
概 要

革新的なアイデアは、効果的なコラボレーションによって共有可能になりますが、これこ
そがインテルの競争優位性にとって重要な要素です。 インテルの IT 部門は、 社内のコラ
ボレーション・ソリューションを実現するという重要な役割を担ってきました。 従業員の
コラボレーション体験を向上し、従業員が革新的なコンセプトを具現化できるようにす
る方法を絶えず模索しています。

インテルでは最近、 Intel Unite® ソリューションを社内導入しました。 これにより、 コラ
ボレーションをより簡単かつ迅速にするという点で、 大きなメリットが生まれています。
このソリューションによる生産性の向上が実証されたため、2017 年半ばまでに、世界各
地にある 3,500 室以上の会議室のアップグレードを予定しています。

Intel Unite® ソリューションは、 以下のようにして従業員の生産性を高め、 コラボレー
ションを強化します。

•  デバイスとディスプレイの接続を複雑にしていたケーブル、ドングル、アダプターがな
くなるため、会議を素早く始めることができ、生産的な時間が増える。

•  従業員が世界中のどこにいても、自身のクライアント・デバイスからコンテンツを直接
共有できるようにすることで、会議へのリモート参加をサポートする。

•  インテル IT 部門が、リモートサポートを通じて、会議室のディスプレイ共有を継続し続
けられるように支援する。

インテル IT 部門では、Intel Unite® ソリューションの準備、導入、サポートに関するベス
ト・プラクティスを蓄積してきました。 コラボレーション環境の構築に際して、インテル社
内の経験がベスト・プラクティスとしてご参考になれば幸いです。 従来の会議室をスマー
トなコネクテッド・スペースに変えることで、会議室の中にいるか外にいるかにかかわらず、
従業員同士が高い生産性でコラボレーションできるようになるのです。

Intel Unite® ソリューションによっ
て、 イ ン テル 社 内 の 会 議 室 は 最 新
化 さ れ、 スマ ー ト な コ ネ ク テ ッ ド ・ 
スペースに変わりつつあります。 ここ
では、 会議室の中にいるか外にいる
かにかかわらず、 従業員同士が高い 
生産性でコラボレーションすることが
できます。
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用 語

ハブ：インテル® vPro™ テクノロジー対応のミニ PC がハブになります。 このミニ PC は会議
室内に設置され、Intel Unite® ソフトウェアを実行します。

クライアント・デバイス： Intel Unite® アプリケーションを実行するエンドユーザー ・デバイ
ス（フォームファクターは問いません）を「クライアント・デバイス」と呼びます（「クライアント」
と短縮される場合もあります）。

ビジネス課題
インテルでは、積極的にイノベーションを追求し、従業員とビジネスパートナー間の効率
的なコラボレーションとオープンなアイデア共有を重視するカルチャーを育んでいます。
インテル IT 部門は、テクノロジーを駆使してコラボレーション体験を向上させ、従業員が
革新的なアイデアを具現化できるように支援する方法を絶えず模索しています。

インテルでのコラボレーションには、さまざまな要素が伴います。 その 1 つに、会議室の数
が非常に多いことが挙げられます。 インテルのオフィスは世界中にあり、 ディスプレイ機
能を備えた会議室は 3,500 以上あります。 さらに施設を改修するに連れて、その数は増え
続けています。 また、グローバル企業であるインテルでは、会議はさまざまな形式で行わ
れます。 多くの地域から大勢の参加者が集まる複雑な構成の会議もあれば、急な打ち合
わせもあります。 このため会議室は、あらゆるタイプのディスカッションに対応し、ノート
ブック PC などのクライアント・デバイスからコンテンツを容易に共有できなければなり
ません。 また、すべての参加者が会議室にいるとは限らず、インテルの拠点にいない場合
さえあります。

インテル IT 部門では以前から、 考えうるすべての要件に対応しようと、 幅広いシステム
構成と接続ケーブル（HDMI*、 Micro-HDMI、 DisplayPort*、 Mini DisplayPort*、 DVI、
Mini-DVI、Micro-DVI、VGA など）を会議室に採り入れてきました。 それには物理的なケー
ブル配線が必要なため、会議の参加者には次のようなさまざまな問題が生じていました。

•	 	デバイスとディスプレイの接続が複雑：会議が遅れ、生産的な時間が削られていました。

•	 	会議へのリモート参加が妨げられる：オーディオ接続やビジュアル接続が不安定にな
ることが多いため、リモート参加者の貢献度が低くなりがちで、また、実際に貢献するた
めには会議室にいる人の仲介が必要となり、 そのために会話の流れが途切れたり、 意
思決定に時間がかかってしまうこともありました。

•	 	会議室を完全に機能させ続けることが難しい：ケーブルを頻繁に使用するため、 ケー
ブルの紛失や破損がたびたび起きていました。

インテル IT 部門は、ケーブルをなるべく使わずに会議室のディスプレイやプロジェクター
に接続することで、会議の効率性を高め、会議の参加者が PC や Mac* からコンテンツを
簡単かつ安全に共有できるようにする方法を模索しました。
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絡まった配線
会議室で多数のケーブルやアダプターを使用
するために会議が遅れ、参加者にフラストレー
ションが生じ、 コラボレーションの効果が低下
していました。
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ソリューション
ケーブルやアダプターを必要としないワイヤレス・ソリューションが最善の策であること
は明白でした。 インテル IT 部門では、一貫性、品質、信頼性の高いワイヤレス・ディスプレ
イを使用して会議の進行をより簡単にすることを目標に、いくつかのワイヤレス・ソリュー
ションを調査しました。 最終的に、Intel Unite® ソリューション 1 に到達しましたが、その
主な理由を以下に示します。

•  総保有コストが最も低い（繰り返し発生する使用料がない 2）。

•  さまざまな会議室と室内にある既存の機器のニーズに合わせたカスタマイズが容易な
単一の共通ソリューションである。

•  市販の PC 周辺機器と連携するオープン・プラットフォームであり、ハードウェアを交換
せずに新機能を追加できるため、新しいリリースを素早く簡単に利用できる。

•  優れたユーザー体験が提供される（「結 果」セクションを参照）。

•  「各会議室に強力な PC を置く」効果により、拡張性が向上する（コラム「企業の各会議
室に PC を置く効果」を参照）。

•  インテル® vPro™ テクノロジー対応の全 PC に組み込まれたインテル® アクティブ・マ
ネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）を使用することで、 リモート管理が容易で
ある（コラム「インテル社内のスマート会議室」を参照）。

インテルでは、2015 年に Intel Unite® ソリューションのパイロット調査を数回行いまし
た。 現在は完全な本稼動に入っており、Intel Unite® ソリューションが導入された各会議
室（現在は約 550 室）内のすべての IT 管理システムにエンタープライズ・レベルのプロセ
スを使用しています。

