
概 要
インテルがイノベーションを迅速に推進して市場のチャンスに対応していくためには、世
界中の従業員によるコラボレーションが重要な役割を果たします。インテルは長年、コラ
ボレーション・テクノロジーに投資を続けることで、コラボレーションの促進、強力なチー
ムの編成、従業員の生産性向上に取り組んできました。

インテル IT部門では、より革新的で、よりスピーディーかつオープンな職場を実現するた
めの改革構想の一環として、次世代会議室のモデルを作成しています。管理しやすく安全
なハブと新しいインテル® Unite™ ソフトウェアを活用するインテルのコラボレーション・
テクノロジーは、異なるデバイスやプラットフォームを使用する会議参加者間でのコンテン
ツとアイデアの共有を可能にします。

インテル IT部門が考えるソリューションでは、ソフトウェア・デファインド・インフラストラ
クチャー（SDI）の手法を採り入れ、会議室内とリモートでコラボレーションを実施するた
めのハブとしてインテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載PCを展開します。
この手法が完全に実装されると、データ、音声、ビデオ会議が一体化され、世界規模での
コラボレーションが一層促進されます。参加者は、ディスプレイやマルチタッチ対応の対
話型ホワイトボードなどの会議室のリソースをワイヤレスで共有できるようになります。

このソリューションでは、次のようなメリットが期待されます。

•  会議の開始を容易かつ迅速化し、時間短縮によって生産性を向上する。

•  会議室のディスプレイへのワイヤレス接続によって共有を簡単にする。

•  ユーザーにとって直観的な操作性と臨場感のある音声や映像を実現する。

•  コラボレーション・テクノロジーの導入とカスタマイズを短期間で行う。

•  ベンダーに依存せず、選択の幅や将来の保証を拡大する。

•  リモート管理によって総保有コスト（TCO）を削減する。

•  セキュリティーと知的財産の保護を強化する。

インテルでは、こうした改革の成果はすでに確認されています。パイロット実装では、会議
を開始するまでにかかる時間が数分から数秒に短縮されました。また、89%のアンケート
回答者がこのソリューションをほかの人にも勧めたいと答えています。こうした結果を受
けて、インテル IT部門は設計内容を確定し、世界各地への段階的な展開を計画しています。
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ビジネス課題
インテルには多くの大企業と同様に会議室があり、そこにはデータ、音声、映像を共有す
るための各種テクノロジーが備わっています。従業員やゲストは、会議用ソフトウェア、ノー
トブックPC上のソフトフォン、室内の会議用機材を通じて、離れた場所からでも対面して
いるかのように共同作業を行うことができます。しかし、こうした複雑な環境に対し、参加
者が戸惑いを感じることもあります。また、接続の設定に時間がかかることで、会議の開
始が遅れたり、共同作業中に進行がたびたび妨げられることもあります。

継続的に取り組んでいる職場改革構想の一環として、インテル IT部門は会議室の使い方
を改善する方法を追求してきました。直近の目標は、従業員からの報告や IT部門による
観察に基づき、効果的な会議コラボレーションの障害となっている要素を取り除くことで
した。こうした障害は次の3種類に分けられます。

•  会議の開始を遅らせる要因

•  豊かで臨場感のあるコラボレーションを実現するための課題

•  時間のかかる手動操作を必要とする作業

さらにインテル IT部門では、より低価格でありながら、運用管理性、拡張性、信頼性、可用
性、セキュリティーに優れた会議室を実現する方法も追求しました。

会議の開始を遅らせる要因
異なる場所（会議室内、自宅、外出先など）にいる多数の人との接続の設定には時間がか
かるため、会議の開始時間が遅れることがしばしばありました。特に問題となるのは、会
議室のディスプレイを使用するための接続と、リモートで会議に参加するための接続の2
つです。

