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概 要

IT機器のコンシューマー化は一時的な流行ではありません。コンシューマー化は今、
世界中で現実に起こっている出来事であり、IT全体に多大な影響を及ぼしています。
IT部門が成功を収めるには、BYOD（従業員が個人所有するデバイスの利用）構想
の枠を超えた新たなアプローチを採用し、コンシューマー化を受け入れる必要があり
ます。IT部門がユーザー体験へと焦点を移すことにより、ユーザーはどんな環境にい
ようと、あらゆるデバイスを使用してデータを作成、使用し、共有できるようになります。

こうした移行を通じて、IT部門は、戦略的パートナーとして、企業横断的なコラボレー
ションを実現し、企業の生産性を高める新たな手法の擁護者となるチャンスを手にで
きます。そのためにも、IT部門は将来に向けて、ユーザーの柔軟な選択と、企業全体
の安全でコスト効率に優れた管理基準のバランスを取る必要があります。
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ITのコンシューマー化に対応するための 
5つのステップ

コンシューマー化に関しては、積極的なアプローチを採用す
ることが非常に重要です。IT部門が求めるパフォーマンス、
セキュリティー、運用管理機能をすべて維持しながら、ユー
ザー中心の戦略、つまり、あらゆるデバイスでコンピューティン
グ体験を最適化し、ユーザーの生産性を維持することを目
的とした戦略の導入方法を見つけてください。この避けて通
ることのできない変化に積極的に対応するための知識を身
につけるには、コンシューマー化に関するプランニング・ガイド
（英語）を参照してください。

新たなアプローチの採用
IT機器のコンシューマー化は一時的な流行ではありません。これは今、
世界中で起こっている現実であり、ビジネスを行う企業にとって恒常的
にもち続ける課題の 1つになりつつあります。コンシューマー化がテク
ノロジーに及ぼした影響は過去 10年で最大のものの 1つであり、モ
バイル、ソーシャル、クラウドの破壊力に匹敵すると CIO.comは述べ
ています。

コンシューマー化は、技術的な知識が豊富な従業員や若い世代の従
業員の存在、デスクトップ PCと併用されているスマートフォンやタブレッ
トなどの革新的なモバイルデバイスの登場が原動力となって、継続的
に形成されてきました。また、常時接続の普及も、コンシューマー化を
促進している一因です。私たちは、あらゆるデバイスを使い、いつでもほ
ぼどこからでもネットワークにアクセスできることに慣れてしまいました。

2010年代の終わりまでには、300億台以上のデバイスが常時接続さ
れて、さらに 1,500億台のデバイスが断続的に接続されるようになる
と予測されています。1こうした常在するデータの可用性は、必要なデー
タにすぐにアクセスできるという期待感を生み出し、ユーザーの側では、
自身が選んだデバイスを使ってデータにアクセスしたいと考えるように
なりました。このようなあらゆる変化が企業の IT部門に非常に大きな
影響を与えており、今後も影響を与え続けることが予想されます。

ユーザー体験を最優先
コンシューマー化と BYODを同一視する人は少なくありませんが、
インテルはより幅広い定義を採用してきました。インテルでは、コン
シューマー化とは、デバイスの枠を超えてコンピューティング体験全体
に及ぶものであると考えています。アプリケーション、ハードウェア、イン
ターネット・サービスなど、個人の生活の中で使用されるテクノロジー
は、職場で求められているテクノロジー体験に明確な影響を及ぼして
います。

したがって、自宅でのテクノロジー体験を職場での体験と一致させるた
めに、IT部門は企業のテクノロジーにユーザー中心の新たなアプロー
チを採用する必要があります。こうした新たなアプローチは、新しいテク
ノロジーや前向きな変化を妨げる存在ではなく、むしろ企業とその従業
員の成功を支援する IT部門にとっては大きなチャンスと考えられます。

また、ユーザー中心のアプローチを採用すると、IT部門は企業の強力
な戦略的パートナーになることができます。IT部門は、仕事に適したツー
ルを提供することで、生産性の向上に役立つインサイトが得られ、新た
なソリューションへのアクセスと統合を迅速化できるようになります。

http://www.intel.com/content/www/us/en/mobile-computing/consumerization-of-it-planning-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/mobile-computing/consumerization-of-it-planning-guide.html
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インテル IT部門： 
新たな方法による企業のセキュリティー向上

