
Littlebit Technology は、インテル® vPro™ テクノロジーとインテル® アクティブ・マネジメント・ 
テクノロジー (インテル® AMT)により、要求の厳しい環境に設置されたデジタルサイネージを 
離れた場所からシームレスにサポートします。

ソリューション概要
マネージド・サービス・プロバイダー
インテル® vPro™ テクノロジー

Littlebit とインテル® vPro™ テクノロジー 
ダウンタイムの短縮とコストの削減、 
そしてさらなるメリット

インテル® vPro™ テクノロジーによるサービスの向上とコストの削減

SWISS インターナショナル・エアラインズは、チューリッヒ空港内の新しいエグゼクティブ・ラウン 
ジを開発していました。 IT 付加価値ディストリビューターであり、ソリューションとサービスのプ 
ロバイダーでもある Littlebit Technology は、ラウンジへのデジタルサイネージの導入を管理 
する方法を必要としていました。 Littlebit は、 インテル® vPro™ テクノロジー対応のインテル®  
Core™ i5 プロセッサーとインテル® AMTを使用することで、 この複雑な導入の技術的要件とセ 
キュリティー要件以上の成果を上げただけでなく、コストを削減しながら引き続き優れたサービ 
スを提供しています。

デジタルサイネージの課題

あらゆる種類の企業や組織が、マーケティング、顧客やスタッフへの情報の伝達、インパクトのあ
る顧客体験の創出などの主要業務やほかの多くの用途にビデオ・ディスプレイを活用するように
なっています。 しかし、ディスプレイにエラー画面が表示されたり、何らかの動作不良が発生した
場合、 メリットよりもマイナス面の方が大きくなります。 システムクラッシュからネットワークの
問題、人的エラーまで、デジタルサイネージで発生する可能性のある潜在的な問題が多数存在す
るため、ビジネス価値を常に実現するために、このようなシステムには継続的な管理とメンテナン
スが必要となります。

課題への対応 

Littlebit は、空港のエグゼクティブ・ラウンジなどにある 31 インチ大型ディスプレイを管理する
方法を開発するように依頼されました。 こうしたディスプレイは、旅行者に対して、ブランド製品
の関連コンテンツ、フライト情報、その他の重要なメッセージを伝えます。 そして、少し奥まった場
所、ニッチな場所に配置され、プレミアムな高級感を醸し出します。 各ディスプレイには、空港ネッ
トワークを通じて SWISS 本社に接続されたインテル ® NUC 対応メディアプレイヤーを介して、
動的なコンテンツがストリーミングされるので、セキュリティーは重要な要件になります。また、ディ
スプレイはラウンジのデザインに統一されており、サービス目的でのディスプレイやメディアプレ
イヤーへのアクセスや撤去は、ラウンジの穏やかな雰囲気を壊してしまう時間のかかる作業とな
ります。
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インテル® vPro™ テクノロジーを活用した 
Littlebit のソリューション

Littlebit  に と っ て の カ ギ は、 インテル® vPro™ テクノロジー対応の 
インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載したインテル® NUC メディア 
プレイヤーを採用することでした。 これによって、デバイスをリモートで 
管理することが可能になりました。 これらのテクノロジーは、ハードウェア・ 
レベルで実行され、 チューリッヒの本社から世界中のいたる場所に仮 
想的に配置されたコンピューターを完全に制御できます。 インテル®  
vPro™ テクノロジーによって、Littlebit は、ラウンジに足を踏み入れる 
ことなく、メディアプレイヤーの機能あらゆる面を管理できます。

ダウンタイムの最小化

エラーメッセージが表示されたディスプレイほど、高級ラウンジの豪華
な雰囲気を台無しにするものはありません。 特に、フライト情報のよう
な重要な情報を表示するディスプレイの場合はなおさらです。 ダウンタ
イムを最小限に抑えることは、SWISS 本社にとって重要な要件でした。
インテル® vPro™ テクノロジーは、 プレイヤーが正常に動作しなくなっ
た場合に、 直ちにリモート修正できるようにすることで、 この要件を満
たしています。 大抵の場合、再起動によってこうした問題は解決されます。
Littlebit は、OS が動作していない場合でも、リモートから再起動を実
行できます。 実際、修正を行うために、デバイスの電源を入れることさえ 
必要ありません。 インテル® vPro™ テクノロジーによって、 デバイスが 
電源につながれ、LAN ケーブル経由でネットワークに接続されている
限り、技術者はどんな状態でもデバイスに完全にアクセスすることが可
能です。 