コンピューターとデバイス（壁面ディスプレイ・パネルやプロジェクターなど）を接続す
る作業は、面倒で非効率的でした。発表者が適切なディスプレイ・ドングルを持っていな
かったり、自身のコンピューターから会議室のプロジェクターやディスプレイ・パネルに
正しく接続できないことはよくありました。ディスプレイ接続規格（HDMI*、Micro-HDMI、
DisplayPort*、DVI、Mini-DVI、Micro-DVI、VGA、Mini-VGA）が多すぎることも問題を複
雑にしています。こうした接続の問題は、発表者が変わるたびに繰り返され、新しいドング
ル探しからやり直しとなることも多々ありました。
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オンライン会議用ソフトウェアに接続する場合、参加者が電話番号をダイヤルするための
URLをクリックしてブリッジや会議のコードを入力するなど、いくつかの操作を手動で行
う必要がありました。こうした操作を行うには、通常、個人のデバイスに保管されている
情報を参照する必要がありますが、デバイスを起動して必要な情報を入手するという作
業は、会議の参加者全員の生産性に影響します。

豊かで臨場感のあるコラボレーションを 
実現するための課題
音声や映像を利用できたとしても、最高の品質が保証されるとは限りませんでした。品質
の問題が特に発生するのは、会議の参加者が各自のデバイスと会議室システムを同時に
使用する場合や、リモートの参加者が自宅や移動先などの低帯域幅の場所から接続する
場合でした。さらに、リモートの参加者は、会議室内の音声と映像をうまく取り出すことが
できないため、実際に参加するほどには効果が得られないと感じていました。ホワイトボー
ドを表示することができず、そこに書かれていた貴重な情報を見逃したために、余計に効
率が低下したり、前後関係が分からなくなることもありました。

インテルのビデオ会議環境は、映像を取り出すための素晴らしいソリューションを提供し
ています。しかし、機材の費用が高いため、ビデオ会議用に利用できる会議室の数は限ら
れており、事前予約が必要でした。こうした理由も、気軽に会議を開催することの妨げとなっ
ていました。

時間のかかる手動操作を必要とする作業
会議の参加者はすべてを手動で行う必要がありました。人やリソースのスケジュール調整
を行う手順も、予定表の招待状に記載された情報を使用して会議に参加する手順もすべ
て手動でした。さらに、会議での決定事項や、各参加者への今後の作業の割り当てなどを
記録する必要もありました。さまざまなデバイスがスマートに接続されていく中、会議室
のデバイスは比較的孤立したままで、インテリジェントではありませんでした。ビジネスプ
ロセスや従業員が情報の収集や交換を行う手段との統合は、最小限のレベルに留まって
いました。会議室のデバイスは、参加者やそのデバイスを識別したり会議の状況を認識す
ることができないため、前回の会議結果などの関連情報を提供することはできませんで
した。また、従来のホワイトボードは後で配布できるように情報を残したり、安全に保護す
ることができず、ボード上の情報を記録するには、物理的にメモを取るか、写真を撮影す
る必要がありました。

テクノロジーの活用による 
職場改革の推進
インテル IT部門では、会社の成長を可
能にする重要な差別化要因の1つは
テクノロジーであると考えています。こ
のため、従業員の生産性を高め、事業
の拡大を促し、ビジネスの効率化と収
益の向上を実現するテクノロジーの新
たな活用方法を常に追求しています。

現在は、場所や時間を問わず仕事を行
える環境を支持する従業員のニーズを、
会社が理解し始めているため、働く環境
が大きく変わりつつあります。インテル
IT部門は、従業員が会議を開始したり
実施する方法をこうした環境変化の1
つとして考えています。今日のモバイル
性の高い職場をサポートし、コラボレー
ションと生産性を強化するには、常時
接続の情報アクセス、柔軟なワーキン
グスタイル、多様なモバイルデバイスと
いった環境に対応した会議の開始方法
と実施方法が不可欠です。

インテル IT部門は、職場の柔軟性とコ
ラボレーションを促進できるように設
計されたリソースによって従業員を後
押しするために、テクノロジーを活用
して職場改革を推進しています。より
インテリジェントなテクノロジーを提供
することにより、従業員の生産性を高
め、世界規模で強力なチームを作ろう
としている従業員を支援し、トレーニン
グ費を削減することを目指しています。
次世代会議室を作る取り組みとテクノ
ロジーの活用は職場改革プログラム
に貢献しています。
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IT部門の考慮事項
会議に関する問題を次世代コラボレーション・テクノロジーによって解決するため、ITの
観点から次のような目標を設定しました。

•  信頼性：家電製品のような信頼性のあるソリューションが求められました。故障が極力
起こらないように設計されたソリューションであれば、保守費用も抑えられ、効率的で
成果の多い会議を実現できます。

