
はじめに
世界中、多くの人が業務に使用しているのは、インテル® Core™ vPro™ プロセッサーで動作 
する Microsoft* Windows* オペレーティング・システムであり、そのような PC は通常 2～3 
年おきに入れ替えられています。Microsoft* Windows* 10 などの進歩、急速に広がる
デジタルの変革に伴う混乱、セキュリティーの脅威の変化、モビリティーの普及に伴い、
企業や組織では PC の新旧入れ替えサイクルの遅れや延長が発生し、高度なサイバー 
犯罪の被害や加熱する競争にさらされるリスクを抱えています。

3 年以上使用された PC は、生産性の低下とセキュリティー・リスクの増加の要因になる 
可能性があります。しかし、PC の入れ替えを随時行いながら最新の機能やイノベーション
を活用することにより、コストの維持管理を行ってそのコストを PC の最先端テクノロジーに 
投入すれば、あらゆる規模の企業が大切なアイデンティティーや情報を守れるようにな 
ります。企業や組織で、この方法を活用すれば、PC の入れ替えサイクルを予測・管理でき 
るようになります。今回の調査結果は、安全で生産性の高い、最新のコンピューティング・ 
インフラストラクチャーを利用していることを裏付けています。

PC入れ替えサイクルの現状
最近、IDG Research 社は、アメリカやイ 
ギリス、ドイツ、日本にある従業員 500 人超 
の企業を対象に、「Global PC Refresh 
Study」という調査を実施しました。調査の
目的は、PC の新旧入れ替えサイクルとエ
ンドポイントのセキュリティーに関する傾
向を把握することで、具体的には、企業や
組織は、PC を入れ替えるまでどのくらい長 
く使用し続けているか、セキュリティーの 
向上やデジタルの変革をどのように実現
しているかといった内容でした。質問の対
象者は、さまざまな分野の企業の IT マネー
ジャーや IT ディレクター、C レベルの経営 
幹部を務めている方々です。

インテルの後援で実施されたこの調査で
は、4 分の 3 の企業や組織が、少なくとも 3
年おきに企業内で使用するPC を一斉に入
れ替えているという結果も出ました。

PC の新旧入れ替えサイクルの継続と
PC のイノベーション促進の関係

ホワイトペーパー

セキュリティーや生産性、効率の向上をもたらす、
ハードウェアの機能の飛躍的進化

入れ替えサイクルはアメリカが若干短く、
回答者の 40% が 3 年未満で入れ替えを
行っていました。また、調査では、大規模な 
企業ほど頻繁に入れ替えを実施しているこ 
とも判明しました。突発的に発生するセキュ 
リティーの脅威や生産性アップの必要性
に対応するためと思われます。Microsoft* 
Windows* 10 は、PC の入れ替えサイクル
の長さに関係なく、調査対象となった組織 
や企業で最も使用されており、さらに各組織 
や企業で稼働中のオペレーティング・シス
テムの半数以上に上りました。

一般的に、調査対象となった組織や企業
で IT のサポートを担当する部署では、増加 
するセキュリティー・インシデントへの対応や、 
企業や組織内で発生する PC のヘルプ業務
などにより、非常に多くのニーズを処理しな
ければならない状況にあります。また、IT 担
当者が所有 PC の数量管理に費やす時間

引用元：IDG RESEARCH “GLOBAL PC REFRESH STUDY”; 
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アメリカ合衆国で実施した調査
では、回答者の 40% が 2～3年
おきにPCの新旧入れ替えを実施

40%
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も増加しています。PC の入れ替えサイクル
の長さとは関係なく、この傾向に大きな違
いは見られませんでした。

特にアメリカでは、主に、セキュリティー面
や IT スタッフに対する負担軽減などを考慮 
しながら、PC の新旧入れ替えサイクルを設
定していることが、この調査を通して判明
しました。企業にとって PC を入れ替える第
一の目的は IT 環境とユーザーの生産性の 
強化ですが、エンドポイントのセキュリ 
ティー機能も重要な利点として認識されてい 
ます。企業や組織の間では、生産性アップ
のニーズと、エンドポイント・デバイスのセ
キュリティー強化という差し迫ったニーズ
の両方に対応しようという考え方が広がっ
ています。

タイミングが重要
この調査では、PC の入れ替えサイクルの
長さ、メリットの享受、IT 導入の目的達成
という 3 つの要素の間には、注目すべき関
連性があることが明らかになりました。PC
を入れ替える必要性は、サイクルが 3 年お 
きでも、3 年未満でも、3 年超でも、どの企業 
にも共通しています。主なものは次の通 
りです。

・ パフォーマンスとマルチタスクの強化

・ タイミング（新たに普及したサービスを 
 活用するために多くの企業が既存の 
 PC か ら の 入 れ 替 え 時 期 を 短 縮 す る 
 必要があると認識）

IT の生産性向上

エンドユーザーの生産性向上

エンドポイント・セキュリティーの機能強化

ユーザー・エクスペリエンスの向上

標準規格に適合した PC との互換性強化

リモート・エンド・ユーザーの効率性向上

ヘルプ業務の負担軽減

総所有コスト（TCO）の削減

節電

引用元：IDG RESEARCH “GLOBAL PC REFRESH STUDY”; GLOBAL BASE: 200.