多くの場合、変化に適応するには、新たなアプローチを採用
する必要があります。インテル IT部門では、ITのコンシュー
マー化やクラウド・コンピューティングなどの重要な取り組み
を支援することを目的に設計された、きめ細かな信頼モデル
の最初のバージョンを完成させ、導入しました。このモデル
が将来に向けて存続性を高め、新しいサービスの導入の迅
速化を可能にする仕組みについては、企業のセキュリティー
向上（英語）に関するインテル IT部門のホワイトペーパーを
参照してください。

変化によってもたらされる新たな IT要件
ビジネスやテクノロジーの劇的な変化に直面する IT部門は、現在、岐
路に立たされており、例えるなら「パレードを先導するか」「パレードに
踏みつぶされるか」の選択を迫られているかのようです。2 成功を収め
るには、IT部門自らがステップアップして、ユーザー、デバイス、ビジネ
ス部門に対する企業のあり方について新たな要件を満たす必要があ
ります。

ユーザー体験は最も重要な要件です。ユーザーは、いつでもどこでも
生産性を維持できて、あらゆるデバイスから企業データにアクセスでき
ることを望んでいます。同僚やパートナーとのコラボレーションは、直感
的で、迅速かつ簡単に実行できなければなりません。こうしたコラボレー
ションを促進し、意思決定を向上させるには、ユーザーが異なるデバイ
スや環境でも制限なくデータを作成し、使用し、共有できる必要があり
ます。また、ソーシャルメディアも極めて大きな役割を果たしています。
かつては個人向けであったこのテクノロジー体験は、今では真のコラボ
レーション・ツールとして職場環境に直接入り込みつつあります。ユー
ザーは、クラウドソース型の意思決定、仲間とのつながりやネットワーク
作り、顧客とのやり取り、企業間コラボレーションなどにソーシャルメディ
アを活用しています。

コラボレーションがビジネス成功の重要な要素になると、モビリティー
も同様に重要な要素になります。現在の従業員は、作業現場、クラ
イアントのオフィス、自宅、あるいは移動中など、職場のデスクを離
れて仕事をする機会が多くなっています。スマートフォン、タブレット、
Ultrabook™ デバイス、ノートブックPCから、センサー、キオスク、リー
ダーに組み込まれたコンピューティング・テクノロジーまで、ポータブル
デバイスの急増は、仕事の方法や仕事をする場所の性質が一変したこ
とを示しています。また、こうしたモビリティーへの移行は、デバイスの
要件にも直接影響を及ぼします。

まず、デバイスは持ち運びやすく、薄型軽量であることが求められます。
データやサービスに即座にアクセスできるようにインスタント・オン・テク
ノロジーに対応し、バッテリー持続時間の長いデバイスをユーザーは必
要としています。デバイス体験は、仕事内容に応じてユーザーに無理な
く適合するものであることが望まれます。1台のデバイスでタッチ機能
と入力機能を選択できるなど、ユーザーはより自然な形でのコンピュー
ティング・テクノロジーの操作方法を求めるようになっています。現在、
タッチ・テクノロジーは、従来の KVM（キーボード /ビデオ /マウス）入
出力コントロールに匹敵するまでに普及が進んでいます。近い将来に
は、音声コントロール、顔認識、高度なデジタル・ペン・テクノロジーが
一般化すると考えられます。

課題をチャンスに
IT部門がこうしたすべての変化に対応するには、中心的なビジネスニー
ズを支援し、そのニーズを満たしながら、ユーザー体験の向上の実現に
重点を置いたアプローチに移行する必要があります。しかも、企業のコ
スト効率の基準を満たすだけでなく、ビジネスの成長 /技術革新 /生産
性の促進、データとデバイスのセキュリティーの維持、全社規模の運用
管理機能 /互換性 /コラボレーション・システムの実現、規制コンプライ
アンスの確立と適合など、ビジネスニーズは多岐にわたります。

これはかなりの難題です。成功を収めるには、IT部門が企業の現状を
十分に理解し、テクノロジーのニーズを企業のニーズに合わせる必要
があります。ビジネス要件と中核となる機能を一致させることができれ
ば、IT部門は問題解決やコスト削減の要求にただ対応するのではな
く、新しいテクノロジーと既存のテクノロジーそれぞれの選択肢を積極
的に提示することができます。