•  高可用性：会議の開始までにかかる時間を短縮し、会議室体験を向上させるという目
標を達成するためには、ほぼ瞬時に起動できるデバイスが必要でした。またそのデバイ
スは故障が少なく、ダウンタイムが最小限である必要がありました。

•  運用管理性：会議室の数は数百あるいは数千室に上るので、各種操作をリモートで行
える必要がありました。会議室のデバイスの監視、その構成やソフトウェア・バージョン
の管理、セキュリティーの確保、電源のオンとオフはすべてリモートで行える必要があり
ました。リモートでの管理性は、高可用性の実現と総保有コスト（TCO）の削減の面で
も不可欠です。

•  拡張性：インテルの世界中の構内では、総勢10万7,000人以上の従業員が働いてい
ます。このため、簡単に実装、複製、拡大できるソリューションが必要でした。

•  サポート対象の広さ：すでに、さまざまなオペレーティング・システムを搭載したさまざ
まな世代の製品がクライアント・デバイスとして使われています。このため、最新のデバ
イスや最も普及しているデバイスだけでなく、幅広い種類のデバイスをサポートできる
ソリューションが必要でした。

•  柔軟性：インテルの各構内やビジネス部門には、それぞれのニーズに合わせて多様な
会議室が用意されています。このため、ソリューションにはカスタマイズやアップグレー
ドが容易であることが求められました。

•  手ごろな価格：多数の会議室に新しいソリューションを装備する際のコストを考慮し、
高価で機能の限定されたデバイスの利用は避けたいと考えました。現在すでに確立さ
れているPCサポートチャネルを活用することと、一般的な既製ハードウェアを標準プ
ロトコルで統合することにより、コストを最小限に抑えることを目指しました。

•  ベンダーからの中立性：コラボレーションはさまざまなツールを使用して社内と社外
の両方で行われるため、複数のベンダーのコラボレーション・ソリューションに柔軟に
対応する必要がありました。

•  セキュリティー：インテルの知的財産、機密データ、従業員のプライバシーは常に安全に
保護される必要があります。「会議室」である以上、社内の会議室での活動だけでなく、
リモートで参加している人々の活動も含めてセキュリティーを確保する必要がありました。

「会議に関する問題を 
次世代コラボレーション・テクノロジー 
によって解決するため、私たちは 
ソフトウェアのイノベーションと 

市販のインテル® vPro™ テクノロジー 
対応PCに着目しました」

― Omer Ben-Shalom
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ソリューション
インテル IT部門はインテルの各ビジネス部門をサポートするだけでなく、ビジネス部門
と協力して、一般的なビジネスの課題を解決したり、市場価値のある製品を開発するた
めのソリューションを追求しています。次世代会議室の開発にあたっては、各ビジネスグ
ループと協力して、すでに使用されているテクノロジーの調整やテストを行ってきました。
会議体験を向上させ、規模の拡大縮小や機能拡張が容易で、TCOが低く、セキュリティー
を確保できる次世代会議室ソリューション（図1）の作成には、こうしたビジネス部門と一
緒に取り組みました。

ソリューションは以下の5つの要素を基盤としています。

•  家電製品のような信頼性を実現するインテル® vPro™ テクノロジー対応プラット
フォーム 1

•  ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー（SDI）

•  マルチタッチ対応の対話型ホワイトボード

•  インテル IT部門およびほかのビジネスグループのコラボレーション・ソフトウェアと、既
存のコラボレーション・アプリケーション用のプラグイン

•  セキュリティーとプライバシーの保護

家電製品のような信頼性を実現する 
インテル® vPro™ テクノロジー対応プラットフォーム
SDIソリューションを展開して安価で拡張可能な会議室を実現するには、ローカルの会
議室内の機材と、リモート・コラボレーションを提供するソフトウェアの両方を動かすこと
ができるコンピューティング・プラットフォームをセントラルハブとして設置することが必
要でした。そして、保守費用を削減し、高可用性を確保し、シームレスな体験を提供する
ためには、十分なコンピューティング能力とグラフィックス性能を備えながらも起動時間
が短くなるように設計された、柔軟性と信頼性のあるプラットフォームが求められました。