インテルは、 パイロット ・ プロジェクトの実施とそこから得た教訓を活かして、 Intel 
Unite® ソリューションの準備と導入に関するベスト・プラクティスを確立しました。 この
ベスト・プラクティスを活用すれば、Intel Unite® ソリューションを手軽に導入して、その
メリットをすぐに享受できるようになります。

図 1 に示すように、全体的なアプローチは次の 4 つのメインステップで構成されます。

1. 準 備

2. 構築とテスト

3. 導 入

4. サポートとメンテナンス

定評あるインテルの分散型 PC サポート・インフラストラクチャーを採用することで、これ
らのステップを効率的に実施し、安定した結果を得ることができます。

図 1. インテルでは、 Intel Unite® ソリューション
の実装に関するベスト・プラクティスを 4 つのメイ
ンステップに分けています。 各ステップには、複数
のタスクが含まれます。 これらのタスクは、全体的
な実装と継続的なサポートを円滑かつ効率良く進
めるのに役立ちます。

1

2

3

4

準 備

Intel Unite®
ソリューションの導入戦略

導入計画を作成し、 会議室の監査を実施
し、 インフラストラクチャーとクライアント ・
デバイスを準備し、 ヘルプデスクのスタッ
フに通知します。

構築とテスト
導入の前に、 デフォルトのウェルカム画面
を作成し、 ソリューション ・ コンポーネント
の 構 築 と テ ス ト を 行 う 必 要 が あ り ま す。
また、 サポートの準備も行います。

導 入
ハードウェアの設置、 従業員の教育、 導入
メトリクスの測定と監視を開始します。

サポートとメンテナンス
現在のサポートプロセスに基づいて持続
可能なサポートモデルを導入し、 ホットス
ワップ戦略を開発し、 インテル® AMT を利
用してソリューションをリモートからサ
ポートします。

1  Intel Unite® ソリューションの背景情報については、IT@Intel のホワイトペーパー「インテル® vPro™ テクノロジーを活
用した会議室コラボレーション」を参照してください。

2  Intel Unite® ソリューションに関連するライセンス料金はありません。 ソフトウェアは専用ハードウェアにバンドルされ
ており、機能の更新も含まれるため、ソリューションのビジネス価値を最大限に高めることができます。
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ステップ1：Intel Unite® ソリューションの準備

インテルの従業員は、その過半数がノートブック PC を使用したモバイルユーザーであり、
Wi-Fi* 接続で社内のネットワークに接続しています。 Wi-Fi* トラフィックの量が多いた
め、厳格なサービス品質基準（ワイヤレス VoIP 接続のパケット損失を 1% 未満にするな
ど）に従った非常に堅牢なネットワークが必要です。 そのため、 Wi-Fi* のキャパシティー
を消費するデバイスをこの環境に追加する際には、十分な注意を払います。

Intel Unite® ソリューションを導入する前に、いくつかのステップを実行して環境を準備
します。 この準備には、導入基準の設定、会議室の監査と（主にネットワークに関連する）
インフラストラクチャーの特性評価、 ハブおよびクライアント・デバイスの準備、 ヘルプ
デスクのスタッフのトレーニングなどが含まれます。 3

導入の優先基準とロードマップの確立

インテルでは、Intel Unite® ソリューションを導入する施設や導入の順序を決める際に
役立つ基準を次のように規定しました。

•	 	新たな建設、改修、特別プロジェクトに合わせて、組織におけるサービスやITの構築
を調整する：コストを管理し、会議室の頻繁な変更を避け、従業員にとって移行をでき
るだけ簡略化するために、計画済みおよび資金調達済みの改修 / 建設プロジェクトに
合わせてプロセスを調整します。

•	 	施設の規模と導入の効率性を考慮する：規模の経済をもたらし、 多くの従業員がすぐ
に効果を得られる大規模施設に重点を置きます。

•	 	自社がグローバル企業であれば、 そのことを考慮する：インテルの場合は、 Intel 
Unite® ソリューションを世界規模で導入します。

•	 	導入可能な容量に合わせる：希望する導入とタイミングが、予定する容量や予算を超
えないことを確認します。

•	 	業務とサポートのリソースが揃っている施設に重点を置く：まず、会議室をサポートす
る専任のエンジニアリング・スタッフと業務スタッフがいる施設に導入します。

•	 	ほかの全社的な構想と協調させる：職場改革などの構想と Intel Unite® ソリューション
の導入をうまく協調させます。

会議室の監査

Intel Unite® ソリューションを施設に導入する前に、各会議室の監査を徹底的に行いま
す。 インテルでは、 各会議室のネットワーク接続、 使用可能なディスプレイとプロジェク
ター、既存の配線とポートを評価しています。 会議室の利用方法や既存の設備によっては、
設備の一部またはすべてのアップグレードを決定する場合もあります。 Intel Unite® ソ
リューションは既存のテクノロジーとの互換性があるため、 既存の設備をそのまま使用
できる場合もあります。

3  比較的小規模な企業の IT 部門では、 これらの準備ステップをすべて実行する必要がない場合もあります。 また、 自社に固有
の IT 環境や会議室環境に基づいて、ステップの数を減らしても構いません。

インテル社内の 
スマート会議室

基本的な Intel Unite® ソリューションに
は、次のコンポーネントが必要です。

•  第 4 / 第 5 / 第 6 世 代 の イ ン テ ル ® 
Core™ vPro™ プロセッサー ・ファミリー
を搭載したミニ PC（OS は Microsoft* 
Windows* 7以降）

•  Intel Unite® アプリケーション

•  ディスプレイ・デバイス

•  ビデオ、ネットワーク、電源に必要なケー
ブル

これらの基本コンポーネントが揃ってい
れば、 Intel Unite® ソリューションを容
易にカスタマイズすることができます。 例
えば、インテルには、コラボレーション体
験を向上させる追加コンポーネントを
組み込んだ会議室もあります。 高性能な
HDCP 準拠のビデオスケーラー / スイッ
チ、フル HD と 4K 解像度を活かせる大型
HD ディスプレイ、入室を感知して自動的
に機器を有効化する USB PIR（受動型赤
外線）モーションセンサーなどがあります。

必 須

オプション

ミニ PC

ビデオスイッチ モーションセンサー

アプリケーション ディスプレイ
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次に、 会議室を個別のカテゴリーに分け（例えば、 大、 中、 小といった規模を用
いて）、 カテゴリー別の設計図を作成します（図 2 および図 3 を参照）。 また、
カテゴリー別の部品表と設置に関するメモも作成します。 これらの設計図にお
いて重要な点は、システム・コンポーネントの共有コンテンツの制御フローと、
すべてのコンポーネント（ハブ、インターフェイス、電源、ネットワーク・ポートな
ど）が設置される壁の立面図を示すことです。