図1：PCの一斉入れ替えにより、企業や組織が得られる主な利点
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・ セキュリティーに対する不安

・ 所有 PC 間の標準化

・ 生産性の向上や共同作業の効率化と 
 いったエンドユーザーからの要望

またこの調査では、3 年超のサイクルで入
れ替えを行っている企業の方が、これらの
必要性を強く意識していることも判明しま
した。理由としては、入れ替えサイクルが長
くなると、生産性強化のためのイノベーショ
ンや、セキュリティーの向上に対するニー
ズもいっそう高まるからと考えられます。

入れ替えの必要性には最新の 
半導体で対応
PC入れ替えの必要性に対応する1つの方法 
としては、インテル® vProTMプラットフォーム 
搭載のPCを新規導入することが挙げら 
れます。インテル® vProTMプラットフォーム
搭載の最新 PCには、業務用としてふさわし 
いソリューションが内蔵されており、従来の 
入れ替えサイクルで求められる次の 4つの
ビジネス上の課題に対応します。

・ 処理能力の向上

・ 生産性の向上

・ エンドポイント・セキュリティーの強化

・ デバイスの管理容易性（管理のしやすさ）

新型プロセッサーが持つ高い性能により、 
セキュリティー機能が強化されると同時に、 
企業や組織は、プロセッサーのテクノロ
ジーを直接活用して、ハードウェア・ベー



ホワイトペーパー |PCの新旧入れ替えサイクルの継続とPCのイノベーション促進の関係

3

ス の 保 護 を よ り 充 実 さ せ る こ と が 可 能 
になります。そのため、サイバー犯罪者にとっ 
て は 、 企 業 が 所 有 す る PC へ の ア ク セ ス
や侵入が、より困難になるでしょう。パス 
ワードが生体認証に置き換わり、IT チケット 
の利用率が大きく下がり、そしてこれらの 
認証キーがシリコンベースになれば、犯罪
者に対する抑止力になります。エンドポイ 
ント・デバイスの保護がシリコンベースに
なれば、PC への攻撃がより困難になり、PC
の入り口が確実に保護されていると分か
れば、攻撃は大幅に減少するでしょう。

このようなハードウェアによるセキュリティー 
強化に対する包括的な取り組みを始め
るなら、インテル® vProTM プラットフォーム 
やインテル® Authenticate ソリューション
が搭載された最新 PC を導入することを推
奨します。

インテル® Authenticate ソリューション
の最新バージョンでは、指紋や最新の顔
認証など、自分自身がパスワードになる、 
さまざまな認証機能に対応しています。また、 
IT の信頼性や IT ポリシーの強化をシリコ
ンレベルで行うことができます。秘密キー
やトークン、ポリシーがシリコンチップ内
で処理されるようになれば、犯罪者が覗き
や侵入を試みても実行は極めて困難にな
ります。

多種多様なPCを効果的に保護
する方法
未知の脅威から企業や組織を守るために
ネットワークから切り離すくらいなら、最新 
の PC をまとめて導入した方がソリューショ 
ンとしてずっと効果的だということは誰で
も想像がつきます。実際、一般的な事例か
ら同意できるものを数値で評価するようお
願いしたところ、入れ替えサイクルの頻度
には関係なく、回答者から最も多くの同意 
が得られた文章は次の内容でした。「セキュ 
リティーとパフォーマンスが高く、プラッ 
トフォームに一貫性のある PC が、常に最新 
のエンタープライズの基盤である」

PC のフォームファクターを一貫した方法
で管理しながら、パフォーマンスやセキュ
リティーの向上を可能にするために重要な
のは、さまざまな PC の課題に取り組む心
構えを企業が常に持つことです。

入れ替えサイクルの頻度には関係なく、 
回答者から最も多くの同意が 

得られた文章は次の内容でした。 
「セキュリティーとパフォーマンスが 

高く、プラットフォームに 
一貫性のあるPCが、常に最新の 
エンタープライズの基盤である」

PC の入れ替えサイクルを短期間に設定して 
いる企業や組織は、セキュリティー・チェッ
ク・リストの全ての項目において高い評価 
を示す数値が次の順序で付けられてい 
ました。

