
この数年、インテル社内で使用されるクライアント・デバイスの種類は大幅に増えました。総
保有コストの点では、2～ 4年の更新サイクルが最適であるという認識は変わりませんが、
一方でクライアント・デバイス管理の方法は部分的に変化を遂げてきました。セキュリティー
機能の向上によって、インテル IT部門では個人所有のモバイルデバイスを幅広くサポート
できるようになりました。また、Windows* OSの進歩により、タッチ操作対応デバイスの
導入も加速化しています。社内のいくつかの利用用途では、インテル® アーキテクチャー搭
載タブレットや 2 in 1デバイスなどの新しいフォームファクターの価値も認められています。
インテルでは、多くのデバイスをサポートするWindows* 8を使用した標準化されたビル
ドによって、生産性の向上のための最適な機会がもたらされると考えています。

デバイスの種類が増えても、インテルでは、クライアント・デバイスのライフサイクル管理にお
ける次のような基本認識は変わっていません。

•  デバイスの総保有コストについての理解を深める

•  デバイスを戦略的資産として扱う

•  ハードウェアとソフトウェアの利用環境をシンプルで安全なものに保ちながらも、従業員
の選択の自由を確保する

•  新しいテクノロジーがインテルの従業員にもたらす生産性向上のメリットを重視する

デバイスのライフサイクル管理について意思決定を行う際、インテルではこれまでの経験 1

を指針とするとともに、その経験を多様な機器に広げる概念実証プロジェクトやパイロット・
プロジェクトも新たに実施しています。
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総保有コストを多角的に認識する
1990年代半ば、インテルにおけるクライアント・デバイスのライフサイクル管理方針は次の
2つの前提に基づいていました。

•  PC（当時使用されていた唯一のクライアント・デバイス）の減価償却期間は 4年。

•  最も経済的な購入戦略として、標準的な利用が可能な範囲で、より低コストな最小装備
PCを用意する。

しかし、より高性能なメインストリーム・システムの投資収益率を検証した結果、取得コスト
がクライアント・デバイスの総保有コスト（TCO）に占める割合はわずかであることが分かり
ました。2009年に最初に行われたインテルの調査では、主に次の 2つの事実が判明しま
した。

•  最適な更新サイクルは 3年である。所有期間が 3年を超えた PCは、サポートコストや
セキュリティー上の問題が大幅に増えました。

•  メインストリームPCを採用することでPCの耐用期間が向上する。低コストの PCは、最
新のOSやアプリケーションの更新をサポートできず、ほとんどの場合、予定していた耐用
期間をまっとうできませんでした。さらに、古いオペレーティング・システムや旧バージョン
のWebブラウザーを使用する場合、セキュリティー・リスクが高まり、生産性が低下した
ため、追加の機器の購入や、予定よりも早い買い替えが必要になりました。従来の方針で
は、全体的なコストはむしろ増え、資産の実際の耐用年数は短いものとなりました。

最近実施された Ultrabook™ デバイスやインテル ® アーキテクチャー搭載タブレットなど
の他のデバイスの調査でも、「低コストデバイスやコンシューマー・レベルのデバイスでは
TCOはむしろ高くなる」という結果が出ています。エンタープライズ・レベルのデバイスほ
ど、より長期間使用でき、インテルの従業員が効率良く仕事を行うために必要な機能も備
えています。ポリシーの変化に応じて、インテルでは、Ultrabook™ デバイス、タブレット、2 
in1デバイスを含めたすべてのデバイスを対象とした TCO評価方法を継続的に検証して
います。2
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2  IT@Intelホワイトペーパー「エンタープライズ環境におけるUltrabook™ デバイスの評価」およびこちらの音声番組（英
語）を参照してください。
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戦略的アプローチを用いて 
クライアント・デバイスを管理する
過去 5年間でインテルの ITデバイスを取り巻く環境は劇的に変わりました。2009年当
時、ほとんどのユーザーはWindows* XP搭載のノートブックPCを使用し、それと併用
する携帯用デバイスは所有していませんでした。ハードディスク・ドライブが標準であり、少
数のユーザーが会社支給のスマートフォンを使用しているだけでしたし、Ultrabook™ デ
バイス、タブレット、2 in1はまだ登場していませんでした。