図1. インテルの次世代会議室に使用されるテクノロジー・ソリューションは拡張性とセキュリティーに優
れています。

次世代会議室の4つの目標
1.  会議体験を向上する

2.  規模の拡大縮小や機能拡張を容易にする

3.  TCOを削減する

4.  知的財産と従業員のプライバシーを保護
する

¹  インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービ
スの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。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。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせい
ただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。
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こうした要件を満たすため、2種類のインテル® プロセッサー搭載プラットフォームが選ば
れました。1つは、ミニPC（今回は、インテル® ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティン
グ（インテル® NUC））、もう1つはOpen Pluggable仕様（OPS）準拠のメディアプレー
ヤーです。これらのプラットフォームはいずれもインテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファ
ミリー搭載PCとして入手可能であり、既存のエンタープライズ・コラボレーションのバッ
クエンド・システムとネットワークで接続できます。

これらのシステムに搭載された一部のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーに含
まれる統合型グラフィックス機能は、高品質で高フレームレートのビデオとハイデフィニ
ション・オーディオを処理できます。インテルでは、自然で、直観的で、臨場感のあるユー
ザー・インターフェイス（タッチ、ジェスチャー、音声）を重視するため、どちらのプラット
フォームについても外部の操作デバイス（キーボード、マウス、リモコンなど）は排除しま
した。代わりに、タッチ、ジェスチャー、音声などの自然なユーザー・インターフェイスを
提供することを重視しました。その結果、タッチスクリーン、カメラ、マイクなどの周辺機
器によって、これらのユーザー・インターフェイスを実装しました。

インテル ® NUC

一般に販売されているインテル® NUCのサイズは 4×4インチ（約 10×10cm）です。
わずかなスペースしか必要としないので、会議室のディスプレイの後ろなど、狭いスペー
スに置くのに最適です。インテル® NUCは、コスト効率、家電製品のような信頼性、広範
に及ぶ管理機能、これらすべてを兼ね備えています。インテル® NUCとタッチスクリーン
を使用すれば、完全なPCの性能とタッチ操作による使いやすさの両方が手に入ります。

インテル® NUCのようなミニPCは、専用のオーディオ/ビデオシステムよりも汎用性が
あり、入手しやすいことも分かっています。インテル® NUCのワイヤレス機能により、物理
的なインターフェイスやケーブルは最小限で済みます。ハードウェアや部品が少ないとい
うことは、保守管理の対象となる機器が少なく、故障したときに修理が必要な部分も少
ないということです。ワイヤレス接続は、会議室内の周辺機器や参加者のデバイスとの接
続に便利です。

さらに、インテル® NUCは、社内のほかのPCと同じように、エンタープライズ・ワイヤレス
構成や認証情報も含めて、既存のツールと手順を使って準備できます。

OPS準拠のメディアプレーヤーとディスプレイ
OPSは、ディスプレイ・パネルとPCベース「メディアプレーヤー」の統合をモジュール化
するためのオープンな規格です。OPS準拠のディスプレイには、OPS準拠のメディアプレー
ヤー用の組込みスロットが装備されています。プレーヤーとディスプレイは80ピンJAE
コネクターで接続します。これは、DisplayPort*やUSBなどの一般的に使用されるイン
ターフェイスをサポートしています。OPSをサポートするディスプレイとOPSプレーヤー
を使用すれば、必要なケーブルはさらに少なくなります。インテル® NUCと同様、OPSメ
ディアプレーヤーPCは、インテル® vPro™ テクノロジーに対応したほかの標準的な会社
PCと同じように準備および管理できます。

インテル® NUCは、コスト効率、家電製
品のような信頼性、広範に及ぶ管理機
能を兼ね備えています。

4インチ（約10ｃｍ）

Open Pluggable仕様準拠のメディア
プレーヤーは、OPS準拠のディスプレイ
に接続できるように設計されています。

（写真：NEXCOM提供）
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リモートでの管理と制御
インテル® vPro™ テクノロジーのコンポーネントの1つであるインテル® アクティブ・マネ
ジメント・テクノロジー 2 （インテル® AMT）は、リモートでの電源操作、サポート、ソフト
ウェア更新を可能にします。KVM（キーボード、ビデオ、マウス）のリモート制御機能を含
むインテル® AMTでは、権限のあるインテル IT部門のサポートスタッフが、世界のどこか
らでも、会議室のPCを制御して問題を診断し、修理することが可能になります。これは、
デバイス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でも可能
です。これらの機能に加えて管理用Webポータルも提供します。サポートスタッフはこの
ポータルから、すべての会議室の展開内容をチェックして状態（使用中かどうか）や稼動
時間などのパラメーターを確認できます。

