能になります。

コストと投資利益率
OSのビジネスバリューを評価する場合、各機能とそれらが生産性に与える影
響のほか、コストも考慮されます。例えば、大きな価値を持つ新しいOSがまも
なくリリースされるという場合は、ハードウェア・アップグレードとソフトウェア・
アップグレードのタイミングを一致させることによって高い費用対効果が得ら
れるように、PCの更新を四半期遅らせることがあります。逆に、新しいOSが直
ちに入手可能な場合は、更新を早めることもあります。導入のタイミングは、現
行OSのサポート終了予定日や、複数のOSのサポートが社内のサポート構造
に与える影響によって決まります。

ソフトウェア・サプライヤーは、移行の簡素化に役立つ新しいツールを提供する
ことがあります。例えば、OEMビルドを利用して、人的介入なしで新しい製品
SKUに移行できるようにするツールもあります。このようなツールを利用すると、
OS移行のコストと複雑性を大幅に軽減することができます。

セキュリティー
新しいOSを導入するかどうかを決定する際に考慮する、もう1つの重要な要
素がセキュリティーです。例えば、Windows® 8.1を評価した際には、セキュア
ブート、Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）のサポート、新しい
インテル® テクノロジー（多要素認証、インテル® アイデンティティー・プロテク
ション・テクノロジーなど）へのビルトインアクセスといった、新たなセキュリ
ティー機能に大きな価値があると判断しました。セキュリティー機能の強化が、
新しいOSへ通常よりも早く移行する決定的要因となることは珍しくありません。

³  インテル IT部門のホワイトペーパー「工場におけるモバイル・コンピューティングが証明する2 in 1デバイ
スの企業価値」および「インテルにおける2 in 1デバイスの利用増加に関する調査」を参照してください。

モバイルデバイスにおける 
OSのアップグレード
インテルの企業所有のモバイルデバイス利用プログラム
ではこれまで、3種類のモバイルOSがサポートされており、
サービス・プロバイダーについては、全世界で70社が利
用されていました。個人のデバイスのエンタープライズ環
境での利用を許可するにあたり、インテルは、デバイスの
サポート要求が ITヘルプデスクの処理能力を超える可能
性に対処する必要がありました。2011年だけでも約250
種類ものスマートフォン・モデルが発売され、それらに搭
載されているモバイルOSは有名なものだけでも7～8
種類ありました。しかもこれには、タブレットやその他のモ
バイルデバイスは含まれていません。現在、インテルの従
業員が使用しているモバイルデバイスのモデルは約1,400
種あり、主なOSバージョンは6種類あります。

新しいデバイスが発売されると必然的に、一部の従業員
がそれを購入し、彼らはインテルのBYODプログラムでそ
のデバイスがサポートされることを期待します。しかしな
がら、モデルとOSの種類が多いため、従来の IT部門の手
法を使って各デバイスとOSバージョンを認証していたの
では、年に500回以上の認証手続きを行わなければなり
ません。そうしたコンシューマー化の側面をサポートする
には、もっと効率的なプロセスが必要なことは明らかです。

インテルのモバイルデバイス認証手法は、何年もかけて進
化し、成熟してきました。インテルでは、認証をハードウェア、
クライアントOS、基本的な ITサービス・コンポーネント、
アプリの4つの分野に分けています。

個人所有のモバイルデバイスについては、ハードウェア認
証は行いません。一部の従業員には、業務の一環として
インテル所有のデバイスが提供されています。これらのデ
バイスに対しては、標準の認証テストセットを実施します。
こうしたテストは、Windows®ベースのコンピューターに
対して行うテストほど広範囲ではありませんが、数年前に
行っていたテストに比べればはるかに多岐にわたります。
クリーンルームで使用されるインテル所有のデバイスの場
合は、ハードウェアに対して追加の認証手続きセット（グ
ローブをはめた状態での画面使用、ミクロレベルの異物
混入リスク、電磁干渉レベルなど）が実施されます。

インテルでは、現在使われている主要なモバイルOSそ
れぞれについて、最小バージョンレベルを定めています。
これらのOSは、成熟したセキュリティー機能（パスワード、
リモートワイプ、ポリシーの適用、暗号化など）か、あるいは
（ソフトウェア・ベースまたはハードウェア・ベースの）暗
号化コンテナーをサポートしています。この暗号化コンテ
ナーを使用すると、業務メール、連絡先、スケジュール管
理サービスへのアクセスを安全な方法で許可することが
できます。ただし、古いOSバージョンを使用しているデバ
イスは、サービス対象外となります。インテルでは、時間と
コストを最小限に抑えるため、主要なOSリリースのみ認
証（年に1～2回）を行うようにしています。