会議室の使用法によっては、 ケーブル配線に関する決定も行います。 Intel 
Unite® ソリューションを導入することでケーブルの必要性がなくなるので、配
線は必要最小限にとどめることが目標です。 これらのケーブルは、Intel Unite® 
ソリューションを使わずに接続する必要のある旧来のシステムのサポートや、
バックアップ用として利用することができます。4 すべての会議室にケーブルス
イッチが必要なわけではありません。 スイッチが必要な会議室の場合は、最終
的な信頼性を確保するために、慎重にスイッチを選択することが重要です。

インフラストラクチャーの準備

会議室の監査に加え、ソリューションをサポートするインフラストラクチャーの
準備も行います。 これには、 特定の施設のワイヤレス・ネットワークの評価や、
ソリューション・アーキテクチャーのセットアップなどが含まれます。

ワイヤレス・ネットワークの評価

一般的なワイヤレス・ソリューションと同様に、Intel Unite® ソリューションも、
ネットワークの条件次第でパフォーマンスが低下することがあります。

インテルでは、 Intel Unite® ソリューションを導入予定のすべての施設でワイ
ヤレス・ネットワークの特性評価を徹底的に行って、そのネットワークに十分な
容量があるか、 それともアップグレードが必要かを判断しています。 特性評価
では、その施設の現行の Wi-Fi* 使用量と使用タイプ、すでにどの程度のレイテン
シーが発生しているかなどを確認します。 インテルではメインの音声通話とし
て VoIP を使用しているため、 Intel Unite® ソリューションが VoIP を圧迫しな
いよう、ネットワークにおける十分な帯域幅の確保と適切なチャネリングが重
要です。

IT ソリューションの導入時には、組織の成長とユーザー数の増大を考慮します。
そのため、ワイヤレス・ネットワークに対してストレステストを実施し、現在のネッ
トワーク構成でどの程度まで拡張できるかを評価します。 インテルでは、ワイヤ
レス・ネットワークの特性評価の結果によっては、 以下の 1 つ以上の方法を用
いてインフラストラクチャーのアップグレードを実施する場合があります。

•  コントローラーを更新する

•  アクセスポイントを追加または位置変更して、カバーエリアを広げ、クライアン
トの負荷を分散する

•  ネットワーク・セグメンテーションを変更して、負荷分散を向上させる

IT 部門として、Intel Unite® ソリューションをフロアやビル全体に導入した後、
サービス品質の指標を許容範囲内に維持することを目標にします。

4  インテル IT 部門では、 多くの場合 VGA* （アナログ）ケーブルではなく HDMI* （デジタル）ケーブルの敷設を
採用しています。 なぜなら、HDMI* の方が、ユーザー体験がはるかに安定しているためです。

受動型赤外線
モーションセンサー
（オプション）

ディスプレイの裏に
設置されたハブ
（ミニ PC）
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ッ
プ
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ワイヤレスで送信
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ク
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ル

オーディオ ビデオ
LCD プロジェクター

オーディオアンプ

オーディオ /
ビデオスイッチ

テーブルの下に
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（ミニ PC）

ノートブック PC から
ハブに共有コンテンツを
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大会議室向けの
Intel Unite® ソリューション

図 2. この図は、インテルの小会議室で Intel Unite® ソリュー
ションがどのように導入されているかを示しています。 このタ
イプの会議室はあくまでも基本構成であり、 配線の要件もシ
ンプルです。 バックアップ・ケーブルは、可用性を高める目的
で設置されています。

図 3. この図は、 天井据え付け型プロジェクターを使用する
インテルの大会議室で、Intel Unite® ソリューションがどのよ
うに導入されているかを示しています。 このタイプの会議室で
は、オーディオ / ビデオ・スイッチャー、オーディオアンプ、天井
据え付け型スピーカーなどを追加します。 バックアップ・ケー
ブルは、可用性を高める目的で設置されています。
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ソリューション・アーキテクチャーのセットアップ

Intel Unite® ソリューション導入済みの会議室に入ると、 会議室のディスプレイ画面に
は 6 ケタの PIN が表示されています。 参加者はこの PIN を使用して、 会議にアクセスし
ます。 図 4 に示すように、 ハブはエンタープライズ PIN サーバーから PIN を取得します。5 
PIN 要求は、ネットワーク・ロード・バランサーを経由して送られます。 インテル社内では、
エンタープライズ PIN サーバーとして、クラスター化された仮想マシンを採用しています。
これにより、Intel Unite® ソリューションの導入範囲を拡大する際に、必要に応じて仮想
マシンを追加することが可能になります。 エンタープライズ PIN サーバーは、高性能で高
可用性のデータベース・クラスターから PIN を取得します。ここで重要なのは、共有コンテン
ツが PIN サーバーを経由しないことです。 共有コンテンツは、最も直接的なネットワーク・
パスで会議室内のハブに送られます。

従業員のクライアント・デバイスの準備

Intel Unite® ソリューションを利用するには、クライアント・デバイスが最小限の仕様の
OS、 RAM、 ストレージ容量を備えている必要があります。6 インテルの場合、 すべての主
要デバイスで社内標準の構成を使用しており、これらの要件は容易に満たされています。7

初期のパイロット・プロジェクトにおいて、クライアントのデバイスドライバーを最新状態
に保つことが重要であると分かりました。 例えば、一部のワイヤレス・アダプター ・ドライ
バーは、信号が弱くなった場合や別のアクセスポイントの方が近い場合でも、特定の Wi-
Fi* ワイヤレスポイントへの接続を続けることが分かりました。 そのため、 従業員が自分
のデスクから会議室に向かうときには、信号が非常に弱くなります。 このように帯域幅が
不足すると、 Intel Unite® ソリューションのセッションに参加したときに、 プレゼンテー
ション・コンテンツの処理に遅れが生じてしまいます。 インテルではこのような状況を解
決するため、会議室により近いアクセスポイントに適切に切り替える、ワイヤレス LAN ド
ライバーの更新プログラムを導入しました。 これにより、信号状態が改善され、パフォー
マンスが向上しました。

最小仕様と最新ドライバーのほか、 クライアント ・ デバイスで必要な操作とは、 Intel 
Unite® アプリケーションを一度ダウンロードしてインストールすることだけです。 この手
順は一般的に、Intel Unite® ソリューション対応の会議室に従業員が初めて入室する時
点で行います（所要時間は 2 分未満です）。 ただし、従業員は会議室にいなくても、ソフト
ウェアのダウンロードとインストールを行うことや、会議に参加することができます。 PIN
へのアクセス権を持つユーザーは、社内のネットワークにアクセスしていて、参加用の 6
ケタの PIN が分かっていれば、世界中のどこからでも Intel Unite® ソリューション・セッ
ションに参加できます。 そのため、リモート参加者も会議のコンテンツを見てやり取りし、
会議室のディスプレイに自分のコンテンツを表示して共有することができます。 これが、
このソリューションの最大のメリットの 1 つです。