インテルのようなエンタープライズ環境で全デバイスの拡張性とコスト効率性を維持す
るには、広範に及ぶリモート管理機能が不可欠です。中央からの一元的な管理と制御は、
会議室内の機材に対してコスト効率に優れた予防的な保守管理の実施を可能にします。
これにより、高い可用性を維持でき、インテルのヘルプデスクへの問い合わせを最小限に
抑えられます。このような管理のしやすさは、次世代会議室の重要な目標の1つである、
ユーザー体験の向上の実現にも貢献します。

ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー
データセンター・テクノロジーにおいてはすでに一般的な概念となっているSDIは、ソフ
トウェアをベースとするテクノロジーのトレンドの1つです。SDIは、俊敏かつ効率的で、
柔軟な規模調整と機能拡張が可能な事業運営の実現を可能にします。次世代会議室では、
このSDIの概念を簡易化して適用することで、サービスを迅速に提供できる柔軟なプラッ
トフォームを作成します。

特定の機能を持つデバイスに依存しそれらを物理的に統合するのではなく、ソフトウェア
統合を用いることで単一のソフトウェア環境の使用を可能にして、さまざまなサプライヤー
のコラボレーション・ソフトウェアのエンドポイントとなる各種プラグインを単一のインテル® 
vPro™ テクノロジー対応PC上で稼動させて、今回のようなユースケースに対応します。
こうすることで、サプライヤーにとらわれない周辺機器の選択や運用も可能になります。

このSDI実装では、既存のクライアント・ソフトウェアとソフトウェア開発キットを再利用
して、構築したソフトウェア環境用のプラグインを作成します。このソリューションであれば、
バックエンド・システムの選択においても内部システムとクラウドシステムを柔軟に組み
合わせることができます。

複数の既存サプライヤーのバックエンドとやり取りする場合も、ユーザーに対して一貫し
た体験を提供するために、統合フレームワークはプラグイン・アーキテクチャーとして開
発しました（図2を参照）。このフレームワークは、「クリックして参加」のような標準的な
機能について統一された外観を提供しながらも、各種プラグインを使ってそれぞれに最
高の操作性を実現します。

図2. 今回実装されたソフトウェア・デファインド・
インフラストラクチャー（SDI）ソリューションでは、
バックエンドで内部システムとクラウドシステムを
組み合わせて会議室サービスを提供する柔軟なプ
ラットフォームが実現します。

²  インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービ
スの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。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。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせい
ただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。

ベンダーおよびクラウドの
バックエンド・システム

周辺機器へ

プラグイン
ベンダー A

ベンダー B

クラウド・プロバイダー

画面、オーディオ機器、カメラ、
タッチパネル、センサー

ワイヤレス接続機能を備えた
SDIソリューション

インテル® Core™ vPro™
プロセッサー・ファミリー搭載の

インテル ® NUC
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コストの削減
会社全体で数百室もある会議室を変革するにあたり、コストは重要な課題です。SDIの手
法は物理的なコンポーネントやインターフェイスを最小限に抑えるので、機器の取得およ
び設置コストを大幅に削減できます。すべての機能を単一のPCプラットフォームに統合し、
サプライヤーに依存しない周辺機器を必要に応じて使用することには、次のような利点
があります。

•  保守、サポート、セキュリティー保護、管理の対象となるオペレーティング・システムを 
1つだけにできる

•  ベンダーに依存しないことで、連携するバックエンド・システムの選択肢が広がる

•  独自のコンピューティング要素を必要とする周辺機器に比べて、周辺機器のコストが
低い

•  ワイヤレス・テクノロジーを使用することによって、物理的な配線の複雑さとコストを解
消できる

•  ハードウェア統合ではなくソフトウェア統合を使用することによって、信頼性と柔軟性を
高める一方で、設置コストを抑制できる

ソフトウェア・ベースの手法を採り入れた場合のコストの増加量は、ハードウェア更新サ
イクルに依存する場合に比べて少ないことが分かっています（図3）。ハードウェアに比べ
て設計サイクルが短く、コストもかからないソフトウェアは、新しい機能の導入も促進します。
さらに、オープンなプラットフォームやプロトコルを既製のまま使用することや、標準のPC
サポートチャネルを使用することもコスト削減につながります。こうしたさまざまな要素
が積み重なり、大きなコスト削減が実現されます。