さまざまなビジネスリーダーと戦略的パートナーシップを結び、ユーザー
のニーズを理解しようと努めることはもはや贅沢ではなく、生き残るた
めの道となっています。しかし、こうした状況はチャンスと考えることも
できます。IT部門がビジネスニーズを適切に予測し、革新的なテクノロ
ジーの導入を促進できれば、エンタープライズの可能性を変化させ、新
たな競争力を獲得できます。

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/granular-trust-model-improves-enterprise-security.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/granular-trust-model-improves-enterprise-security.pdf
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変化する IT部門の役割を活用
近年の経済的な諸事情により、ITワーカーもさまざまな役割を果たさ
なければならなくなっています。予算は横ばい状態か削減、さらに人員
削減によって従来の IT部門の役割が見直されつつあります。しかし、
これらの問題は同時に、IT部門が企業で新たな役割を担うまたとない
チャンスを生み出しています。

IT部門は、ユビキタスなインターネット接続、仮想化、クラウド・コン
ピューティングなど、テクノロジーとトレンドを組み合わせて活用するこ
とで、ユーザーにサービスを提供する方法を再構築できます。これは
BYOD構想の支援に留まりません。IT部門は戦略的なビジネスパー
トナーとして、ビジネスプロセスの改善を積極的に推進して、変化する
ユーザー要件に適切に対応することができます。

企業の現状に対するインサイトを深めることによって、単なるコストセン
ターではなく貴重なパートナーとしての立場から、ビジネスプロセスを
ハードウェア要件や技術的要件に容易に落とし込むことができるように
なります。これこそまさに、より大規模な取り組みとビジネス価値の重
要な推進要因（ビッグデータ、ビジネス分析、データマイニングなど）を
促進するチャンスです。

新たな「標準」への適応
確実な成功を収めるには、ビジネスの加速化に対応しながら、この新
たな「標準」に適応することが不可欠となります。これは、カスタム、セ
ルフサービス、オンデマンドのいずれであるかを問わず、使いやすいソ
リューションへの高まる要求に、迅速さと適応力とで対応することを意
味します。ユーザー、スキルセット、デバイス、全体的なモバイル戦略に
対して、次の例に示すような新たなアプローチを採用することで、この
すべてを実現できます。

ユーザーを最優先にする：

•  優れた体験を実現するために、ユーザーのニーズを包括的に理解する。

•  ITの意思決定の形成を支援するために、ユーザーから提供される情
報を信頼する。

•  オンデマンドのサービスと柔軟性を実現する。

•  単独ですべてのニーズに対応するソリューションは存在しないことを
理解する。

将来に向けて ITスキルセットを発展させる：

•  ビジネスに対応するために、必要に応じて外部のサービスを仲介する。

•  強力なビジネス・インテリジェンスによって要求を可視化する。

•  リソースニーズの先を行く（例えば、クラウド・アーキテクト、クラウド・
サービス・マネージャー、コンシューマー化の管理者などを新しい役
割に含める）。

•  同僚との共有やサポートのための強力なトレーニング /ローテー
ション・プログラムを開発する。

•  リアルタイムのサプライチェーン機能と使用するリソースに関する重
要なインサイトを得る。

•  各ユーザーが複数のデバイスを使用するビジネス環境で、複雑化す
る脅威状況を効果的に管理するために、セキュリティーに関する専
門知識を強化する。

効果的なデバイスとサービスを促進する：

•  いつでもどのデバイスでも一貫性のある体験を提供するために、すべ
てのデバイス間での相互運用性を実現する。

•  ソリューションとサービスが次の状態であることを保証する。

 -  簡単である（使いやすさ、応答性、シンプルで安全なサインオン）。

 -  有効である（さまざまなデバイスで利用でき、迅速なアクセスが可能）。

 -  接続されている（他のサービスと統合され、共同ワークフローに対
応可能）。

 -  保護されている（常に保護されたサービス、データ、デバイス）。

•  ビジネス実現要素として、クラウド・テクノロジー（プライベート、パブ
リック、ハイブリッド）を導入する。

包括的なモバイル戦略を導入する：

•  テクノロジーのニーズとともに企業のモバイルへのニーズを包括的に
理解する。

•  ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションの包括的なモバイル戦略
（モバイル・アプリケーション・フレームワークとサポートされるデバイ
スの戦略）を確立する。