その後、新しいセキュリティー機能が登場してきました。例えば、モバイルデバイス管理と改
良された二要素認証、Windows* 8搭載のクライアント・デバイス、タッチ操作対応の多
数の新しいデバイスなどです。クライアント・デバイスには SSD搭載も標準装備になり、多
くの従業員が、タブレットやスマートフォンなどの個人所有のデバイスを会社の環境で使用
するようになりました。

戦略的資産としての PCの管理要件は進化しています。こうした要件は新しいデバイスや
機能も対象とするように拡張されていますが、次のような目標の達成は変わっていません。

•  セキュリティーの強化

•  ユーザーと ITスタッフの生産性の向上

•  コストの削減

上記のようなデバイスの多様化の進化はありますが、インテルではこれまでの経験から、デ
バイスのライフサイクル管理の基本は大きくは変わらないと考えています。ハイスペックなク
ライアント・デバイスを採用し、定期的な更新サイクルを維持することで、セキュリティーは強
化され、デバイスのライフサイクル管理は容易になり、TCO削減が達成されます。パフォー
マンスの最適化とコスト削減を実現するには、プラットフォームとプロセスを標準化してシン
プルな状態を保ち、生産性、効率性、セキュリティーの向上のために新しいテクノロジーを
有効活用していくことが必要です。

ハードウェアとソフトウェアの 
利用環境をシンプルかつ安全に保つ
インテル IT部門では、ITのコンシューマー化は、私たちの働き方におけるモビリティーとい
う概念の進化と密接に結び付いていると考えています。ユーザーへのアンケートや観察研
究では、当初から、ワイヤレスやモバイルの技術は、従業員 1人当たりの週間労働時間を
5%以上削減するという結果を示していました。今日では、これらの機能は私たちが働く際
の要件の 1つとなっています。インテルでは、業界に登場する新しいテクノロジーを常に調
査し、そうしたテクノロジーを使って生産性の向上や TCOの削減を実現する可能性を探っ
ています。従業員の生産性と仕事に対する満足度を上げるため、インテルではさまざまな
種類のデバイスおよびフォームファクターを従業員が選択できるようにしています。しかし、
会社支給のデバイスについては、Windows* 8 OSに標準化し、クライアント・ビルドも標
準化されたものを採用しています。

90%
世界各地のインテル従業員
6,000人以上を対象とした
社内の調査では、回答者の
90%がタッチ操作対応デバイス
を好んでいます。

- IT@Intelホワイトペーパー「Accelerating Deployment of Touch 
Devices to Extend Platform Life」（英語）を参照してください。
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インテルでは、従業員がデバイスを選択する自由を確保しながらも、社内の環境をシンプル
に保つことで、次のような多くのメリットを実現しています。

•  使用するシステムの種類を減らして複雑さを回避することで、全体のコストを引き下げ、
ネットワーク・セキュリティーを高める。

•  ハードウェアを構成するコンポーネントの種類を最適な数にすることで、トレーニング、文
書化、特別なプロセス要件を少なくし、ITサポートコストを削減する。こうしたアプロー
チでは、システムや部品の在庫も減らせるため、修理コストを最小限に抑えることができ
ます。