マルチタッチ対応の対話型ホワイトボード
マルチタッチ対応の対話型ホワイトボードには、複数の参加者が異なる場所から同時に
書き込むことができます。このようなマルチタッチの操作性はコラボレーションの促進と
創造力の発揮に役立ちます。対話型ホワイトボードには、書かれた情報を取り込み参加
者に送信するためのソフトウェア（会議室のPC上で実行される）が付属しています。こう
した機能により、リモートの参加者もホワイトボードを使った議論に参加しやすくなります。
また、内容を保存するためにメモを取ったり、写真を撮影する必要もなくなります。

コラボレーション・ソフトウェア
インテルの ITソリューションには、SDI実装、ソフトウェア統合、インテル® NUCに加えて、
インテル® Unite™ ソフトウェアが含まれており、これにより、コラボレーション・サービス
を柔軟に組み合わせて実装することが可能になります。組み合わせ可能なサービスには、
ワイヤレス・ディスプレイ、音声会議およびビデオ会議、対話型ホワイトボード、データ共
有などの機能が含まれます。インテル® Unite™ ソフトウェアも、前述の会議の効果と効率
性に対する3つの障害（会議の開始を遅らせる要因、豊かで臨場感のあるコラボレーション
を実現するための課題、時間のかかる手動操作を必要とする作業）の解消に役立ちます。

図3. このグラフは、各コンポーネントの全体コス
トを比較しています。ソフトウェア・ベースの手法
におけるコストの増加量は、ハードウェア更新サイ
クルに依存する場合に比べて少なくなります。

ハードウェア・ベース ソフトウェア・ベース

コンポーネントの全体コスト
ホワイトボード
ビデオ
オーディオ /データ

ディスプレイ
設置 /インストール
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会議の素早い開始と、豊かで臨場感のあるコラボレーション
ドングルのことはもう忘れましょう。インテル® Unite™ ソフトウェアの大きな利点はワイヤ
レス・ディスプレイの機能です。このソフトウェアは会議室のPCプラットフォームと参加者
のデバイスで実行され、これにより会議の全参加者が、参加者同士の接続や会議室のディ
スプレイとの接続を確立することができます。さらに、発表者は自分の画面を会議室のディ
スプレイやリモート参加者の画面で簡単に共有できます。このように会議室のPCハブへ
の接続が共有されることにより、画面の共有や切り替えを手間をかけずほぼ瞬時に行え
るようになり、会議の開始までにかかる時間が大幅に短縮されます。

このコラボレーション・ソリューションは、会議室のコンピューターとリモート参加者のコン
ピューターをホストしている同じバックエンド環境に接続されます。マイク、スピーカー、カ
メラが統合されることにより、豊かで臨場感のあるコラボレーションが実現されます。共
通の接続を使用する参加者は、音声、映像、データ、アプリケーション画面、対話型ホワイ
トボードのセッションを、普段のエンタープライズ・コラボレーション・ソフトウェアを通じ
て共有できます。ソフトウェアのインターフェイスには、会議室のディスプレイで共有や発
表を行う機能をすべての参加者に同じように提供するツールが含まれます。リモートの参
加者は対話型ホワイトボード上の内容を表示するだけでなく、まるで会議室にいるかのよ
うにホワイトボードに書き込むこともできます。

インテリジェントな会議室を実現し、手動の作業を減らす
インテル IT部門のソリューションにはコンテキスト認識機能が含まれます。センサーで会
議室に参加者がいるかどうかを検出し、会議室のディスプレイやプロジェクターを自動的
に起動してシステムの操作手順を表示します。センサーによる起動は、電力の節約に役立
つだけでなく、スクリーン内部やプロジェクターの電球（光源）の消耗防止にも役立ちます。

インテル IT部門のソリューションは、社員証用のカードリーダーを通じて、従業員の IDを
確認できます。社員証を通すだけで、その参加者に合わせて会議の準備が整えられます。
会議資料が検索され、複数の会議バックエンド・システムに「クリックして参加」の操作が
送られます。リモートの従業員にも瞬時に使える「クリックして参加」機能が提供されるの
で、すぐに適切な資料を入手し、会議室の会話に参加できます。