•  企業リスクを軽減し、ユーザー体験を向上させるために、動的なセ
キュリティー管理を支援する。
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BYODを重視する ITマネージャー

最近は、どの ITマネージャーもBYOD（従業員が個人所有す
るデバイスの利用）について意見を持っています。インテルは、 
BYODの現状について、オーストラリア、ドイツ、韓国、米国の
4カ国で3,000人の IT意思決定者と1,300人のエンドユー
ザーを対象に調査を行いましたが、その結果には説得力があ
ります。詳細については、ビデオ「A Look at BYOD in the 
Enterprise（英語）」をご覧ください。

デバイスの選択を再構築
当然のことながら、変化するデバイス状況は、現在の新たな「標準」の
定義において大きな役割を果たしています。現在、企業ではコンパニ
オン・デバイスの基準が見直されています。デスクトップ PCやモバイル
PCの補完や拡張では、タブレットとスマートフォンが当たり前になって
います。また、ワークフローを効率化し、コラボレーションを促進するた
めに、タブレットやスマートフォンが従来の紙ベースのプロセスの代替
となり、プロセスを自動化している場合もあります。モバイル・ソリュー
ションへの対応とデバイスの選択の管理は、いずれもユーザーのニー
ズによって強く推進されています。ユーザー体験に焦点を移して、これ
らを実現する方法を再構築することが重要です。

さらに、組織におけるそれぞれの役割、業務ごとに、柔軟なソリュー
ションが必要であり、1つの企業内に異なるデバイスへのニーズがある
ことは当然です。つまり、1種類のデバイスですべてのニーズに対応す
ることはできなくなっているということです。移動の多い従業員は、コン
パニオン・デバイスとともに、フル機能のノートブックPCを必要としてい
る場合があります。また、モバイル・タスク・ワーカーなど、特定のビジネ
ス用途では携帯性と長いバッテリー持続時間に最適化されたデバイス
が求められています。常に社内で働くオフィスワーカーは、引き続きデ
スクトップ・ベースの PCを活用していますが、モバイル・コンパニオン・
デバイスが必要になる場合もあります。

革新的な選択肢で高い期待に対応
問題を複雑にしているのは、ビジネス向けのテクノロジー・ソリューション
（豊富な I /Oポート、確かな性能基準、頑丈で信頼性のあるデザイン
を提供するデバイス）が企業から提供されることを従業員が期待してい
る点です。雇用者から提供されるテクノロジーが満足できるものではな
いと判断すると、彼らは、自分が所有するデバイスを頼りにするようにな
ります。こうした従業員は最終的には、別の企業で仕事を探す可能性
すらあり、現在の競争の激しいビジネス環境において重大なリスクとな
ります。革新的なテクノロジーのサポートは、IT部門が優秀な従業員
を惹きつけ、引き留めるチャンスでもあります。

これには別の見方もあります。個人所有のデバイスで仕事のリソースに
アクセスする柔軟性を求める従業員もいます。調査では、こうした状況
が生産性を高め、従業員をつなぎ留めるのに役立つ可能性があること
が示されています。ベスト・プラクティスとして、インテル IT部門では、
社内基準を補完する BYOモデルを支援しています。2010年以降、
インテル IT部門はスマートフォンとタブレットを対象とした従業員の
BYODプログラムによって、700万時間以上の生産性向上を実現しま
した。目標は、セキュリティー、ツール、管理基準を侵害せずに、新しい
デバイスのスムーズな統合を実現することです。IT部門は、ITサポート
をどの程度割り当てるかに加え、どのアクセスレベルで BYOデバイスを
提供するかを判断できます。

将来に向けた柔軟性の向上： 
インテル® アーキテクチャーと 
Windows* 8オペレーティング・システム
ほとんどの企業や IT部門には、テクノロジーを一から導入し直す時間
もリソースもありません。そのため、企業の現状（ポリシー、インフラスト
ラクチャーの機能と標準、ビジネスプロセス、データ構造、サービス提
供モデル、ソリューションの標準など）を十分に理解した上で、新しいデ
バイスやモバイル・ソリューションの導入を実施する必要があります。将
来のビジネスニーズに対応する俊敏性と柔軟性を備えるとともに、現時
点での統合の容易さを実現することが、導入の成功には不可欠です。