1.	ファイアウォールの外にあるデータの 
	 保護対策

2.	認証情報やITポリシーの保護

3.	カスタマイズに幅広く対応する柔軟性
4.	リモートで復旧可能な管理容易性 
	 （管理のしやすさ）

5.	多要素認証という変革

6.	継続可能で透明性のある保護

理由として考えられるのは、PC の入れ替
え頻度が高いと、企業のファイアウォール
の中で PC を使用する場合でも、出張や自
宅で使用する場合でも、PC のイノベーショ
ンをユーザーが享受できる高い柔軟性が
生まれ、突発的に発生したセキュリティー 
の脅威にも対応できることが挙げられます。 
さらに、入れ替えサイクルが 3 年を越え
る企業や組織では、直近 12カ月間でユー 
ザーからの不満が増加するという報告が 
あり、入れ替えサイクルが長いほど、ユー 
ザーの不満も増大する傾向にあることが
判明しています。

アクションプランの構築
PCを入れ替える際の戦略は、セキュリティー 
と生産性の高い、最新のエンタープライズ
IT と一緒に立案します。インテル® vProTM

プラットフォームは、ハードウェアとテクノ
ロジー、ソリューションがそろったプラッ
トフォームで、高機能な業務用コンピュー 
ターのイノベーションに常に貢献しています。

IT 企業など、現在のあらゆる規模の事業 
所で働く人々にとって、インテル® vProTMプ
ラットフォーム搭載の PC は、プロセッサー
のパフォーマンスや安定性の面で最高の
水準を満たしており、セキュリティーの強
化やリモート機能、社内ネットワーク外か
らの管理容易性（管理のしやすさ）などで
つちかってきたインテルの経験が生かされ 
ています。

定期的に PC を導入し、イノベーションの
活用やセキュリティーの改善をはかるこ
とで、企業や組織は、社員一人ひとりの能

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/security/authenticate/authenticate-is-hardware-enhanced-security.html
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力をはじめ、デバイスやデータ・セキュリ 
ティーを強化することが可能です。そのため、 
生産性の向上やコストの節約、複数の PC
に対する同時サポートや同時管理の簡略
化などを考慮して PC フォームファクター
を決定することができます。

セキュリティー対策は不可欠な
課題
IDG 社が実施した今回の調査では、企業や
組織がセキュリティー対策に取り組む必要
性が浮き彫りになりました。直近 12 カ月
間でセキュリティー・インシデントが増加し
たと回答した人は、55% に上っています。
エンドポイント・デバイスのセキュリティー
向上には、ハードウェア・ベースのセキュ
リティーにソフトウェア・ベースのセキュリ 
ティー基準を組み込むことが必要です。

最新の PC なら、ハードウェアとソフトウェ 
ア・アプリケーション両方に搭載された 
セキュリティーを活用し、企業のファイア 
ウォールの外で作業をしているユーザーに 
対してもセキュリティーを確保して保護する 
ことが可能になります。ハードウェアによる
強化では、従来のソフトウェア・ベースのデ 
バイスが利用しているセキュリティー基準
を増強できるだけでなく、検証にかかわる
重要なプロセスやポリシーを、侵入や覗き
見が不可能なプロセッサー内部で処理す
るため、保護レベルが大幅に向上します。

半導体の進化により、企業や組織は、プロ
セッサー内部にあるフックを活用して PC
のセキュリティーを補完・強化ができると
同時に、ユーザーの用途に合わせてセキュ 
リティーを確保した最適なデバイスのフォー 
ムファクターを決定できるという非常に
高度な柔軟性を享受することができます。 
エンドポイント・セキュリティーや多要素 
認証、2 要素認証、生体認証など、関心の
高いあらゆるセキュリティーは、保護レイ 
ヤーとして機能する半導体レベルのソリュー 
ションで対応することができます。

PC の入れ替えサイクルが長い企業や組織
には、大幅に改善する余地があるように思
われます。というのも、調査に協力した回答
者は、新しい PC ほど、セキュリティー対策
やデータ保護対策に必要な高い性能を備
えていると考えているからです。

直 近 12 カ 月 間 で セ キ ュ リ 
テ ィ ー ・ イ ン シ デ ン ト が 増 加 
したと回答した人の割合

55%

引用元：IDG RESEARCH “GLOBAL PC REFRESH STUDY”; 

GLOBAL BASE: 200.

