
将来を見据えながらテクノロジーを取り入れ

ている組織は、IT 導入について継続的に分

析し、従業員の役割に最も適したハードウェ

アとソフトウェアを提供しています。

ソフトウェアの面では、Microsoft* Windows* 

10 へ移行することは当たり前になりました。

エンタープライズ向け、堅牢で機能豊富な 

Windows* 10 は、何年ものイノベーションの

成果として、高いセキュリティーを誇る安定し

たプラットフォームを提供します。Microsoft* 

は Windows* 10 から as-a-Service モデル

に移行し、年に数回新機能をリリースし 

ます。

このことは、ハードウェアにどんな影響を及

ぼすでしょうか？検討すべき要素の 1 つ

は、Microsoft* の 「Windows* as a Service」

モデルに対応したパフォーマンスと安定性を

提供する新しいハードウェアを導入すること

の重要性です。

Windows* 10 では今後、アップデートや機能

リリースのペースが加速するため、企業は、

将来継続的にもたらされるイノベーションに

対応できるように、ハードウェアを今まで以

上に吟味して選定しなくてはなりません。

変わりゆくダイナミクス
このようにニーズが変化してきたことで、 

従来の PC 刷新にはどのような影響がある

でしょうか？まず考えるべきことは、現代の

ビジネス戦力が、ハイパフォーマンスのモバ

イル PC にこれまでになく依存しているとい

うことです。

どの世代の従業員も、高速で安全な 

テクノロジーへのニーズを持っています。 

このことは、従業員構成の変化から見ても、

極めて重要です。デロイト*が 2014 年に実施 

したミレニアル年次調査* によると、2025 年

までに世界の労働人口の 75% をミレニアル 

世代が占めると見込まれています。この世

代にとって、テクノロジーは非常に重要 

です。

ミレニアル世代とは、広義では、21 世紀へ

の変わり目に成人した世代を指します。この

世代は、テクノロジーは業務の効率化に役

立つと考えており、時代遅れのテクノロジー

で仕事を妨げられると不満を抱きます。

Dell* とインテルが 2016 年に行った「将来の

労働力調査」では、アンケートに回答した 

ミレニアル世代の 80% 以上が、職場の 

テクノロジーは就職を決める際の判断材料

になるとしています。そして回答者の 42% 

は、職場のテクノロジーが自分の求める水

準に達していない場合、離職もいとわない

としています。将来有望な人材を獲得する

ための競争が企業間で激化していくこの時

代に、以上の傾向を無視することはできま

せん。

新しいテクノロジーを求めているのは主に 

ミレニアル世代ですが、この年齢層だけに

限定されているわけではありません。前掲

の調査によると、35 歳以上の従業員の 55% 

が、軽食の支給や卓球台などのローテクの

福利厚生よりも、ハイテクの環境整備を望ん

でいます。企業や従業員が柔軟で俊敏な働

き方を採り入れるなかで、仕事のやり方が

変わりつつある領域として、ビジネス・ 

モビリティーを挙げることができます。

Forrester* が 2016 年 4 月に実施した調査

「PC ライフサイクル管理の最適化」では、 

提供：

Windows* 10 への移行を開始するために
新しいハードウェアを使用する理由

ホワイトペーパー

ミレニアル世代の 80% 超が、 

テクノロジーは就職を決める 

際の判断材料になると回答。

出典：Dell・インテル共同研究「将来の労働力調査」(2016 年)

42% が、職場のテクノロジーが
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ない場合、仕事を辞めることも
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デロイト*によると、2025 年までに 

世界の労働人口の 75% が 

ミレニアル世代になります。

従業員構成の変化が 
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Windows* 10 と新しいエンタープライズ・コンピューター・ハードウェア
を組み合わせることで、セキュリティー、モビリティー、生産性を高め、
イノベーションを促進するプラットフォームを確立します。

https://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/worktrends-lp-desktop.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/worktrends-lp-desktop.html
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オフィスの外で行う仕事の量が増えているこ