インテル® アーキテクチャーを搭載した新しいビジネス向けフォームファ
クターの進化により、IT部門は必要とするパフォーマンス、セキュリ
ティー、運用管理機能を得られ、ユーザーは求めているデバイスを手に
入れることができます。新しいビジネス向けの Ultrabook™ デバイス
や 2 in 1タイプの Ultrabook™（本格的な PCとしてもタブレットとし
ても機能する独自のコンバーチブル設計）などのフル機能を備えたシ
ステムから、革新的なタブレット、省スペースの一体型デスクトップ PC
まで、さまざまなデバイスの選択肢があります。インテル® アーキテク
チャーは、既存のさまざまなエンタープライズ・コンピューティング環境
やソリューションにも普及しているので、総保有コスト（TCO）を抑えな
がら、シームレスで安全な統合を実現します。インフラストラクチャー、ア
プリケーション、トレーニングへの既存の投資を活用し、信頼できる使い
慣れたテクノロジー・プラットフォームをベースとした将来設計が可能に
なります。

インテル® プロセッサーを搭載したデバイスにWindows* 8 Proオペ
レーティング・システムやWindows* 8 Enterpriseオペレーティング・
システムを導入することで、テクノロジー環境を容易に刷新することがで
きます。こうしたテクノロジーは、ほとんどのエンタープライズ環境に導
入されている従来のWindows*デスクトップ用アプリケーション、周
辺機器、ドライバーと互換性があるため、無理なく適合します。また、古
いシステムとも簡単に連携し、ソフトウェアやハードウェアを追加しなくて
も、タッチ機能を必要としている従業員に革新的なタッチ機能を提供で
きます。さらに、これらのデバイスは、インテル® Atom™ プロセッサーか
らインテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーまで、各種プロセッ
サーを搭載したさまざまなフォームファクターで提供されています。3

http://www.intel.com/content/www/us/en/mobile-computing/consumerization-enterprise-byod-peer-research-video.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/mobile-computing/consumerization-enterprise-byod-peer-research-video.html
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一歩先を行くインテルの力
コンシューマー化に先立ち、インテルは強力なシリコンの基盤を優先し
たパラダイムを採用していました。そして、ソフトウェア、サービス、ユー
ザー体験が後に続きました。将来のニーズへの理解を深めた今、企業
が拠り所とするブランドプロミスを基盤とし、ユーザー体験を最優先事
項として位置付けるパラダイムへの転換を進めています。インテルは、
企業のコンピューティング体験が今後さらにパーソナライズされていき、
その結果として、あらゆる場所からあらゆるデバイスを使って遂行され
るあらゆる職務の生産性が大幅に向上すると考えています。

今後インテルは、タッチ対応テクノロジーは始まりにすぎないという理解
の下、こうした技術革新を受け入れていきます。タッチ機能は、作業方
法のパラダイムシフトを支援する最初のテクノロジーですが、ユーザー
を認識し、複数のパスワードの入力を不要にする顔認識ソフトウェアや
ジェスチャー・ソフトウェアなど、さらに多くの革新的な技術が登場して
きています。

また、拡張現実技術や拡張現実プラットフォームの開発が、企業に急
速に浸透することが予想されます。外出先での接続がさらに容易にな
り、さらに多くのデバイスでさまざまなビジネスサービスがサポートされ
るようになるでしょう。IT-as-a-Ser viceが進化し続け、シームレスな
アクセスやファイル同期機能など、柔軟性を高めるために安全なクラウ
ドサービスへの依存度が高まることも予想されます。

内蔵セキュリティー機能による生産性の向上 4： 
インテル® vPro™ テクノロジー
インテルは、インテル® アーキテクチャーの機能を引き続き拡張していく
中、ユーザー体験を最適に支援する方法でこの技術革新を活用してい
きます。セキュリティーは引き続きこのアーキテクチャーの基礎であり、
その中心にはインテル® vPro™ テクノロジーが位置しています。