認証プロセスの最後には、その新型ハードウェア、OS、ま
たはOSバージョンをインテルでサポートするかどうかの
意見表明を行います。従業員はこの表明をWebポータル
から確認することが可能であり、どのデバイスをBYODプ
ログラムで利用できるかを知ることができます。
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ベスト・プラクティス#3：ユーザーニーズの考慮
従業員は会社用のデバイスも個人のデバイスもほとんど区別していません。そのため、IT
におけるコンシューマー化の勢いは増すばかりです。新しいOSが普及してくると、従業
員は大抵、自宅のPCをアップグレードし、職場でも新しいOSを使いたいと考えます。ユー
ザーニーズは新しいOSを評価する際の決定要素ではありませんが、それでも考慮すべ
き要素の1つにはなります。

移行準備
インテルでは、新しいOSを導入する前に、そのOSの導入、統合、サポートに必要な機能
や能力がすべて揃っているかどうかを確認します。移行準備には、運用の準備とアプリケー
ションの準備の両方が含まれます。また、図1に示すように、エンジニアリング、トレーニン
グ、コミュニケーション、ビジネス・インテリジェンスの統合など、移行準備のその他の側
面にも対処しています。

ベスト・プラクティス#4：運用準備計画（提供とサポート）
インテル IT部門では、OSのアップグレードと、新しいPCへのインストールの両方の導入
シナリオで、新しいOSを提供できるかどうかを検証しています。4 また、移行中ならびに
移行後に、新しいOSをサポートするために必要となる変更についても評価します。具体
的には、以下の領域を特定します。

•  ファーストライン・サポートとセカンドライン・サポートがどの程度必要か

•  開発が必要となるツール（サポートスクリプトなど）

•  適切なインシデント管理システムの構成

移行には数週間から数カ月かかる場合があるため、サポート・エージェントは古いOSと
新しいOSの両方へのアクセスが必要になる可能性があります。

インテル IT部門ではコストを最小限に抑えるため、クライアント・ホスト型の仮想化
（インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー）を利用して、サポート・エージェント
に複数のOSを提供することがあります。状況によっては、サポート・エージェントに複数
のPCを提供したり、新しいOSを搭載した複数のフォームファクターを提供することもあ
ります。これらのエージェントが新しいシステムの追加コストを被らずに済むように、在庫
のあるシステムを新しいOSに移行することもあります。

図1. 移行準備にはさまざまな活動が伴い、それらの緊密な連携が必要となります。これは、インテルのOS
導入の管理プログラムの構造を示しています。

⁴  このベスト・プラクティスは主に、シングルユーザーのデスクトップPCとノートブックPCに関係します。マルチユーザー
PCの場合は、若干異なる方法を用いています。

インテル IT部門では、 
OSのアップグレードと、 

新しいPCへのインストールの 
両方の導入シナリオで、 

新しいOSを提供できるかどうかを 
検証しています。

ビジネス・
インテリジェンスエンジニアリングアプリケーション

準備

コミュニケーション

提供 サポート

運用準備 トレーニング

エンドユーザー サポートスタッフ エンドユーザー 利害関係者

新しいOSの
導入プログラム
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図3. アプリケーション準備のテストに複数の方
法を用いることで、テストの範囲を広げることがで
きます。インテル IT部門では、仮想マシン、貸出シ
ステム、既存のPC、コンピュート・スティック、USB
ドライブなどの複数の方法を用いています。

図2. すべてのエンタープライズ・アプリケーショ
ンのリストを作成したら、順序立ったプロセスで
各アプリケーションをテストします。一元管理され
たアプリケーション・リポジトリーとこのリストを
使うことで、注意深く追跡と報告を行い、テストを
系統化された効率的なものに保つことができます。