優れた生産性と管理容易性が 
必要
モバイルやクラウドが重視される分野では、 
大量のデータを扱いたいというニーズに 
よる負担がエンドポイントに集中しています。 
膨大な量の分析や合成、保管、共有など、
複雑な処理や負荷により、古いデバイスを
長期間使用できないだけでなく、生産性も
犠牲になっている現状があります。

ユーザーの増加や IT の生産性向上、エンド
ポイント・デバイスの管理容易性（管理のし 
やすさ）の改善も、セキュリティーとは関係
なく、PC の入れ替えサイクルには必要だと 
いうことを認識することが重要です。企業は、 
高性能デバイスを導入し、マルチタスク処
理性能の改善をはかる必要があります。 
また、IT 効率の向上には、PC 同士の連携
を可能にする規格の標準化を行うことも 
不可欠です。何より重要なのは、生産性を高 
めたいと考えるユーザーからのデバイスに
対する要望に応えて、業務連携の効率化を
促進すると、PC を入れ替えるメリットがさ
らに高まるということです。

フォームファクターの新たな潮流をもたら
す半導体の進化により、企業は、デバイス・ 
プラットフォームを最適化して、セキュリ 
ティーを確保しながら、さまざまなユーザー
からの多種多様な要望に応えることが可
能になります。ユーザーが求める生産性に 
見合った機能やフォームファクター、スト 
レージ、処理能力は、企業や組織によって
異なるため、画一的なアプローチでコン 
ピューティング・デバイスの導入や管理を
行うことは、もはや現実的ではありません。

インテルのコネクテッド・ホーム・アンド・コ
マーシャル・クライアント部門でゼネラル・
マネージャーを務める Tom Garrison は次
のように述べています。「柔軟性に優れた 
フォームファクターによって、オフィスや工 
場などで働いていても、顧客との商談でも、 
あらゆる場面で生産性を維持することが 
可能になります。そのため、人々の働き方が
大きく変わり、デバイスに対する要件を見
直し、使用する環境に合わせてデバイスを
最適化するきっかけになるでしょう。」

組み込まれたソリューションによるさま 
ざまな可能性を備えたインテル® vPro™ プ



ラットフォームは、一貫した生産性と管理 
容 易 性 に 多 種 多 様 な 選 択 肢 を 用 意 し 、 
セキュリティーの高いエンドポイントとハッ 
カーの侵入を許さないIT を実現します。

まとめ
ビジネスの世界では物事や状況の動きが
速いため、企業は、業務のデジタル化を 
進めるために、Microsoft* Windows*10 と 
いった最新のテクノロジーを必要としてい
ます。

業務のデジタル化を進めるなら、導入から 
3 年を超えた PC は、使用すべきではあり
ません。また、将来に向けて労働生産性の 
強化をはかるなら、レガシーなテクノロ 
ジーの使用も推奨できません。組み込まれ
たソリューションによるさまざまな可能性
を備えたインテル® vPro™ プラットフォー
ムなら、企業で抱える PC の種類や形態が
増えていっても、一貫した生産性と管理容
易性に多種多様な選択肢を用意できます。

PC の入れ替えサイクルを管理しながら PC
のイノベーションを活用していくことは、企
業にとって重要な課題です。今日のビジネ
スの世界で発生するニーズにより、企業や

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、www.intel.co.jpを参照してください。

記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示す 
ことを目的としています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、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。

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。

詳細については、https://www.intel.co.jp/windows10migration	を参照してく
ださい。

「柔軟性に優れたフォームファク 
ターによって、オフィスや工場などで 

働いていても、顧客との商談でも、 
あらゆる場面で生産性を維持する 
ことが可能になります。そのため、 

人々の働き方が大きく変わるでしょう」 

— インテル Tom Garrison

組織は、PC のあらゆるフォームファクター
を超えて IT の最新化をはからなければな
らないという負担を強いられていますが、
定期的に PC の新旧入れ替えを行うことに
より、コンピューティング環境をより効率
的に稼働させ、そのセキュリティーを確保
することが可能になります。

セキュリティー機能の最適化には、インテル 
によって増強されたハードウェアがソフト
ウェア・レベルでの保護を強化するため、 
巧妙化する脅威に対抗できるようになりま
す。また、生産性の最適化には、インテル® 
vPro™ プラットフォーム搭載のデバイス 
が役立ちます。多種多様なフォームファク
ターがあり、バッテリー稼働時間が長く、 
マルチタスク処理がスムーズで、反応が速
いことが特徴です。

デジタルの変革に対するニーズが高まる中、 
新たな脅威に対するセキュリティー対策や、 
優れたモビリティーに対する需要、メンテナ 
ンス期間や入れ替えサイクルを短くする必
要性に対応すれば、企業や組織は、セキュ
リティーや生産性の高い、最新のエンター
プライズを維持することができるでしょう。
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