
グローバルなコラボレーションをより簡単で、よりインタラクティブで、より刺激的なものにする 
インテルのソリューションが、職場を変革しつつあります。

テクノロジー概要
エンタープライズ・テクノロジー・ソリューション

職場の効率を劇的にアップする
インタラクティブ・ホワイトボード

短時間で洞察をもたらす優れたコラボレーション

インテルのエンタープライズ・クライアント向けの戦略および製品は、シンプルさ、スピード、グロー 
バルなコラボレーション、そして何よりもセキュリティーなど、今日の最も差し迫ったビジネス課 
題を解決します。イノベーションとオープン性をサポートする職場改革というビジョンの一環とし 
て、インテルは、インタラクティブ・ホワイトボード (IWB) テクノロジーを備えた次世代会議室の 
モデルを提供します。第 6 世代インテル® Core  ™ vPro  ™ プロセッサー・ファミリー搭載プラット 
フォームと、無料1 の Intel Unite® ソフトウェアを採用するこのモデルは、使いやすいリモート管 
理機能を提供し、会議室の生産性とコラボレーション機能を大幅に向上することが可能なコンテン 
ツ配信機能をサポートします。 

このソリューションは、タッチ対応 LCD と連携するインテル® Core  ™ vPro  ™ プロセッサー・ファ 
ミリー対応メディアプレイヤーを使用する、ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー  
(SDI) アプローチを採用しています。こうしたメディアプレイヤーとディスプレイの組み合わせは、 
暗号化された安全な環境で動作する、会議室内およびリモートでの多様なコラボレーション体験 
のためのハブとなります。インテル® ベースの IWB は、世界中に分散する担当者によるリアルタ 
イムのコラボレーションを、満足度の高い生産的なものにします。その結果、ビジネス関係者の間 
のコラボレーションの障害が減ることで、企業は、チームワークの向上や継続的なコンセプトの 
考案を刺激する新しい仕事のやり方を気にいることでしょう。

インタラクティブ・ホワイトボード  
(IWB) テクノロジーを備えた 
次世代の会議室は、会議室の 
生産性とコラボレーション機能 
を大幅に強化します。

インテル® ベースのIWB 
ソリューションにより 
提供されるメリット
•  会議開始の簡略化と迅速化、生産性の改善

•  直感的なユーザー操作と臨場感あふれる
音声およびビデオ体験

•  コレボレーション ・ ソリューションの展開
およびカスタマイズに要する時間の短縮

•  リモート管理による総保有コスト (TCO)
の削減

•  セキュリティーの向上と知的財産の保護
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高い能力とシンプルさを 1 つに統合

第 6 世代インテル  ® Core  ™ vPro  ™ プロセッサー ・ファミリー

企業は過去数十年で最大の変革の時期を過ごしています。 その中で 
インテルは、 あらゆる規模の組織に目に見える実際のメリットをもた
らすテクノロジー ・ソリューション開発をリードしています。 第 6 世代 
インテル  ® Core  ™ vPro  ™ プロセッサー ・ファミリー搭載の IWB は、 優
れたパフォーマンス、セキュリティー、タッチ & ジェスチャーを統合した
直感的なユーザー ・インターフェイスを含むリモート管理機能を提供し、
ケーブル数が大幅に削減されます。 この IWB は、 Windows* 10 向け
に最適化されており、多くのほかのインテル  ® プロセッサーやデバイス
との上位および下位互換性を備え、 最大で 7 年間というライフサイク
ルをサポートしています。 さらに、タッチ対応 LCD ディスプレイの採用
により、プロジェクター ・ベースのソリューションよりも先行する設備投
資を削減でき、 さらに運用コストも長期に渡って抑えられるので、 最終
的には総保有コスト (TCO) の削減につながります。

リモート管理機能

LCD ベースの IWB に最新のインテル  ® Core  ™ プロセッサー ・ ファミ
リーを採用することで、 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) を備えたインテル  ® vPro  ™ テクノロジーのメリッ
トを提供します。 このテクノロジーは、IWB のセキュアな環境での診断、
アップグレード、 修復を可能にし、 最終的には IT サポートやシステム
管理コストを削減します。 またアウトオブバンド管理も可能になります。
技術者は、 OS のダウンなど、 さまざまなシステム状況において、 IWB 
の問題にリモートからアクセスし、修正できます。