ハブ プレゼンター

エンタープライズ PIN サーバー

PIN と IP アドレスが格納された
クラスター型データベース

ネットワーク・ロード・バランサー

SQL リスナー

ロードバランサーは、 クライアントとハブからの接続を
すべて受信し、負荷と場所に基づいてクライアントをい
ずれかのエンタープライズ PIN サーバーにリダイレクト
します。

図 4. インテルでは高可用性と冗長構成を実現す
るため、 Intel Unite® ソリューションのアーキテ
クチャーとして、エンタープライズ PIN サーバーと
データベース・サーバーからなるクラスターを採用
しています。 Intel Unite® ソリューションの導入規
模が比較的小さい場合、この種のフェイルオーバー
機能は必須ではありませんが、 グローバルなエン
タープライズ環境の場合、 導入を成功させるため
にもこのような手法が不可欠です。

5  エンタープライズ PIN サーバーは、 鍵の生成と照会を行うために（PIN と IP アドレスが格納された）SQL データベースに接
続します。

6  コンポーネントとシステムの最小要件の一覧については、 http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/
software/software-applications/000017827.html を参照してください。

7  主要デバイスは、従業員が日常業務に使用している Ultrabook ™ デバイス、ノートブック PC、タブレット、2 in 1 デバイス、
Mac* です。

6  of  16

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel ホワイトペーパー : ベスト・プラクティス : Intel Unite® ソリューションの導入

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/software/software-applications/000017827.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/software/software-applications/000017827.html
http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.intel.co.jp/


インテルのヘルプデスクの準備

Intel Unite® ソリューションの物理的な環境を準備しながら、IT サポートスタッ
フの準備も行います。 サポートスタッフは、Intel Unite® ソリューションの概要
と機能、Intel Unite® ソリューションのインターフェイスの利用方法、問題発生
時のトラブルシューティング方法などを習得する必要があります。

インテル社内では、主に次のような資料を使ってトレーニングを実施しています。

•  自分のペースで進められる、スライド・プレゼンテーションのコース（トレーニン
グ評価とコース評価付き）

•  社内のイントラネット上で公開したナレッジベース記事

•  さまざまなシナリオのトラブルシューティング手順を記載した、レベル 1、レベ
ル 2、レベル 3 の詳細なサポート・ワークフロー ・マニュアル

また、イントラネット上のディスカッション・グループ、エンドユーザー向けのヘ
ルプポータル、スーパーユーザー向けのフォーラム、インターネット上に公開さ
れている情報などを活用することも IT スタッフに奨励しています。

ステップ2：ハブの構築とテスト

会議室にハブを設置する前に、ハブの準備を行う必要があります。 この準備には、
いくつかのステップが必要です。

デフォルトのウェルカム画面の定義

インテル IT 部門では、中央の PIN サーバー管理ポータルを使用して、ウェルカ
ム画面の外観を決めるデフォルト・プロファイルを定義しました。 このプロファ
イルは、 有効化されると自動的に各ハブへプッシュ送信されます。 これにより、
同じプロファイルに含まれるすべてのハブで同じウェルカム画面が表示されま
す（図 5 の例を参照）。 ウェルカム画面はカスタマイズ可能であり、 IT 部門は必
要なテキストを表示することができます。 インテル社内の場合、ユーザーが迷わ
ずすぐに会議を始めるのに十分な情報を示すウェルカム画面を設計しました。

構築手順の実行

次の各ステップに、構築手順の概要を示します。 インテル IT 部門では、このよう
な手順についての詳細なステップ（画面キャプチャーを含む）をスタッフ向けの
設置マニュアルに記載しています。

1.  基本 OS、インテル IT 部門の必須クライアント・ソフトウェア、Intel Unite® 
アプリケーションをインストールします。

2.  ハブをセキュリティー保護し、不正防止対策を行います。

  -  最小限のセキュリティー基準を満たしていることを確認します。

  -  Windows* OS に最新の更新とパッチが適用されていることを確認します。

  -  ウイルス対策 / マルウェア対策 / アクセス時スキャン / 侵入防止ソフトウェ
アをインストールおよび更新します。

図 5. Intel Unite® ソフトウェアのウェルカム画面。 この画面
はカスタマイズ可能で、アプリケーションのダウンロード・サ
イトやコンテンツの共有に必要な PIN を示します。 会議の参
加者は、数回のクリックだけで 2 分以内にコラボレーションを
始めることができます。
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  -  セキュア・ブートオプションを有効化し、従来のブートオプション（USB、ネットワー
クなど）をすべて無効化して、Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）ブー
トをセキュリティー保護します。

  -  エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能を有効にします。

  -  インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジーを有効にします。

  -  マスターパスワードを有効にし、パスワードを設定します。

  -  管理者権限を持たないドメイン最小権限アカウントを使用してログインを自動化
します。

  -  USB の キ ー ボ ー ド、 マ ウ ス、 ス ト レ ー ジ ・ イ ン タ ー フ ェ イ ス を 無 効 に し ま す
（Ctrl+Alt+Del、Alt+Tab などのキーボードシーケンスを遮断します）。

  -  潜在的なセキュリティー ・リスクの原因を減らすため、不要なソフトウェアをアンイン
ストールします。

  -  潜在的なセキュリティー ・リスクの原因を減らすため、不要な Windows* コンポー
ネント（Fax、印刷、位置情報など）を無効にします。

3.  セキュリティー ・コンプライアンスとパッチを、負担をかけることなく自動的に適用し
ます。

  -  システムアラートとポップアップ・メッセージが表示されないようにします。

  -  夜間のパッチ適用メンテナンスに登録します。

  -  業務時間中にパッチが適用されないようにします。

  -  非対話型のパッチ適用を選択します。

  -  必要に応じて、自動リブートを選択します。

  -  スクリーンセーバーとディスプレイの電源オフを無効にします。

4.  インテル® AMT を構成して、ハブのリモート管理を準備します。

  -  休止タイマーとスタンバイタイマーを無効にします。

  -  許可されたサポートグループのみにアクセス権を限定します。

5.  （Intel Unite® ソリューションに含まれていない）監視機能とアラート機能を実装し
ます。

  -  システム稼動時間のインジケーターを有効にします。

  -  健全性追跡のためのシステム・ハートビートを有効にします。

  -  サポートグループへの自動アラートを有効にします。

6.  LAN に接続し、パフォーマンスとユーザー体験を最大限に高めます。

インテル社内の場合、プロセスを効率化するために、上記のステップの多くを自動スクリ
プトで実行しました。 これにより、構築手順が簡素化されます。 各ハブの構築時間（OS の
インストール後）を約 20 分に短縮し、多数のハブを並行して構築することができました。