将来的なイノベーションへの取り組みとしては、より多くのセンサーとコンテキスト認識
機能を導入して会議室のインテリジェンスをさらに大きく高めることを検討しています。こ
うした改善により、ユーザーとデバイスの識別が容易になり、参加者、コンピューティン
グ・デバイス、会議室システムの間でのやり取りが一層強化されます。この取り組みでは、
Open Interconnect Consortium3 が現在開発中のオープンソース・ソフトウェア・スタッ
クを統合することを予定しています。このソフトウェア・スタックの目標は、オペレーティン
グ・システム、デバイスの種類、ワイヤレス通信テクノロジーにかかわらず、デバイス間でデー
タが自由に流れるようにすることです。

セキュリティーとプライバシーの保護
インテル IT部門が設計と運用を行う次世代会議室は、インテル IT部門のセキュリティー
とプライバシー保護の標準に準拠します。不正利用や想定外の使用を防止するためにシ
ステムをロックする制御機能によって、家電製品のようなレベルのセキュリティーが実現
されます。このようなレベルのセキュリティーは、インテルのエンタープライズ標準ハード

会議室のPCハブへの接続が共有されることによ
り、画面の共有や切り替えを手間をかけずほぼ瞬
時に行えるようになり、会議の開始までにかかる
時間が大幅に短縮されます。

³  Open Interconnect Consortiumの詳細については、http://openinterconnect.org/（英語）を参照してください。

会議室
コラボレーション・システム

ローカルの
参加者

リモートの
参加者

BADGE

クリックして参加
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ウェアおよびソフトウェアの各種制御機能を活用することによって実現されます。こうした
対策のほかにも、今回のユースケースに合わせて設計された専用の制御機能が追加され
ます。

セキュリティーに関しては、インテル® vPro™ テクノロジーのセキュリティー機能を使用し
ます。このテクノロジーを使用するPCでは、内蔵テクノロジーとハードウェア・ベースの
機能の連携により、セキュリティーを高め、想定される脅威への予防と事後策を強化する
ことができます。

パイロット調査
2015年の前半には、次世代会議室について2つのパイロット調査を実施しました。最初
のパイロットは、インテル® Unite™ ソフトウェアを中心に、会議室の既存のプロジェクター
と壁面ディスプレイ・パネルへのワイヤレス接続を対象としました。2つ目の小規模なパ
イロットは、これらの機能に加えて、マルチタッチ対応の対話型ホワイトボードと音声会議
およびビデオ会議の機能を対象としました。

•  パイロット1：このパイロットの対象は、ワイヤレス・ディスプレイとセンサーによる参加
者検知機能が装備された約100室の会議室です。この会議室数は、インテル® Unite™ 
ソフトウェアのフルバージョンが利用可能になった時点で約350室に増やされる予定
です。

•  パイロット2：このパイロットはインテル® Unite™ ソフトウェアの IT拡張を使用します。
会議室は約20室で開始し、それを50室まで増やし、ワイヤレス・ディスプレイとセンサー
による参加者検知機能に加えて、音声会議とビデオ会議、マルチタッチ対応の対話型ホ
ワイトボード・サービスを提供します。

2015年の後半には、大規模な会議室システムを対象とした3つ目のパイロットを予定し
ています。そこでは、コンテキスト認識機能を増やし、ユーザーおよびデバイスとのさらに
高度なやり取りを行う予定です。

結 果
インテル® Unite™ ソフトウェアを稼動させた次世代会議室の最初の2つのパイロットか
ら得られた結果として、2つの重要分野における成果が示されました。まずユーザーにとっ
ては会議室での体験が強化されました。一方、ITの観点からは、テクノロジーの価値が発
揮されました。

図4. 従業員によるインテル® Unite™ ソフトウェア
の使用は週を追うごとに増加しました。

図5. 7段階評価では、75%のユーザーがワイヤ
レス・ディスプレイ機能に5以上を付けました。
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パイロットの行われた週