セキュリティーと統合

インテル  ® vPro  ™ テクノロジーは、 IWB ソリューションに対して強力
なセキュリティー機能も提供します。 多くの企業にとって、 コラボレー
ションやワーキングセッションのプライバシーを保護することは非常
に重要であるため、 インテル  ® vPro  ™ テクノロジーは、 エンタープライ
ズ・クラスの暗号化である強固な 256 ビット Secure Sockets Layer 
(SSL) を採用しています。 インテル  ® vPro  ™ テクノロジー対応プラッ
トフォームには、 Microsoft Active Directory*、 DNS、 DHCP、 Public 
Key Infrastructure (PKI)、エンタープライズ WLAN 環境、その他の標
準ツールセットなど、高度なインフラストラクチャー要素を緊密に統合
する特長や機能が含まれています。

必須

オプション

アプリケーション

モーション 
センサー

ビデオスイッチ

ミニ PC

PC

ディスプレイ

タッチ対応 
ディスプレイ

スマート 
会議室
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Open Pluggable 仕様 (OPS)

2010 年、インテルは Open Pluggable 仕様 (OPS) を開発し、LCD  
ベースの IWB、デジタルサイネージ、その他のインテリジェント・ディス 
プレイの開発の標準化、簡略化を実現しました。以来、40 社を超える
ディスプレイ業界の主要企業が、機能、多様性、コンパクトな設置面積、 
そしてエンドユーザーにとって設定およびアップグレードが容易である 
ことを評価し、このテクノロジーを採用しました。OPS 対応 IWB とデ 
ジタル・サイネージ・モニターの設定は、OPS コンピューティング・デ 
バイスをディスプレイの OPS スロットに挿し込むだけで完了します。 
低消費電力、高度にモジュール化されたプラグ可能な OPS のフォーム 
ファクター・インターフェイスは、インテル® プロセッサーの最新イノベー 
ションを利用することで、高解像度 (最大 4K/60Hz) ソリューションを 
含む、インテリジェント・ディスプレイの開発の可能性を拡大します。 

OPS の詳細については、 http://www.intel.com/ops/ ( 英語 ) を参照
してください。

高度なインタラクション

インテルの IWB の領域における継続的な技術革新は、業務用大型ディ
スプレイの統合、タッチ対応ディスプレイ、インテル  ® RealSense  ™ テク
ノロジーなど、使用モデルの拡張や期待に満ちた新たなユーザー体験
へとつながります。 これによって、ユーザーは体を使ったジェスチャーに
よってデジタルコンテンツをコントロールしたり、双方向のコミュニケー
ションを行うことが可能になります。 インテル  ® ベースの IWB を使用
するプレゼンターは、いずれ、手や体の動きだけで、ダイナミックなプレ
ゼンテーションを提供できるようになるでしょう。

さらに IWB のメリットを提供するため、 無料 1 の Intel Unite® ソフト
ウェアにより、 どこにいるかにかかわらず、 ユーザー間のリアルタイム
のコラボレーションを実行できるので、企業のコラボレーション方法が
大きく変わり、会議の 1 秒たりとも無駄にならないようにします。 Intel 
Unite® ソリューションは、ほとんどのユーザーが短時間で覚えられる、
シンプルで使いやすい環境を提供します。 Intel Unite® ソリューション
の稼動中、 すべてのユーザーはセキュアな PIN コードを入力するだけ
で、会議に参加できます。 その後は、コンテンツを配信したり、図をマー
クしたり、 フィードバックを送ったり、 さらにはプレゼンターとして参加
するなどして、 リアルタイムで会議に直接関与できます。 Intel Unite®  
ソリューションはベンダー非依存であり、Lync* や Skype* アドオンなど、 
多様な企業会議室向けテクノロジー ・ プラットフォームと統合でき、 
より包括的なコミュニケーション・ソリューションを構築できます。

インテル® Authenticate

インテル  ® Authenticate テクノロジーは、 第 6 世代インテル  ® Core  ™  
プロセッサー ・ ファミリーおよびインテル  ® Core  ™ vPro  ™ プロセッ 
サー ・ファミリー搭載プラットフォーム上で利用可能なハードウェア支
援型多要素認証ソリューションです。 重要なユーザー ID や認証情報を
ハードウェア内で取得、暗号化、マッチング、格納を行うことで、ID 保護
を強化します。 インテル® Authenticate テクノロジーは、ID の検証時、
同時に最大 3 つまでの強固な要素の組み合わせを用います。