ハブのテスト

ハブの構築が完了したら、テストを行い、ハブが自動的に汎用アカウントを使用してログ
インし、Intel Unite® アプリケーションを起動することを確認します。

企業の各会議室に 
PC を置く効果

Intel Unite® ソリューションは、 これま
で実現が不可能だった多様な機能の基
礎となります。 各会議室に PC を 1 台置く
ことで、 インテル IT 部門はソフトウェア
を介して、 会議室の機能とユーザー体験
を継続的に向上させることができます。
ソフトウェアと周辺ハードウェアを組み
合わせることで、 PC にできることなら何
でも行うことができます。 例えば、ビデオ
会議、ユニファイド・コミュニケーション・
ソリューションとの統合、追加のタッチス
クリーンを使用したデジタル ・ ホワイト
ボード、 室内の照明制御、 会議室の使用
検出などが可能になります。

達成までに数年かかるかもしれませんが、
インテルの最終目標は、すべての会議室
をスマート会議室にすることです。 具体
的には、 従業員が会議を始めなくても、
会議室自体が従業員を認識し、従業員の
会議のコンテキストを理解し、 従業員が
入ってくると同時に（ユーザー権限に従っ
て）自動的に会議が始まることを目指し
ています。
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サポートの準備

以下のタスクは、ハブのサポートの効率化に役立ちます。

•  無人モードのデバイス組織単位を作り、そこにすべてのハブを追加します。 これにより、業務時間中やデバイス
の使用中に、パッチや更新が各ハブにプッシュ送信されなくなります。 また、この組織単位は、無許可のキーボー
ド / マウス接続、外部 USB ドライブの使用、IT 管理者以外のアクセスも防ぎます。 従業員は、通常のコンピュー
ティング・デバイスとしてではなく、Intel Unite® ソリューションを構成するアプライアンスとして、ハブを利用
します。

•  すべてのハブに使用する命名規則を決めます。 会議室に関する問題が報告されたら、ヘルプデスクは該当する
デバイスを容易に特定し、デバイスにリモート接続することができます。

•  ハブ上で Intel Unite® アプリケーションが完全に機能することが確認され、そのハブが会議室に設置されたら、
IT 技術者が該当するサポートチームに電子メールを送信します。 この電子メールには、ハブのコンピューター
名と、セキュリティー ・パッチを処理する IT ツールにこのハブを追加するように依頼するメッセージが含まれ
ています。

ステップ3：Intel Unite® ソリューションの導入

ここでは、以下の確立を含め、Intel Unite® ソリューションの導入場所と導入方法に関するベスト・プラクティス
を紹介します。

•   反復可能な導入プロセス

•   系統化された変更管理方法

•   成功の度合いを測定する一連のメトリクス

反復可能な導入プロセスの確立

インテルでは、会議室の監査とネットワークの特性評価、ハブの構築プロセス、 「退室前」のチェックリストを含む
設置手順（図 6）など、プロセス全体を文書化しています。 このような情報を持つことは、1 つの拠点に導入するか
世界規模で導入するかにかかわらず、導入環境全体で設置状態の一貫性を保つのに役立ちます。

設置手順
□  信号受信機の電源がディスプレイの裏にある場合は、（電源コンセントを空けるために）テーブルの下にある信号発信機に移動して

接続します。

□  留め具やネジを使用して、ディスプレイの背面または壁にミニPCの設置プレートを取り付けます。

□  ミニ PC の背面に設置用ネジを取り付け、ミニ PC をプレートに固定します。

□  DisplayPort* 用のビデオケーブルを使用して、ミニPCをディスプレイ上のDisplayPort*の入力側に接続します。

□  留め具を使用して、ドアに最も近いディスプレイの上隅に（レンズがドアに向くように）受動型赤外線モーションセンサーを取り付け
ます。

□  受動型赤外線モーションセンサーのUSBケーブルをミニPCに接続します。

□  CAT	5ケーブルを使用して、ミニPCをネットワーク通信ポート、イーサネット・ポート、または LAN ポートに接続します。

□  留め具を使用して、ディスプレイの背面または壁にミニPCの電源を取り付けます。

□  ミニPCの電源プラグをAC電源のコンセントに差し込み、ミニ PC を接続します。

□  次のように選択して、ディスプレイの省電力を有効にします。 [Menu] > [Protect] > [Power Save] > [RGB On and Video On]

□  次のように選択して、 入力ユーザー検出を有効にします。 [Menu] > [Advanced] > [Input Detect] > [Custom Detect]。 次に、
1.[HDMI] および 2.[DisplayPort] を選択します。

□  上ボタンと下ボタンの両方を 5 秒間押して、ディスプレイ制御パネルをロックします。

図 6. インテルでは、会議室のタイプごとに、ここに示した例のような分かりやすい設置手順一式を提供しています。 これらの手順は、
会議室に設置されたディスプレイ・デバイスに応じて異なりますが、1 つの拠点に導入する場合でも世界規模で導入する場合でも、総じ
て導入環境全体で設置状態の一貫性を保つのに役立ちます。

9  of  16

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel ホワイトペーパー : ベスト・プラクティス : Intel Unite® ソリューションの導入

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


ハブの安全な設置

ハブとその関連ケーブルおよびネットワーク接続は、 できるだけ会議室のディ
スプレイ画面の裏側に取り付けます（図 7 を参照）。 これは、 会議室をできるだ
け整然とした状態に保ち、ハードウェアを保護するのに役立ちます。 インテル社
内では通常、面ファスナーやケーブルタイを使用して、すべてをまとめています。
ハブを画面の裏に設置できない場合は、テーブルの下に設置することもあります。

予防型の変更管理

インテルでは、新しいテクノロジーの導入時には、必ずその変更とそれによる影
響について従業員教育を行っています。

インテルでは導入にあたってこのような側面に対処するために、予防的な変更
管理戦略を採用して、従業員が古い使用モデルから新しい使用モデルに移行で
きるように支援しています。 この戦略では、リーダーの招集、スーパーユーザー
のトレーニング、従業員の意識喚起と教育を行うことで、ローカルおよびグロー
バルでの効率的な採用を推進します。 施設管理およびリーダーのスタッフ会
合、 「ランチ・ミーティング」セッション、社内のカフェでのロードショー、施設全
体のコミュニケーション、 会議室掲示、 イントラネット上で開設している Intel 
Unite® ソリューションの「プラクティス・コミュニティー」などを利用しています。
図 8 に、インテルで使用している会議室掲示の例を示します。

導入成功のカギの確立

インテルでは、 どのような構想に着手する際にも、 成功の度合いを測定するた
めのメトリクスを定義しています。 インテルが定義した以下のリストは、 Intel 
Unite® ソリューションの導入成功のカギとなります。