•  IT部門がソフトウェアや更新の選定およびテストに必要とする時間が短縮されるため、ソ
リューションを迅速に低コストで提供できる。

•  セキュリティー・パッチを適用するまでにかかる時間が大幅に減るため、ネットワーク・セ
キュリティーが向上する。

クライアント・デバイスのライフサイクル管理
デバイスのライフサイクル管理に関するインテルの戦略には次のような活動が含まれてい
ます。

•  最適な更新サイクルを判断する（現在のところ、PCは 2～ 4年で更新。他のフォームファ
クターについても同様の期間での更新が適切と予想している）。

•  新しいテクノロジーの導入を適時行う。

•  在庫管理の精度を高める。

•  ビルドとイメージの管理、およびインテルのヘルプデスクのサポート手順を合理化する。

•  古くなったデバイスを実稼動環境から除外する。

長年にわたり、インテル IT部門は、デバイスのライフサイクルの各段階で ITベスト・プラク
ティスを発展させてきました。これらのプラクティスは、さまざまな利点をもたらしてきました。
例えば、インテルが所有する資産のセキュリティーを確保しながら、従業員の生産性と IT
部門の効率性を向上させることができました。また、会社のビジネス価値の増大と、新しい
テクノロジーの有効活用の両方を実現する能力も高まります。その一例として、インテルで
はクライアント健全性の予防的管理を支援するツールを開発しました。また、クライアントに
応じて最適な方法でサービスを提供する、クライアント認識型テクノロジーについても積極
的に検討しています。インテル ® アーキテクチャー搭載のタブレットや 2 in 1デバイスを持
つ従業員には、デバイスからデバイスへのデータ転送を容易にするアプリケーションや、スト
レージ容量の少ないデバイスの補助としてクラウドを使用するアプリケーションを特別に提
供しています。

2012年には、ノートブックPC、Ultrabook™ デバイス、2 in 1デバイス向けに提供プロ
セスを最適化しました。これにより、インテル従業員の生産性は向上し、より働きやすい環
境が実現され、業務効率も高まりました。合理化された PC提供プロセスの新しい手順に
は、従業員用にデータ、設定、主要アプリケーションを事前に準備する手順が含まれていま
す。このため現在では、多くの社員は、準備の整った自分専用の新しいシステムを 1時間
以内に手に入れることができるようになり、代替 PCを使って半日を過ごす必要はなくなり
ました。

Windows 8

Windows 8

Windows 8

従業員の
生産性向上のために
Windows* 8を標準としつつ、
複数のデバイスの選択をサポート

4  of  8

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel White Paper : IT環境が進化しても変わらないPC更新サイクルの重要性

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


クライアント・デバイス・セキュリティーの強化
クライアント・デバイスを安全に保つことには、コストの削減、生産性の向上、知的財産の保
護など、多くのメリットがあると考えています。インテルでは、社内のセキュリティーを強化す
るため、次のようなセキュリティー・ソリューションを導入しました。

•  細分化した信頼モデル：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
要施策に対応するため、インテルでは情報セキュリティーに対する新たなアプローチを策
定し、従来のエンタープライズ・セキュリティー・モデルよりも柔軟で、動的で、細分化され
たセキュリティー制御を実現しています。この新しいアプローチの基盤となるのは、信頼
度計算、セキュリティー・ゾーン、バランスのとれたセキュリティー制御、そして、ユーザー
およびデータを含めるまでに拡張した境界の概念です。この信頼モデルでは、要求者の
信頼度と、要求されたアクセスの機密性に基づいてアクセス許可の判断を行うことが可
能になります。信頼度が低ければ、アクセスは拒否されます。また、ダウンロード要求をリ
モート表示に変更するなど、機密性を下げる変更も動的に行うことが可能になります。

•  暗号化：インテルでは 2009年に、従業員に支給する会社所有のノートブックPCに
ソフトウェア・ベースの暗号化機能を導入しました。これは、データ、アプリケーション、
OS、および空きスペースを含むドライブ全体を暗号化するものでした。2012年には、
Trusted Computing Groupが発表した Opal標準の登場を受けて、暗号化に関
する長期的なロードマップが策定されました。このロードマップには、Opal準拠のドライ
ブと標準の暗号化管理ソフトウェアが含まれています。現在、インテルでは Opal準拠の
インテル® Solid-State Drive Pro 1500シリーズをメインストリーム・プラットフォーム
に導入しています。インテルが使用する暗号化管理ソリューション、McAfee* Full Disk 
Endpoint Encr yption for PCは、これらのドライブをシームレスにサポートします。3

インテルの正式な計画では、2015年末までに、すべての新しい PCにインテル® SSD 
Professional ファミリーのOpal準拠自己暗号化ドライブが搭載される予定です。

•  安全な接続：従業員が小型のデバイスを使って業務を行いやすくするため、インテル IT
部門では安全な接続ソリューションを開発しました。このソリューションではインテルのモ
バイル機器管理アプリケーション（MDM）を使用して、管理対象デバイス（最終的には管
理対象外デバイスも含める）で利用できるアプリケーションを増やすことができます。