ベスト・プラクティス#5：アプリケーション準備の検証
インテルでは、アプリケーション・リポジトリーを使用して、社内で使われているすべての
エンタープライズ・アプリケーション（約3,000）に関する情報を保管しています。このリ
ポジトリーは、アプリケーション準備に欠かせないコンポーネントです。これらすべてのア
プリケーションが新しいOSで動作するかどうかを検証し、すぐに互換性を確保できない
アプリケーションの影響を軽減するためには、図2にまとめたような綿密な計画が必要
です。

インテル IT部門では以下の手法を駆使して、アプリケーション準備の検証に役立ててい
ます。

•  永続的なテスト環境を確立する：従来の移行や主要アップグレードの際には、使用期
間の限られたテスト環境をセットアップしていました。しかしながら、OS-as-a-Service
が標準になってくると、新機能をいつでもテストできるように、関連したプロセスやイン
フラストラクチャーを備えた永続的なテスト環境を用意しなければなりません。現在、
インテルにはこうした永続的なテスト環境があり、アプリケーション所有者やテスト担
当者は、この環境でアクセスの要求、仮想マシン（VM）の作成、アプリケーションのテス
トを行い、テストが完了した時点で仮想マシンを削除することができます。また、他のユー
ザーよりもいち早く新機能を採用して、テストに協力するユーザーグループを決めてお
くという計画もあります。

•  計画を策定する：アプリケーション所有者を計画に参加させ、テストの期待事項を早期
にやり取りし、段階的手法でテストサイクルのスケジュールを決定します。図3に示すよ
うに、テストにはさまざまな方法が用いられます。大半のテストは仮想マシン上で行わ
れます。また、貸出システム、既存のPC、USBドライブ、コンピュート・スティックも使わ
れます。

•  重要なアプリケーションや広く利用されているアプリケーションを優先させる：ビジネ
スに不可欠と思われるアプリケーションや、広く利用されている（使用率が従業員ベー
スの10%を超える）アプリケーションのリストを作成します。また、さまざまなビジネス
グループの代表者に主要アプリケーションの特定を依頼し、そうしたアプリケーション
を最優先するようにしています。これらの基幹業務アプリケーションは徹底的に追跡して、
主要なアプリケーションの準備が整うまでは、新しいOSの全社的な導入は行いません。
それ以外のアプリケーションは並行してテストを行いますが、これらのアプリケーション
が障害となり、全社的な導入を遅らせることはありません。

•  テストは分散して行うが、コミュニケーションは維持する：インテル IT部門では、部内
に大規模なテストチームを作るのではなく、分散型の手法を用いてアプリケーションを
テストします。さまざまなビジネスグループの代表者と連携し、IT部門のOSプログラム
チームとこれらのビジネスグループの間に双方向のコミュニケーション・チャネルを設
けます。ビジネスグループとアプリケーション所有者はそれぞれのアプリケーションを
テストする責任を持ち、インテル IT部門は必要に応じて支援を行います。例えば、テス
トシナリオと新しいOSを搭載したテストシステムの提供や、個々のアプリケーションで
判明した互換性の問題に対処するための改善コンサルティングを行っています。また、
一般的な問題に関する情報や有効性が実証された方法をアプリケーション所有者が
利用できるように、インテルの社内Wikiに公開しています。このWikiでは、アプリケー
ション所有者と開発者が対話したり、テスト方法を共有できるようになっています。

ステップ 1
適切なテストリソースの
入手

ステップ 2
アプリケーションの
テスト

ステップ 3
テスト結果の
報告

アプリケーションに
エラーが発生した場合

ステップ 4
エラーが発生した
アプリケーションの処理

アプリケーション準備の
検証

80%

5%

8%

7%
VM
貸出システム
既存の PC
その他

アプリケーション準備の
テスト方法
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•  アプリケーション開発チームと協力する：これらのチームと協力して、各チー
ムが新しいOSやインターネット・ブラウザーの新しいバージョンにおける変
更点を反映するように企業標準を更新していることを確認します。これらの
標準では、OS-as-a-Serviceモデルに対応する必要もあります。

•  アプリケーション・テストの進捗状況を追跡する：どのアプリケーションが新
しいOSで認定されているかを追跡して、アプリケーション・テスト結果を公
開します。これにより、従業員は移行を決める前に、自分が使用するアプリケー
ションが認定済みかどうかを確認できます。

•  既存の仮想化インフラストラクチャーをセーフティー・ネットとして使用する：
いずれかのテストシナリオでアプリケーションが不合格となった場合、異なる
ブラウザーまたは仮想化ソリューションなどの代替環境でテストを行います。
インテルには既存の仮想化インフラストラクチャーがあるため、セーフティー・
ネット実装の追加コストは不要です。