サービスコストの削減

機能を復旧するために技術者をディスプレイのある場所へ派遣するこ
とのコストは、Littlebit だけでなく、SWISS にとってもコスト増大の要
因となっています。 現場が空港内にあるため、技術者はセキュリティー ・
チェックを受けなければならず、 それにはコストと時間がかかります。
Littlebit の本社の IT 技術者は、 リモート再起動を実行し、 KVM セッ
ションを行ってディスプレイのステータスやアクティビティーを監視す
るだけでなく、メディアプレイヤーにリモートからパッチを適用すること
もできます。 アップデートやパッチは、業務時間外に自動的に適用され
るようにスケジュールを設定することも可能です。

セキュリティー強化機能

Littlebit によるメディアプレイヤーのソフトウェア ・ アップデートの 
容易さは、 安全性の確保にも役立ちますが、 これはインテル® Core™  
vPro™ プロセッサー ・ファミリーによってもたらされるセキュリティー 
上のメリットの 1 つに過ぎません。 空港内で作業を行うため、Littlebit 
では、 ラウンジのデジタルサイネージ用の設計が空港のネットワーク
のセキュリティー侵害の要因とならないことを証明する必要がありまし 
た。 空港が実施したテストでは、 インテル® vPro™ テクノロジーとその 
ハードウェア・レベルのセキュリティー機能は、メディアプレイヤーが空
港の厳格なセキュリティー要件を満たすのに十分な強度を有している
という事実の証明に役立ちました。

交換ではなく、補強

インテル® vPro™ テクノロジーおよびその実装の成功を支えたインテル®  
AMT のメリットの 1 つが、 種類の異なるさまざまな管理ソフトウェア
との互換性です。 Littlebit のディスプレイ管理ソリューションには、コン
テンツ管理システム (CMS) や IT インフラストラクチャーを管理する 
ソフトウェアが含まれています。 インテル® vPro™ テクノロジーは、OS 
よりも下層のハードウェア・レベルで動作するため、アプリケーション・
ソフトウェアと連動させると、その動作を強化、増幅できます。 

本当の予測サービスの実現

このソリューションの最も注目すべき特長は、 SWISS にとっては、 問 
題の解決をいちいち指示する必要さえないという点です。 インテル®  
vPro™ テクノロジーとインテル® AMT は、 Littlebit に対して自動化 
されたエラーメッセージを送信するように設定できます。 そのため、
SWISS が問題の存在に気づく前に、 Littlebit の技術者はプレイヤー
の問題箇所をリモートで修正できます。 こうしたレベルの便利な予測
サービスは、 新たな価値をもたらし、 SWISS のスタッフはお得意様へ
の対応に集中できるようになります。
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詳細情報

インテル ® vPro ™ テクノロジーを有効化することで、経費を削減
しつつ、製品やサービスを向上させることができます。 インテル  ®  
vPro  ™ テクノロジーの詳細やメリットについては、下記を参照
してください。

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

インテル ® テクノロジーは、 確かな価値を生むデジタル・サイ
ネージ・ソリューションの構築において、多くのメリットをもた
らします。 インテルのデジタルサイネージ・テクノロジーの詳細
については、下記を参照してください。

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

優れたサービスとコストの削減

インテル ® Core ™ vPro ™ プロセッサー ・ファミリーを採用することで、 
Littlebit は、 メディア・プレイヤー ・デバイスが新たなユースケースや
新たなメディアやインタラクションに対応できるだけの十分な処理能
力を持ち、その価値を長期間維持できるようにするだけでなく、対応が
困難な要件に応え、卓越したサービスを提供し、サービスレベル・アグ
リーメント (SLA) のコストを削減することを可能にしています。 技術者
の現場への派遣とそれにかかる時間が不要となり、問題は数分で解決
されます。 さらに、 懸念事項が減るため、 クライアントには安心感がも
たらされます。

使用事例

インテル® vPro™ テクノロジーとインテル® AMT によって実現されたユースケースの一部を紹介します。

直接電源コントロール スケジュールされた電源オンと 
アップデート

リモート修復 KVM ビュー

単独または複数システムの
リモートからの電源オンは、
対象の修復やパッチ適用に
役立ちます。

特定の起動時間やアップデートを
配信する間隔を設定することで、
電力コストを削減できます。

システムが起動しないときに、
技術者を派遣することなく
障害システムを復旧できます。

重大なエラーが発生した場合に、
システムが目の前にあるかのように
画面を見ながら操作できます。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html
http://www.intel.co.jp/vpro/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/retail/retail-digital-signage.html
http://www.intel.co.jp/digitalsignage/


  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。

  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコン
ピューター ・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、ほかの製品と組み合わせた場合の
本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 結果はシミュレーションによるものであり、情報提供のみを目的としています。 詳細に
ついては、http://www.intel.com/performance/ ( 英語 ) を参照してください。

  Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel  Core または Intel vPro 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。
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