•  ITサービス提供の強化：Windows* 8が動作するインテル® アーキテクチャー搭載タブ
レットや 2 in 1デバイスの導入により、企業ネットワーク全体にわたって安全な方法で、
これらのデバイスをサポートできるようになりました。従業員は、インテルの厳しいセキュ
リティー要件を満たしつつ、Windows* 8の機能を最大限に有効活用できます。

ITサポートサービスの変革
物理的なハードウェアの環境が進化し
ているのと同時に、インテルのサポート
モデルも時間の経過とともに変化して
います。これまでの 1対 1のサポート
モデルから、一元化してリモートからサ
ポートを行うモデルへと変わりつつあり
ます。このような変革により、多くのシ
ステムのサポートニーズに同時に対応
することが可能になり、運用コストが減
るとともに、ユーザーがシステムの修理
を待つ時間も短縮されています。実際、
インテルの従業員からは、インテルのヘ
ルプデスクに対して 96%の満足度が
報告されています。

最近では、次のような点でサポートが強
化されました。

•  セルフサポート・ツール：インテルの、 
セルフサービスで使える PC健全性 
チェック・ユーティリティーでは、インテル 
のヘルプデスクの助けを借りずに、
ユーザーが手軽に一連の診断テス
トを実行し、多くの問題を解決でき
ます。また、周辺機器の自動販売機
も開発しました。従業員は、委託さ
れた在庫品が入った自動販売機か
ら必要な周辺機器を簡単に入手でき
ます。1日中いつでも、1分もかから
ずに希望の機器を手にすることが可
能になりました。

•  SupportITポータル：サポート担当
者がより有効なサービスをより効率よ
く提供できるようにするため、インテル
IT部門のサポートスタッフと ITエンジ
ニアから成るチームにより、Webベー
スのポータルが構築されました。この
ポータルには、20個以上のツールと
データソースが統合されています。サ
ポート担当者は報告された問題を素
早く解決することはもちろん、さまざま
な既知の問題を事前に特定し、IT利
用者の生産性に悪影響が及ぶ前に、
潜在している問題を解決することがで
きます。

96% インテルの
ヘルプデスクの
満足度

3  IT@Intelホワイトペーパー「Improving Data Protection with McAfee Drive Encryption」（英語）およびこちら
の音声番組（英語）を参照してください。
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テクノロジーによって 
従業員の生産性を高める
インテル IT部門では、用途に適したデバイスを提供することで、従業員の生産性を高めよ
うと努めています。例えば、インテル® アーキテクチャー搭載のタブレットの導入を開始す
るにあたっては、携帯用端末としてタブレットを使用することでメリットを得られる具体的な
利用用途が特定されました。業界のロールモデルとして認識されているインテルの従業員
にとって、モバイルデバイスは価値があると判断しました。そして、このような従業員には、
デバイスの更新時に Ultrabook™ デバイスや 2 in 1デバイスを選択できるようにしてい
ます。

さらに現在は、インテルの一部の従業員を対象に、デバイスの更新時にインテル® アーキ
テクチャー搭載タブレットも選べるようにすることを検討しています。利用用途としては、製
造現場およびデータセンター施設の従業員や、ある程度の移動が必要な従業員のための
共有機器としての利用が想定されています。今のところ、メインデバイスとして厳密にタブ
レットが必要になるケースは特定されていませんが、デバイスの更新サイクルを通じて全従
業員がインテル® アーキテクチャー搭載タブレットを利用できるようにすることを計画してい
ます。

インテルでは、新たに登場するテクノロジーを継続的に調査し、新しいテクノロジーによって
大きなビジネス価値がもたらされる場合には、それらのテクノロジーを導入しています。例
えば、次のようなケースがあります。