•  プラットフォーム、セキュリティー、サポートモデルなどのエコシステムを準備
する：早期採用者が参加できるように、できるだけ多くのプラットフォームを
認定します。また、セキュリティー要件の実装には時間がかかるため、セキュ
リティー・チームは早い時期から参加させます。

•  アプリケーションのリリース・スケジュールを早める：インテルは多数のサプ
ライヤーと連携しており、サプライヤーともOSデリバリー・スケジュールを
一致させるように努めています。場合によっては、インテルで導入準備が整う
以前、サプライヤーが新しいOSと互換性のあるソフトウェアのリリース・スケ
ジュールを立てていないことがあります。このような場合は、マネジメント・
サポートにサプライヤーのデリバリー・スケジュールを入手するよう要請し、
それによってインテルのスケジュールに与える影響を最小限に抑えます。

ベスト・プラクティス#6：エンジニアリング作業の実施
OSの移行に関するエンジニアリング作業は、以下のカテゴリーに分けられます。

•  OSイメージ：適格PCには必ず導入することが可能な、インテル IT部門に
よるOSイメージを作成します。このカスタムイメージには、OS、ドライバー、
（セキュリティー、管理、接続、生産性に関する）コア・アプリケーションなどの
コンポーネントがパッケージ化されます。

•  品質保証：個々のイメージ・コンポーネントと、完全な最終版イメージを徹底
的にテストします。そのイメージに、すべてのサポート対象プラットフォームと
の互換性があることを認定します。

•  セキュリティー・エンジニアリング：これには、イメージのセキュリティー・コン
ポーネント、管理運用機能コンポーネント、ポリシーのエンジニアリングや、
セキュリティー・インフラストラクチャーの保守などが含まれます。

•  ユーザー体験：イメージのユーザー体験を評価し、必要であれば改善します。

インテル IT部門では、特定のデバイス上で個人設定された構成や、エコシステ
ムの調整（グループポリシーなど）とOSイメージの統合を実現する、コンテナー
化の技術を研究しています。詳細については、「ベスト・プラクティス#10：コン
ピューティング環境のレイヤー化」を参照してください。

セルフサービス・オーダーの簡素化
ベスト・プラクティスに加え、ITプロセスを簡素化、促
進するためのテクノロジーを活用しています。例えば、
インテルが開発した ITデバイスマーケット（ITDM）は、ソフ
トウェアとハードウェアの統合オーダー・インターフェイ
スです。このスマートなインターフェイスは、消費者のショッ
ピング体験と似ています。ユーザーは、「ストア」内で欲し
いデバイスを選び、関連する写真や詳細情報とともに表
示し、比較し、注文することができます。また、次のリリース
では、最近の ITDM活動や購入状況に基づいて、スマート
な推奨項目が提示されるようになります。

ITDMの全体的な使用感は消費者のショッピング体験と
似ているため、ITDMは前向きで対応力に優れた組織と
して、従業員の ITに対する感覚を強化します。長いメール
メッセージやユーザーとの昔ながらの対話は、もはや過
去のものです。今や従業員は、ITDMに直接アクセスし、
わずか数分でデバイスを注文することができます。

インテルの従業員は、あらゆるPC関連の提供活動（PCの
更新、ストレージやメモリーのアップグレード、ドッキング・
ステーションなどのアクセサリーの購入など）に ITDMを
利用できます。次のリリースでは、選択したデバイスの提
供状況、専門技術者の空き状況、アクセサリーの提供状況、
更新サイクルのガイドラインに基づいて、従業員がPC提
供のスケジュールを設定できるようになります。

従業員は、更新案内にあるリンクから ITDMにアクセスす
るか、Webブラウザーからサイトに直接アクセスすること
ができます。現在、年間約1万人の従業員が ITDMにアク
セスし、平均で4分以内に作業を完了しています。

ITDM購入画面の例
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ベスト・プラクティス#7：トレーニングの開始
エンドユーザーとサポートスタッフの両方がトレーニングの対象となります。