インテル® Unite™ ソフトウェアの使用

1 -
2
3
4
5
6
7 - 
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ユーザー体験

パイロット1

重要な成功指標の1つは、インテル® Unite™ ソフトウェアの使用が時間の経過に伴って
増加したことでした（図4を参照）。インテル® NUCを会議室PCとして使用してワイヤレス・
ディスプレイとセンサーによる参加者 /デバイス検知機能をテストしたアンケート回答者
のうち、89%がこのソリューションをほかの人にも勧めたいと答えました。7段階評価では、
75%がワイヤレス・ディスプレイ機能に5以上を付けました（図5）。

パイロット2

2つ目のパイロットのフィードバックはまだ回収の途中ですが、初期の結果では、社員証
を通すことで IDの確認と「クリックして参加」の操作が行われる機能を従業員が好ましい
と思っていることが示されました。このテクノロジーのデモに参加した人は、社員証を通
す機能を使えば、会議をわずか数秒で開始できると報告しています。ユーザーは、以前は
なかったビデオ・コラボレーション機能を歓迎しています。現在のところ、マルチタッチ対
応の対話型ホワイトボードとのやり取りは十分ではありませんが、この機能を使用した従
業員は価値の高いリソースであると報告しています。

ITの観点
今回のパイロットでは、標準ハードウェア上で実行されるコスト効率の良いSDIソリュー
ションは、規模の拡大が容易であり、ベンダー固有のディスプレイ、オーディオ、ビデオ・ソ
リューションよりも柔軟性があり、入手しやすいことが証明されました。

これらのパイロットでは、Windows*搭載PCのソリューションはセキュリティーを最高
レベルまで高めることができ、適切に問題を閉じ込めることが証明されました。また、
インテルのエンタープライズ・セキュリティー要件のすべてを満たすためにパッチを適用
できることも分かりました。管理に関しては、診断機能と解決機能が含まれるインテル® 
AMTのリモートサポート用ユーティリティーと、インテルのビジネスモバイルPCおよび多
くのインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載コンピューター・デバイスですでに
利用可能になっている既存のインテル® vPro™ テクノロジーが使用されました。サポート
の観点では、現地の技術者による物理的操作が必要なケースは発生しませんでした。

現場のレポート： 
イスラエルの IT部門のケース
2つ目のパイロットの期間中に、イスラエルのサ
ポートチームは、米国の2台のリモートマシン
が米国の業務時間後に「キープアライブ」メッ
セージを送信せずダウンしていることを示す自
動アラートを受け取りました。イスラエルのエン
ジニアは、インテル® AMTを使用してリモート
でそれらのマシンに接続し、UEFI（BIOS）設定
が誤った構成になっていたために停電後に電
源がオフのままになっていたことを突きとめま
した。エンジニアは、リモートでUEFI設定を修
正し、従業員が出社する前にマシンをオンライン
に戻しました。結果として、この停電の影響を
受けたユーザーはいませんでした。標準的なソ
フトウェア・ベースの管理ツールでは、リモート
デバイスに接続するためにオペレーティング・
システムをオンラインにする必要があるので、
今回必要とされたリモートアクセスは実現でき
なかったでしょう。
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まとめ
パイロット調査では、インテル® vPro™ テクノロジー対応のミニPCをベースとする
インテル IT部門の次世代会議室は、会議体験を向上して、職場改革構想に貢献できるこ
とが証明されました。インテル® Unite™ ソフトウェアを実行する会議室により、次のよう
な改善を行えることが分かりました。

• より素早く会議を開始

• リモートリソースをより効果的に使用

• リモートで参加する参加者も含め、すべての参加者によるコラボレーションを改善

• よりインテリジェントな会議室を使うことで、従業員の生産性を向上

単一のインテル® vPro™ テクノロジー対応プラットフォーム上でソフトウェア統合を実現す
るSDIの手法の採用により、今回のソリューションは、特定のサプライヤーへの依存を回
避し、将来的に新しいコラボレーション・テクノロジーを安価に追加することを可能にし
ています。また、リモート管理とセキュリティー機能によって、TCOの削減が期待できる一方、
インテルの知的財産と機密情報を強力に保護できます。

インテル IT部門では、近い将来、次世代会議室の構想をさらに広げて、コンテキスト認識
によるアシスタント機能を提供する機会を増やすことを考えています。2015年後半には
世界中のインテル各社で次世代会議室が導入される見込みです。今後数年のうちには、
このソリューションはインテル会議室の新しい標準となるでしょう。

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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