•  タッチ操作対応デバイス：インテルでは、Windows* 8が強力なセキュリティー機能を備
え、タッチ機能対応デバイスをサポートすることから、Windows* 8を標準としています。
インテルがタッチ操作対応の Ultrabook™ デバイスの導入を早めた理由は、タッチ機能
を求める従業員の声が大きくなったこと、基幹業務アプリケーションのタッチ操作対応が
進んだこと、タッチ操作対応デバイスが従業員の生産性向上と TCOの削減に役立つこ
となどでした。現在、インテルでは 30,000台のタッチ操作対応デバイスが導入されてい
ますが、2014年中には、これが 40,000台になる予定です。図 1は、インテルにおける
タッチ操作対応デバイスの増加を示しています。

•  柔軟なサービス提供：安全に保護され管理された各種サービスを複数層の構成で実装
しました。これにより、インテルの従業員は、必要や好みに応じてデバイスを取り替えても、
柔軟性と最適な生産性を引き続き得られます。

•  従業員用ホットスポット・ネットワーク：ITのコンシューマー化と、より広いネットワーク・
アクセスを求めるビジネスニーズは、インテル IT部門にとって継続的な対応が求められ
る課題の 1つとなっています。2010年、インテル IT部門は個人デバイスのインターネッ
トへのアクセスを可能にするため、従業員用のモバイル・ホットスポット・サービスを実現
しました。インテル IT部門では需要の一歩先を見据え、低コストかつ容易に導入できる
オーバーレイ・ネットワークを使用してサービスを構築し直しました。この新しいオーバー
レイ・ネットワークは仮想ルーティング /フォワーディング技術を使用するため、既存のネッ
トワーク・インフラストラクチャーを使用でき、追加のハードウェアは必要ありません。

このような種類のソリューションに加えて、ノートブックPCの更新サイクルを2～ 4年に設
定することで、モバイルワーカーの生産性を向上することができました。さらには、運用管理
機能の組込み、ダウンタイムの削減、修理にかかる時間の短縮にもつながりました。

図 1. インテルで使用されるUltrabook™ デバイスと2 
in 1デバイスの数は 3年連続で増加しています。こうし
たデバイスは IT環境に欠かせないものとなりつつあるた
め、ノートブックPCの場合と同じように、一定サイクルで
の更新を予定しています。
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まとめ
インテルの ITを取り巻く環境は、クライアント・デバイスの TCOを最初に調査した 2009
年から劇的に変化しています。インテルでは、新しいフォームファクターを展開し、新しい利
用用途を特定し、新しいテクノロジーの導入を進めていますが、変わることのない側面もあ
ります。デバイスのライフサイクル管理の基本方針は、5年前と変わっていません。定期的
な更新サイクルを実施すること、そしてハイスペックなデバイスを採用することが、セキュリ
ティー、運用管理性、TCOのいずれの面でも有効に働きます。ハードウェアとソフトウェア
の利用環境をシンプルかつ安全に保ち、同時に従業員の選択の自由も確保することで、パ
フォーマンスとコストは最適化されます。新しいテクノロジーが会社にどのようなメリットを
もたらすのかを常に分析していくことも、従業員の生産性向上と仕事に対する満足度の向
上を助け、ITの効率化とセキュリティーの強化につながります。

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。

IT@Intel

IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネージャー、 
エグゼクティブが、インテル IT部門のスタッフ
や数多くの業界 ITリーダーを通じ、今日の困
難な IT課題に対して成果を発揮してきたツー
ル、手法、戦略、ベスト・プラクティスについて詳
しく知るための情報源です。詳細については、
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参
照してください。あるいはインテルまでお問い合
わせください。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
•   「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」

•   「インテル® アーキテクチャー搭載タブレットへ
のWindows* 8の導入：インテルのアプロー
チ」

•   「インテル® アーキテクチャー搭載タブレットに
おけるMicrosoft* Windows* 8のセキュ
リティー評価」

•   「Accelerating Deployment of 
Touch-enabled Business Ultrabook™ 
Devices」（英語）

•   「エンタープライズ環境におけるUltrabook™ 
デバイスの評価」

•   「Introducing IT on the GO:An 
Automated IT Vending Machine」（英語）

•   「PCs as Strategic Assets」（英語）
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  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、インテル製品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、Look Inside.、Look Inside.ロゴ、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の商標です。

  Microsoft、およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

  * 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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