エンドユーザー
移行を円滑に進めるため、インテルでは新しいOSの早期採用者に対してオンライン・コミュニティー・サポート
を提供しています。移行が軌道に乗ってきたら、評価段階で特定された生産性機能に重点を置いて、これらの新
機能のメリットを最大限に活かせるよう、エンドユーザーをトレーニングします。

インテルでは、複数のトレーニング方法を組み合わせています。例えば、オンラインのFAQやナレッジベース、ビ
デオ、ハウツーヒント、印刷可能なジョブヘルプ、（学習プロセスへの参加意欲を高める）対話型クイズ、従業員が
問題の協議や情報交換に利用できるソーシャル・メディア・プラットフォーム、トレーニングWebサイトのURLが
書かれたノートブックPC用ステッカー、メール・コミュニケーションなどを提供しています（詳細については、「ベ
スト・プラクティス#8：定期的なコミュニケーション」を参照してください）。これらのトレーニング・ツールを利用
することで、インテルのヘルプデスクを呼び出さなくても、自分自身で答えを素早く見つけることができます。

サポートスタッフ
新しいOSのオンライン・トレーニング・コースによって、早期にサポートスタッフのトレーニングを開始します。こ
のトレーニングでは、新機能や、以前のOSからの変更点、OSイメージに含まれるコンポーネントへの変更点を
学習します。また、サポートスタッフが問題のトラブルシューティングを行う際に役立つナレッジ記事も用意してい
ます。サポートスタッフに対する新しいOSへの早期アクセスの確保には、VMまたはノートブックPCが使用され
ます。サポートスタッフが十分なトレーニングを受け、新しいOSに慣れていれば、他のユーザーを新しいOSに円
滑に移行させることが可能になります。

ベスト・プラクティス#8：定期的なコミュニケーション
関連性の高いタイムリーな情報を従業員に提供することで、企業全体の導入戦略に対する意欲とはずみをつけ
ます。また、この情報を他の利害関係者にも提供することで、継続的なサポートの実現に役立てます。

従業員とのコミュニケーション
従業員とのコミュニケーションの担当責任者を任命し、その人物を通じてすべてのコミュニケーションを行います。
これにより、同じ外観、雰囲気、トーンで統一された統制の取れたコミュニケーション・フローができると同時に、
多くのメッセージがあふれる事態を避けることができます。アップデートは、インテルの従業員ポータルや対象を絞っ
たメールから提供されます。また、ロードショーなどの活動を通して、OSの実際の活用法を紹介しています。

社内のユーザーや利害関係者とのコミュニケーション
各ビジネスグループとの関係管理を担当するサブチームなど、ユーザーの代表者からなるチームを編成します。
それぞれのチーム代表者は、ビジネスグループとの間で、アプリケーション準備や導入スケジュールなどの活動を
調整します。利害関係者には、週次レポートや隔週のプレゼンテーションによって最新の情報を提供します。

ベスト・プラクティス#9：ビジネス・インテリジェンス・ツールの統合
サードパーティー製のツールや社内開発ツールを使用して、タイムリーで関連性の高い情報を提供します。これに
より、OSの提供プロセス全体を通じて、進捗確認やデータに基づく意思決定を行えるようにします。これらのツー
ルには、重要な成功指標（表1を参照）の進捗状況を示すダッシュボードなどがあります。
測定内容の例としては、新しいOSでのオンライン・ミーティング中の通話品質（既存のOSを基準として測定）や、
予期しないシャットダウンなどが挙げられます。
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ベスト・プラクティス#10：コンピューティング環境のレイヤー化
OSの新しい継続的な提供モデルを利用するには、従来のコンピューティング環境を変え
る必要があります。OSに対する変更は頻繁に発生するため、従業員の生産性を損なわ
ずに、これらの変更に対処しなければなりません。そのためインテル IT部門では、コンテ
ナー化の技術を研究しています。コンテナー化を行うことで、コンピューティング環境を、
アプリケーション・レイヤー、コンテンツレイヤー、個人設定レイヤーなどの個別レイヤー
に分解できます。こうすることで、他のレイヤーには変更を加えずに、特定のレイヤー（OS
など）にだけ変更を加えることが可能になります。レイヤー化のプロセスには、クラウドサー
ビスが役立つと考えています。