•  セキュリティーとプライバシー

 -  無人ハブの構成が組織のセキュリティー要件を満たしていることを実証で
きるか

 -  プライバシーポリシーに従っていることを実証できるか

•  リモート管理

 -  サポートスタッフが会議室に行かなくても、インテル® AMT を使用して無人
ハブを制御できるか

 -  物理的な対処を必要とせずに、インテル ® AMT を使用してソフトウェア・アッ
プグレードや構成変更をリモートから導入できるか

 -  十分なトレーニングを受けたサポートアナリストがリモートから問題を解
決できるか

•  監視とアラート

 -  ハブを監視して、 ネットワークの可用性、 適切なブート状態、 アプリケー
ションのアクティビティー、ソリッドステート・ドライブに関する障害状態を
確認できるか 8

 -  事前定義された障害に基づいて、アラートやサポートチケットを生成できるか

図 7. ハブとその関連ケーブルおよびネットワーク・インター
フェイスは、 できるだけディスプレイの裏側に取り付けます。
これによりハブを保護し、 会議室を整然とした状態に保つこ
とができます。

図 8. インテルでは、 この例に示すような会議室掲示を使用し
て、新しい Intel Unite® ソリューションを利用できることを従
業員に知らせ、 その利用を促しています。 この情報と、 詳細情
報へのリンクを提供することで、従業員に変化への適応を促し、
採用を促進します。

ハブ

結束バンド

ネットワーク・
インターフェイスへ

Intel Unite® ソリューションでは、 ワイヤレスで簡単に会議を行うことができます。

この会議室は Intel Unite® 対応です

初めて利用する方は、 Intel Unite® アプリ
ケーションを goto.download.url から
インストールしてください。

1. アプリケーションを起動し、 次の PIN を入
力します。 178-681

2. [Share] をクリックします。
3. 退室する前に、 [Disconnect] をクリックし

ます。

追加のヒント ：

•  同じ手順によって、 リモート参加者も自分
の画面を会議室のディスプレイで共有で
きます。

•  オンライン会議用のソフトウェアも使用
している場合は、 そのソフトウェアをオー
ディオ用に使用し、 Intel Unite® ソリュー
ションでデータ共有を行ってください。

ヘルプとフィードバック ： goto.feedback.url

8  インテルで使用しているハブは、インテル® Solid-State Drive を搭載しています。 これにより、SMART （自
己監視 / 分析 / レポート・テクノロジー）データを監視エージェントに送ることができます。
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Intel Unite® ソリューションの 
ユーザー体験は極めて好評です。 

いまでは1つの会議室に40人以上が 
参加することも多いのですが、 
何の問題も起きていません。 

大変助かっています

インテル コーポレーション 
ロジック・テクノロジー開発グループ副社長 

Bruce Tufts

ステップ4：Intel Unite® ソリューションのサポートと 
メンテナンス

テクノロジーへの投資とその機能を維持するために、インテルではサポート計画の作成に
かなりの時間をかけています。

持続可能なサポートモデルの実装

Intel Unite® ソリューションは、単にハードウェア、ソフトウェア、ディスプレイ、会議室を
まとめるだけの存在ではなく、従業員の生産性を向上するための IT サービスです。 したがっ
て、インテル IT 部門では、ソリューションのさまざまな課題に対処するサービス指向のサ
ポートモデルを確立しています。

•  ハブのストレージ、構築、ホットスワップに関するリソース要件

•  調達、更新、スペアに関する戦略

 -  インテルの場合、現在の PC クライアントの更新サイクル（2 ～ 4 年）と同様の更新サ
イクルを採用する予定です。

 -  インテルの場合、初期導入の一環として、最初のスペアセットを調達しています。

•  オーディオ / ビジュアル・サービス・チームと、従業員のクライアント・デバイスのサポー
トとメンテナンスを担当するサポートスタッフの役割と責任

図 9 に、Intel Unite® ソリューションに特に重点を置いた、インテル社内のサービスモデ
ルの構成要素を示します。

標準サポートプロセスの使用

Intel Unite® ソリューションには、一般的なエンタープライズ・アプリケーションに求め
られるのと同様のサポートプロセスが必要になります。

•  従業員は、電子メール、電話、またはチャットで IT ヘルプデスクに連絡します。

•  サポートスタッフは質問に答え、問題のトラブルシューティングとエスカレーションを
支援します。

•  ハードウェアの問題の場合、 サポートスタッフはリモートからハブのトラブルシュー
ティングを行います。 必要に応じて、ハブを交換します（「ホットスワップ戦略の開発」を
参照）。

さらにインテル社内では、Intel Unite® ソリューションのソーシャル・コラボレーション・
コミュニティーも管理しています。 ここではサポートスタッフやエンドユーザーなどだれ
でも質問を出し、 質問に答えることができます。 ヘルプデスクもこのコミュニティーを利
用して、よくある質問やヒントなどの技術情報を投稿しています。 ユーザーはこのコミュ
ニティーを通じて新機能のリクエストを送ることもできます。 これらのリクエストは製品
開発グループに渡され、Intel Unite® ソリューションの次のリリースに組み込むかどうか
が検討されます。

図 9. グローバル展開をサポートし、ユーザー体験を高い状態に保つには、適切な人材とプロセスが不可欠です。 インテル社内のサポートモデルには、Intel Unite® 
ソリューションに欠かせない重要な領域が含まれています。 注：情報テクノロジー ・インフラストラクチャー ・ライブラリー全体には、さらに多数の役割が含まれてい
ます。

財務 / サービス戦略管理

サービスの戦略 サービスの設計
アプリケーション開発、

変更 /構成 / プロジェクト / リリース管理

サービスの移行
地域別のレベル 1～ 3のサポート /

運用チーム

サービスの運用 継続的な
サービスの
改善

コンプライアンス、エンタープライズ・
アーキテクチャー、情報セキュリティー、

技術分析、サプライヤー管理

11  of  16

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel ホワイトペーパー : ベスト・プラクティス : Intel Unite® ソリューションの導入

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


ホットスワップ戦略の開発

ハードウェアの障害は、頻度は低いものの、完全に回避することはできません。
従業員のダウンタイムを最小限にするため、インテル IT 部門ではハブ交換のホッ
トスワップ戦略を開発しました。

•  構築プロセスとカスタマイズ・プロセスには、段階を追った詳細なスクリプト
を使用します。

•  施設を担当する IT サービスセンターに、スペアのミニ PC を保管します。

 -  Intel Unite® ソリューション対応の会議室の数が 50 以下の施設の場合は、
ミニ PC を 2 台保管します。

 -  より大規模な導入基盤の場合は、5% に相当するスペアを保管します。

•  ミニ PC は、入荷時またはサポートがリクエストされた際に、IT クライアント・
ビルド（Windows* OS と最小限のセキュリティー要件）を使用して構築します。