コラボレーションの未来

インテルとその強力なエコシステムは、より効果的、より効率的、そしてより人間的なビジネス・コラボレーションの新たなトレンドを先導しています。
LCD ベースのインタラクティブ・ホワイトボード・モデルは全方向のコミュニケーションを実現します。 また、設置面積がコンパクトなため、組織とっ
て最も適した場所でのコラボレーションを可能にします。 同時に、このモデルは強力なインテルのセキュリティーや管理機能を積極的に活用します。
このテクノロジーにより、企業は、新しく魅力的な方法での従業員の対話、思考、イノベーションをより簡単、より安全、より生産的に行うことが可能
になります。

インテル® IWBの取り組みは、4K/60Hz 画面解像度の採用など、モニター・テクノロジーの進化に合わせて継続的に開発が進められています。 
設置面積がコンパクト化され、インテル® RealSense  ™ テクノロジーを組み込んだジェスチャーおよびモーション・コントロールなどの最新機能を
備えた新しい IWB ソリューションの登場もそう遠いことではありません。

インタラクティブ・ホワイトボードと Intel Unite® ソリューションの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/unite/ を参照してください。

http://www.intel.com/ops/
http://www.intel.co.jp/unite/


1. ハードウェア構成が最小の場合。

  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。

  性能テストに使用されるソフトウェアとワークロードは、インテル® マイクロプロセッサー専用に最適化されている場合があります。 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。 詳細については、http://www.intel.com/performance/（英語） を参照してください。

  インテル® vPro  ™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化を行う必要があります。 利用できる機能と得られる結果は、ハードウェア、ソフトウェア、IT 環境のセットアップと構
成によって異なります。 詳細については、http://www.intel.co.jp/vpro/ を参照してください。

  インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーに対応したチップセット、ネットワーク・ハードウェア、ソフトウェアを搭載し、インテル® アクティブ ・ マネジメント ・ テクノロジーの機能が有効化された 
システムが、企業 LAN に接続されている必要があります。 ノートブック PC の場合、ホスト OS ベースの VPN 上や、ワイヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリープ時、ハイバネーション時、電源切断時には、 
インテル® AMTを利用できないことや、一部の機能が制限されることがあります。 実際の結果はハードウェア、セットアップ、構成によって異なります。 詳細については、http://www.intel.co.jp/content/
www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html を参照してください。

  リモート KVM ( キーボード、 ビデオ、 マウス ) 制御を利用できるのは、 インテル® Core  ™ i5 vPro  ™ プロセッサーおよびインテル® Core  ™ i7 vPro  ™ プロセッサーでインテル® アクティブ・マネジメント・ 
テクノロジーを有効化して設定し、インテグレーテッド・グラフィックスを有効にした場合のみです。 ディスクリート・グラフィックスはサポートされません。

  すべての条件下で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。 一部のインテル® プロセッサーで利用できる内蔵セキュリティー機能を使用するには、別途ソフトウェア、ハー
ドウェア、サービスまたはインターネットへの接続、あるいはその両方が必要となる場合があります。 結果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にお問い合わせください。
詳細については、http://security-center.intel.com/ ( 英語 ) を参照してください。

  インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたは Web サイトの設計や実装について管理や監査を行っていません。 本資料で参照している Web サイトまたは類似の性能
ベンチマーク・データが報告されているほかの Web サイトも参照して、本資料で参照しているベンチマーク・データが購入可能なシステムの性能を正確に表しているかを確認されるようお勧めします。

  この文書とその情報は、インテルのお客様のために「現状」 のまま提供され、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。 ここにいう保証には、商品適格性、特定の目的への適合性、
知的所有権の非侵害性の保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。 この文書は、ここで説明、表示、記載されている知的財産の使用を許諾するものではありません。 インテル® 製品は、医療、
救命、延命措置、重要な制御または安全システム、核施設などの目的に使用することを前提としたものではありません。

  Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、intel vPro、intel Unite、intel RealSense 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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