コンピューティング環境のレイヤー化は、インテルの「Workspace Moves with Me（ユー
ザーとともに移動するワークスペース）」構想の一部です。レイヤー化を行うと、複数のデ
バイス間で一貫したユーザー体験を実現しながら、特定のデバイスに最適な方法で情報
を提供できるようになります（図4を参照）。例えば、ユーザーがノートブックPCで文書の
5ページ目を読んでいて、表示倍率を150%に設定しているとしましょう。その後、ユーザー
がタブレットに切り替えて、その文書を開くと、同じページが同じ倍率で表示されます。

また、あるデバイス上で開いているアプリをキャプチャーすることで、ユーザーが別のコン
ピューティング環境に移動したときに同じアプリが使えるようにする計画もあります。ノー
トブックPCからスマートフォンへ移動する場合など、プラットフォームの制約によって、ワー
クスペースを部分的にしか再構築できない場合もあります。インテル IT部門では、分解
された各レイヤーの一元管理されたリポジトリーとしてクラウドを使用する予定ですが、
Webをアプリケーション・ポータルとして使用することは考えていません。アプリとデー
タは各デバイス上で稼動状態にし、クラウドを使って自動的に同期が保たれるようにします。

「Workspace Moves with Me」構想は、特に個人および共有のコンピューティング環境
で、従業員の生産性とユーザー体験を向上させることが期待されています。インテル IT
部門では、2015年末には概念実証を行い、PCからPCへの移動（ワークスペースの完全
な再構築）とPCからスマートフォンへの移動（部分的な再構築）においてワークスペース・
エンジンをテストする予定です。その後も機能をさらに追加し、サポート対象となるフォー
ムファクターを増やしていく予定です。

表1. 重要な成功指標

プロセスとツール
重要な成功指標 説 明 目 標

移行方法の合理化と強化 一貫性のある反復可能なプロセスを用いて、 
ユーザーの生産性に与える影響を最小限に抑える 2時間以下

移行プロセスに対するユーザーの満足度 アンケート回答に基づく 90%超

ユーザー・トレーニングの満足度 アンケート回答に基づく 90%超

アップグレード数 更新に必要な容量、移行プロセス、ツールを検証する 3,000ユーザー以上

セーフティー・ネットの成功率 セーフティー・ネット方法の実行可能性 97%超

プラットフォームの容認
重要な成功指標 説 明 目 標

OSに対するユーザーの満足度（移行から3週間後） ユーザーが感じた価値 90%超

以前のOSへのロールバック 安定性、使い勝手、パフォーマンス 導入済みベースの3%未満

インテルのヘルプデスクへの問い合わせ率 
（OSに関する問題のみ） 安定性、使い勝手、パフォーマンス 導入済みベースの8%未満

図4. 現在開発中のレイヤー化環境では、ユーザー
のアプリケーション、コンテンツ、個人設定から成
るエンタープライズ・ワークスペースをどのデバ
イスでも利用できるようになります。デバイスの性
能、信頼性レベル、コンテキストに基づいて、適切
なワークスペースが使用可能になります。

OS

ハードウェア

アプリケーション
コンテンツ

個人設定
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導 入
全社的に移行準備が整ったと判断できたら、以下のベスト・プラクティスに従います。こ
れにより、従業員の生産性とユーザー体験の低下を最小限に抑えながら、できるだけ高
い費用対効果でOSを導入することが可能になります。

ベスト・プラクティス#11：段階的な導入
図5に示すように、一般的には4段階の導入計画を使用して、まずはリスク耐性の高いユー
ザーから導入を開始します。この計画は事前に周知し、どのようなメリットが期待できる
かを従業員に伝えておきます。

第1段階：早期採用者への導入
これまで、OSの早期採用者には、アップデートや新規バージョンを一定のタイミングで一
括して提供してきました。OS-as-a-Serviceモデルでは、永続的な早期採用者グループ（開
発者とインテルのエンジニアの両方）を定義し、社内の他のユーザーへの導入よりもかな
り前の時点で、頻繁にアップデートを提供する必要があります。通常、早期採用者への新
しいOSの導入は、アプリケーション準備活動と同時に行われます。彼らは、新しいOSを
評価し、他のユーザーによる採用を促します。また、全社的な導入に必要な ITプロセス
の微調整も手伝います。一般に、早期採用の段階では、約500名の従業員が関与します。
早期採用者は、オフィスワーカーや開発者から経営陣に至るまで、複数の事業部の従業
員で構成されます。