•  サポートチケットに基づき、特定の会議室に合わせてハブにパッチを適用し、
ハブをカスタマイズします。

リモートからのハブの監視とサポート

インテル社内で Intel Unite® ソリューションのパイロット導入を始めたときの
課題の 1 つが、 予防的および効率的に問題を監視し、 報告できるようにするこ
とでした。 インテル® AMT を使用すると、これらのシステムをリモートからサポー
トすることができます。 予防的な対応を強化するため、ハブ用の常駐カスタム・
ソフトウェア・エージェントを開発しました。 これは、稼動率を最大限に高め、潜
在的な障害をサポートスタッフに事前に知らせるのに役立ちます（このソリュー
ションは社内開発の IT ソリューションであり、 Intel Unite® アプリケーション
には含まれていません）。 このソフトウェア・エージェントは、ハブを監視する中
央のサーバーに定期的に「ハートビート」を送信します。 いずれかのハブがハー
トビートを報告できなくなった場合は、監視サーバー上のインターフェイスが自
動的にアラートとサポートチケットを生成します。 レベル 2 のサポートスタッフ
は、ほとんどの問題をリモートから解決することができます。 物理的な対処（電
源ケーブルの再接続など）が必要な場合は、チケットが施設を担当する現場の
サポートチームに送られ、サポートチームが会議室に出向いて問題を解決します。
サポートスタッフがどこに行くべきかが正確に分かるよう、これらのアラートや
チケットにハブの場所などの詳細情報が記載されています。 このソフトウェア・
エージェントが問題を事前に解決し、会議の中断を最小限に抑えるという効果
を確認しています。

インテル® vPro™ テクノロジーによる 
サポートコストの削減

インテル IT 部門では、テクノロジーの最前線にとど
まり続けるために、 将来のユースケースを予測し、
これらのユースケースが実現したときに素早くサ
ポートするエンタープライズ・システムを構築して
います。 数年前、 インテル® vPro™ テクノロジーが
もたらすメリットを予測していました。 なぜなら、こ
のテクノロジーには、 セキュリティー機能、 管理機
能、 生産性向上機能が包括的に備わっているため
です。1 インテル® vPro™ テクノロジーの一部である
インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー
（インテル® AMT）は、 有線ネットワークまたはワイ
ヤレス・ネットワークを介してデバイスのリモート管
理を可能にします。 このテクノロジーは、電源または
OS の状態にかかわらず安全なチャネルを介したク
ライアントへのアクセスを可能にし、オペレーティン
グ・システムとアプリケーションに対するリモート
からのパッチ適用、修復、アップグレードをサポート
し、クライアント側のソフトウェア / ハードウェア一
覧をリモートから取得できるようにします。

インテル IT 部門ではすでにインテル® AMT リモー
ト・サポート・テクノロジーを導入していたため、 こ
れを Intel Unite® ソリューションに応用することは
簡単でした。 このようなソリューションでは、多数の
会議室にミニ PC が設置されますが、 これらのミニ
PC に対して特定の担当者はいません（この仕組み
は、 「ヘッドレス」システム、 または「無人デバイス」
を含むシステムと呼ばれます）。 このようなソリュー
ションの場合、導入、サポート、メンテナンスのコス
トを管理するためのリモート管理機能が重要になり
ます。 例えば、インテル® AMT により、ヘルプデスク
のスタッフはリモートで KVM（キーボード、ビデオ、
マウス）、電源管理、リブート機能を使用して、問題
のトラブルシューティングと解決を行うことが可能
です。 一般的に、インテル® AMT を利用すると、Intel 
Unite® ソリューションの大規模な導入環境を効率
良く低コストで管理できるようになります。

インテル® AMT では無人デバイスの管理が既存の
管理ソリューションに統合されるため、新たなトレー
ニングや管理ソフトウェアは不要です。 インテル® 
AMT は、サポートコストを低く抑えながら、FCAPS
（障害、構成、アカウンティング、パフォーマンス、セ
キュリティー）2 の管理をサポートします。

1  インテルにおけるインテル® vPro™ テクノロジーのユースケー
スの詳細については、 ホワイトペーパー 「インテル® vPro™ 
テクノロジー： 4 つの使用方法で証明された価値」 および
「インテル® vPro™ テクノロジーによる長期的なビジネス価値
の実現」を参照してください。

2  FCAPS は、 国際標準化機構（ISO）が作成したネットワーク管
理フレームワークです。
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ユーザーの利用率/採用率の測定

インテル IT 部門では、従業員が Intel Unite® ソリューションをどのように利用
しているかを把握するため、Intel Unite® プラグイン・ソフトウェア開発キット
（プラグイン SDK）を使用して、テレメトリー ・プラグインを開発しました。9 この
プラグインは、接続数や接続時間の長さに関する情報を提供します。 この情報
から、 使用状況のデータを推測することができます（「採用率と利用率の結果」
を参照）。 Intel Unite® プラグイン SDK を使用したプラグイン開発は、 比較的
シンプルであり、必要に応じてさらにカスタマイズすることも難しくありません。

結 果
インテルでは、イニシアチブや導入の結果を 2 つの観点で測定しています。 1 つ
は純粋に技術的な測定（ソリューションがどう機能しているか）、 もう 1 つはよ
り定性的な測定（従業員がソリューションをどのくらい評価しているか）です。
インテル社内の Intel Unite® ソリューションは、どちらの点でも良い結果が得
られています。

パフォーマンス・テスト

パフォーマンス・テストでは、アプリケーションのパフォーマンスと容量が期待
値を満たしているかどうかを判断します。 さらに、システムのパフォーマンス、容
量、拡張性も確認します。 表 1 に、インテル IT 部門におけるテスト戦略の主な要
素を示します。

パフォーマンス・テストの結果、Intel Unite® ソリューションはサーバーに過度
な負荷をかけずに、PIN 要求に迅速に応答していることが分かりました。

•  すべてのトランザクションが成功

•  サーバーの CPU の平均使用率が低い：SQL サーバーに 8%、ウェブサーバー
に 4%

•  トランザクションの平均応答時間はトランザクション当たり 0.09 秒未満

•  負荷テスト中でも、90% の PIN 要求の所要時間は 0.16 秒未満

ユーザーの反応

社内のユーザーからは、 一貫して好意的なフィードバック・スコアが返されて
います。 こうした高評価に基づき、 インテルでは現在の 550 室を超えてさらに
Intel Unite® ソリューションの導入を推進する計画を立てており、18 カ月以内
にすべての会議室（3,500 室以上）に Intel Unite® ソリューションを導入する
予定です。