作業モデルは変遷し、変化し続けるため、このテクノロジーによってユー
ザーと IT部門の間のギャップをさらに縮めること、特にビジネスモデル
が変わるときには、CIOが望むセキュリティーが強化されたインフラスト
ラクチャーを維持することが重要です。インテル® vPro™ テクノロジー
は、次のような方法で引き続き生産性を高めていきます。

•  フォームファクターの技術革新：ユーザーは常に最新のデバイスを求
め、企業は常に生産性の向上を求めます。適切なモバイル・フォーム
ファクターを使用することにより、医師は患者の傍から離れることな
く、必要な患者データにアクセスできるようになります。作業現場の
マネージャーは、現場のどこからでも問題の解決が可能となり、作業
をスケジュールどおりに進められるようになります。インテルはこれら
を念頭に置いて、最新のフォームファクターで適切なレベルのハード
ウェア・ベースのセキュリティーと運用管理機能を提供することに引
き続き注力していきます。

•  世界レベルのコラボレーション：ビジネス上の交流のグローバル化が
進んでいるため、テクノロジーによってさまざまなグループがネイティ
ブ言語で簡単にコラボレーションできるよう支援します。将来のコラ
ボレーション・ツールでは、リアルタイムの翻訳と、アクセスポイント経
由で接続しなくてもユーザーが画面を共有できるシームレスなディス
プレイ共有に重点を置いています。

•  融合したコンピューティング：従業員はそれぞれ 2～ 3台のデバイ
スを併用していることから、デバイスを共有に最適化し、どこでもどの
デバイスでも中断したところから作業を再開できるようにしておく必
要があります。融合コンピューティング・モデルでは、大画面、GPS、
ワイヤレス・ワイド・エリア・ネットワーク（WWAN）など、リソースのシー
ムレスな共有をサポートします。
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インテルラボの 
「The Future of Knowledge Work」

世界は劇的に変わりつつあります。一方で拡大し、一方で縮
小し、その多大な影響は日常生活にも及んでいます。古い作
業モデルに代わって新しいモデルが登場すると、すでに流動
的だった古いモデルは表舞台から姿を消すように思えます。
詳しくは、インテルラボの「The Future of Knowledge 
Work（英語）」を参照してください。このホワイトペーパーで
は、ナレッジワークの将来を形成すると考えられるトレンドを
特定し、詳しく調査しています。

展 望
インテルは、堅牢なソリューション・エコシステムを引き続き拡大して
いきます。インテルは、セキュリティーと運用管理機能の継続的な強
化により、業界に特化したソリューションから一般的なビジネス向けの
ソリューションまで、ユーザーの生産性を飛躍的に向上させる機能の
追加に引き続き取り組みます。インテルのソフトウェア・ベンダー各社
（ISV）は、魅力的なユーザー体験を実現しながらビジネスニーズを満
たすように設計されたソリューションの最適化を進めています。近日公
開予定の多数の革新的な業種別アプリケーションにより、エコシステム
は飛躍的に拡大されます。

新たな要件が、新たなチャンスに
コンシューマー化は一過性の概念ではありません。コンシューマー化は、
ITがビジネス・ソリューションを実現する方法が根本的に変わったこと
を表しています。コンシューマー化が企業の将来に及ぼす影響に対処
するには、BYOの支援の枠を超えた ITイノベーションが必要です。

IT部門は、企業とユーザーに焦点を移すことで、その役割と文化をさら
に発展させるチャンスを手にすると同時に、責任を負っています。セキュ
リティーとコンプライアンスの新たな課題をもたらし、変化し続けるビジ
ネス環境において、IT部門はユーザーの柔軟な選択と企業の安全で
コスト効率に優れた管理基準の間でバランスを取る必要があります。

今後、IT部門はユーザーが次に何を必要とするかを予測し、把握す
ることによって、将来に向けた準備が可能となり、インテルもこれに取
り組んでいます。インテルラボでは、常に業界全体の動向についての
幅広い調査を行っており、インテルの製品 /ソフトウェア・グループは、
未来の体験とテクノロジーを実現する機能を構築し続けています。

http://blogs.intel.com/intellabs/files/2012/11/Intel-White-Paper-The-Future-of-Knowledge-Work4.pdf
http://blogs.intel.com/intellabs/files/2012/11/Intel-White-Paper-The-Future-of-Knowledge-Work4.pdf
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