具体的には、OSに対して基幹業務上の要件を持つユーザー（アプリケーション互換性の
検証を手伝う必要のある開発者や、新しいOSを搭載したシステムで最新のインテル ® プ
ロセッサーを紹介する必要のある営業担当者など）が求められます。このようなユーザー
を探すため、カスタマー・マネジメント・チームが各事業単位と連絡を取り、それぞれの
組織内の適切な従業員を特定します。

第2段階：追加のアプリケーション開発者と早期採用者への導入
この段階では導入範囲を広げて、さらに多くのアプリケーション開発者や、アプリケーション
準備プロセスに携わっているテスト担当者を取り込みます。また、早期採用者用のOS
イメージと互換性のある既存システムを使用していて、なおかつ新しいOSへの移行を希
望する一部の従業員も、早期採用者として追加します。この時点でのユーザーベース規
模は、約2,000名を想定しています。

第3段階：標準PC更新オプションの導入
この段階では、新しいOSは通常のPC更新プロセスのオプションとして提供されます。新
規に採用された従業員と、定期的な更新サイクルに従って新しいPCを支給される従業
員は、それぞれのメインPC（ノートブックPCや、ビジネス向けUltrabook ™ デバイス、デ
スクトップPC、インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載タブレット）に新し
いOSと古いOSのどちらを使用するかを選択できます。更新サイクルを通じてOSを導
入する場合、少ない手間で大勢のユーザーを移行できるため、長期的に見て時間とコス
トの節約になります。

第4段階：標準発行としてメインデバイスに導入
導入の最終段階では、新しいOSがメインデバイスの標準発行OSになります。第2デバ
イスについては、従業員は、新しいOSと古いOSのどちらを使用するかを選択できます。

図5. 段階的なOS導入は、新しいOSへの移行を
できるだけ円滑に進めるのに役立ちます。

段階的なOS導入

第 1段階
早期採用者

第 2段階
追加のアプリケーション
開発者と早期採用者

第 3段階
標準 PC更新オプション

第 4段階
メインデバイスへの
標準発行
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ベスト・プラクティス#12：幅広い移行方法の使用
インテル IT部門では、従業員のダウンタイムを最小限に抑えながら、従業員に新しいOS
を提供するための効果的な移行方法とシナリオを複数開発しました。移行時のユーザー
ニーズに応じて、これらの方法をすべて使用する場合もあれば、一部のみを使用する場合
もあります。具体的な移行方法を以下に示します。

•  移行ラボでユーザーのPCをアップグレードする（サイトがリモートかどうかに応じて
1～2日のプロセス）

•  移行イベントを開催する

•  サイト全体またはチーム全体を一度に移行する

•  セルフアップグレードを使用可能にする（上級ユーザーが対象、ワンクリックで移行を開
始する）

インテルでは、将来的な移行に向けて、完全な再ビルドではなくインプレース・アップグレー
ドをサポートする、簡素化されたプロセスを研究中です。さらに、現在新しいツールによって、
OEMプラットフォームをエンタープライズ対応のプラットフォームに変換できるようにして
います。これにより、ハードディスク・ドライブを再フォーマットし、そこに ITイメージをイン
ストールする必要がなくなります。これらの新しいツールを利用することで、より多くのプラッ
トフォームを少ない手間でサポートすることが可能になります。

まとめ
インテル IT部門は、OS機能のビジネスバリューの評価、移行準備の実施、全社的なOS
のアップデートにおける俊敏性の向上に取り組んでいます。現在は、OSアップデートが
継続的に提供される新しいOS-as-a-Serviceモデルに対応するために、OS導入ベスト・
プラクティスのいくつかを修正しています。OS導入のベスト・プラクティスはさまざまな
点で進歩しており、コンテナー化の技術を使ったプラットフォーム上のアプリケーションお
よび構成のレイヤー化、そして永続的なテスト・インフラストラクチャーの確立も、そうし
た進歩のうちの2つにすぎません。一方、段階的な導入手法など、従来からのベスト・プ
ラクティスも新しいOSの提供モデルには引き続き利用していく予定です。

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。

お客様の具体的な案件に対し、 
専門家による公平かつ客観的なアドバイスをお求めの場合は、 
http://advisors.intel.com/（英語）をご利用ください。 
簡単なフォームにご記入いただければ、5営業日以内に 
インテルの経験豊富なエキスパートからご連絡いたします。
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