表 1. Intel Unite® ソリューションのテスト戦略

□  実稼動環境のエンタープライズ PIN サーバーに対してパ
フォーマンス・テストを実行する。

 •  ベースラインを確立するために、400 ユーザーが 5 分お
きに PIN リフレッシュを要求するテストを実行。

 •  アプリケーションの負荷テストとして、 800 ユーザーが
2.5 分おきに PIN リフレッシュを要求するテストを実行。

□  システムリソースを監視して、 失敗したトランザクション
がないか確認する。

□  実行時間を測定する。

□  システムリソースの使用率を監視および測定する。

□  SQL サーバーとウェブサーバーを監視する。

9  テレメトリーとは、 測定を行う自動通信プロセスと、 遠隔地で収集され、 監視のために受信機器に送信され
るその他のデータを指します。
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メトリクス

インテル IT 部門では、ユーザー満足度を評価するため、Intel Unite® ソリューションを使
用した従業員にいくつかの調査を実施しました。 従業員は総じて、Intel Unite® ソリュー
ションによってコラボレーション体験が向上することに満足しています。 広い利用範囲と
好意的なフィードバックは、従業員がこのソリューションを高く評価していることを示し
ています。 インテルでは、ユーザーサポートと運用の準備態勢も評価しました。

これらの調査に加え、前述の監視プラグインを使用して、以下の項目を追跡しました。

•  採用率と利用率（1 週間の会議室当たりのセッション数と会議室当たりの画面共有時
間数）

•  安定性と可用性（稼動時間）

•  サービス品質（Intel Unite® ソリューションの使用により、VoIP 音声の途切れなど、ほ
かのサービスが中断することがない）

採用率と利用率の結果

インテル IT 部門が初期の概念実証時に定めた目標は、 1 週間に 1 会議室当たり 5 セッ
ションでしたが、実際の利用率はそれをはるかに上回りました。 例えば、1 日の平均接続
数が 4 に近い施設もありました。 また、ハードウェア障害率は四半期当たり 2% を見込ん
でいましたが、実際の障害率はわずか 0.3% でした。

インテルでは 2015 年に、 Intel Unite® ソリューションを 500 カ所以上の会議室に導
入しました。 社内開発したテレメトリー ・プラグインでは、 接続数とプレゼンテーション
数という 2 つ主要データポイントを収集しています。 このデータにより、 すべての導入済
み会議室における Intel Unite® ソリューションの採用率と利用率を把握することがで
きます。 従業員は 3 カ月間で、 117,000 のプレゼンテーションに対して Intel Unite® ソ
リューションを約 96,000 回（接続）使用しました（複数の人が同じセッションに接続する
場合は、1 つの接続としてカウントします。 一方、同じセッションであっても、プレゼンテー
ションはそれぞれ個別にカウントします）。 同じ期間中のコンテンツ共有の合計時間は、
36,000 時間近くに達しました。

メトリクス・ダッシュボードでは、どの会議室の利用率が高いかも確認できます。 インテル
には、 無休体制で稼動している社屋もあります。 利用率の高い Intel Unite® ソリュー
ション対応会議室の上位 10 室は総じて 10,000 回を超える接続数を記録しており、この
テクノロジーの採用率が高いことを示しています。

調査結果

インテル IT 部門では、パイロット導入のたびに調査を実施しました。 これらの調査では、
以下のように非常に好意的な回答が得られました。

•  ソリューションを利用したことのある回答者：97%

•  満足度を 7 点満点中、5 点以上と評価した回答者：74%

•  Intel Unite® ソリューションを人に勧めたいと思う回答者：87%

私のチームは名指しで 
Intel Unite® ソリューションの 

導入を要求しましたが、 
非常に満足しています。 

ワイヤレス接続の簡単さが 
とても気に入っています

インテル コーポレーション 
技術・製造事業本部上級副社長兼 

ジェネラル・マネージャー 
Sohail Ahmed

好意的な調査結果
•  「使いやすく、応答性が高い」

•  「ドングル不要なところが良い」

•  「簡単。 ケーブルやボタンと格闘せずに済む」

•  「共有者の切り替えが素早く簡単。 
共有しやすい」

•  「使える！」

•  「もうドングルは要らない！」

•  「とてもシンプル」
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次のステップ
インテル IT 部門では、Intel Unite® ソリューションの導入を続けるなかで、利用法、導入、
ユーザー事例について、月ごとのメトリクスを記録していく予定です。 また、社内のほかの
部門や各地の関係者とともに施設の選択と基準を承認し、それに従って 2016 年の展開
ロードマップを調整する予定です。

Intel Unite® ソリューションは、 シンプルかつすぐに利用できるコラボレーション機能
を統合したソリューションであり、 将来の追加機能やイノベーションの基盤となります。
インテル IT 部門ではこのソリューションを拡張して、 オーディオ / ビデオ、 VoIP とオンラ
イン会議の統合、 電子ホワイトボード、 会議室の温度や照明などを制御するための追加
センサーを組み込むことも考えています。 この構想を実現するため、 インテル IT 部門の
プランニング・グループ、 アーキテクチャー ・グループ、 このソリューションを提供する
インテル・ビジネス・クライアント・プラットフォーム・チームと緊密に協力しています。

まとめ
今日のビジネスの世界では、 よりスマートな会議スペース、 つまり場所に関係なくすべ
ての従業員がシームレスかつワイヤレスにつながることのできる会議室が必要です。
インテルでは、Intel Unite® ソリューションを社内で活用することで、従業員のコラボレー
ションと生産性を向上させる、安全に接続された最新の会議スペースを実現しています。

インテル IT 部門は、現時点で数百カ所以上の会議室に Intel Unite® ソリューションを導
入し、 それらを管理しています。 こうした会議室の管理はインテル® vPro™ テクノロジー
によって効率化されているため、電源のオン / オフを問わず、すべてのハブをリモートから
管理、更新、修復することが可能です。

ソリューションを利用した従業員から得た好意的なフィードバックに基づき、 「各会議室
に強力な PC を置く」というコンセプトを広め、 会議室とコラボレーション体験を全社的
に強化していく予定です。

インテル以外の企業においても、自社の環境に Intel Unite® ソリューションをより簡単
に導入できるよう、このソリューションの準備、導入、サポートに関するベスト・プラクティ
スを公開しています。

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。

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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  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。 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。

  本書に記載されている情報は一般的なものであり、具体的なガイダンスではありません。 推奨事項（潜在的なコスト削減など）はインテルの経験に基づいており、概算にすぎません。 インテルは、他社でも同
様の結果が得られることを一切保証いたしません。

  本資料に掲載されている情報は、インテルの製品およびサービスの概要説明を目的としたものです。 本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的
財産権のライセンスも許諾するものではありません。 製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、また
インテル製品およびサービスの販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む）に関してもいかな
る責任も負いません。

  Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel Unite、Intel vPro、Ultrabook は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

  * その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

  インテル株式会社
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