とが明らかになりました。アンケートに答え

た従業員のうち 34% が、月に数回は公共の

場で仕事していると回答。週 1 回以上と答

えた人の割合は 8 % でした。また、回答者の

半数以上が月に数回は移動中や通勤中に

仕事をしていると答え、62% が毎月数回 

以上、在宅勤務をしていると回答しました。 

週に 1 回以上在宅勤務をしていると回答し

た人は全体の約 25% でした。

働き方が変わりつつあります。あらゆる世代

の従業員が、仕事で使うデバイスに多くのこ

とを期待しています。求められているのは、

タッチスクリーン対応で接続性に優れ、1 日

中仕事できるバッテリー持続時間を備えた

薄型軽量のデバイスです。さらに、場所や時

間を問わず、自分の都合に合わせて仕事が

できる環境が求められています。

テクノロジーの進化が停滞する兆しは
ない
かつては、テクノロジーが従業員を縛りつけ

ていたせいで、従業員はオフィスの中でデス

クに座っていなければ十分に仕事に打ち込

めませんでした。今では、ノートブック PC や 

2 in 1 デバイスへの乗り換えにより、従業員

はデスクから解放され、オフィスから会議室

やカフェテリアなどはもちろん、ビルの外へも

移動できるようになりました。しかも、最大限

の生産性を維持できます。さらには、タッチ

スクリーンによってコンピューターとのさまざ

まな相互作用が促進されており、将来にわ

たってもそれが続いていくでしょう。

「ここで重要なのは、テクノロジーのおかげ

で、必要があればどのような状況でも仕事

ができるようになってきたことです」と語るの

は、Intel Corporation のクライアント・ 

コンピューティング・グループ部門バイス 

プレジデント兼コネクテッド・ホームおよび 

コマーシャル・クライアント部門ジェネラル・ 

マネージャーを務める Tom Garrison 氏 

です。

「生産性を上げるためにデスクに張り付いて

いなければならない時代は、とうの昔に終わ

りました」と、Garrison 氏は話します。 

「ノートブック PC や 2 in 1 デバイスに移行

すると、今日の従業員は自由に移動しなが

らコラボレーション、共有、ネットワーキング

を行うことができ、さらに生産性は従来よりも

向上します」

「タッチ技術は、登場から数年を経た現在、

ビジネス向け PC にも広く導入されるように

なりました」と、Garrison 氏は説明します。 

「この流れは、デタッチャブル型 2 in 1 や、 

タブレットモードに切り替えられるコンバー

チブル・タイプのノートブック PC が普及する

と、ますます強まるでしょう。同時に、 

ユーザーがデバイスに話しかけて操作で 

きるスマートスピーカーなどの新しい 

テクノロジーもまた、普及しつつあります」

変わりゆく要件
従業員の求めるものが変化しているなら、 

IT に対する企業のニーズも同じペースで 

変わってきています。IT 部門の仕事は、 

トレンドを先取りして、将来の変化にも対応

できるテクノロジーに力を注ぐことです。

多くの組織では、デジタル変革を最優先事

項として、革新的なテクノロジーを試験的に

出典：Forrester* Research、「Optimize Your PC Lifecycle Management」(PC ライフサイクル管理の最適化)、2016 年 4 月
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「ここで重要なのは、テクノロジーの

おかげで、必要があればどのような

状況でも仕事ができるようになって 

きたことです」

— Tom Garrison

クライアント・コンピューティング・ 
グループ部門 VP  

コネクテッド・ホームおよびコマーシャル・ 
クライアント部門ジェネラル・マネージャー

Intel Corporation
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導入し、プロセスの最適化や競争力の向上

に取り組んでいます。そしてコスト効率や拡

張性を重視し、クラウドを導入しています。 

そうした組織では、展開しているハード 

ウェアを新しいワークフローやアプリケー 

ションに対応させる必要があり、最も大きな

影響を与えるポイントにおいて従業員が 

データやインサイト、ビジネス・インテリジェ

ンスにアクセスできるようにしなければなり

ません。

Windows* 10 への移行に伴い、新しい 

デバイスを導入する際には、セキュリティー

も重要な要素になります。Forrester* の 

調査「PC ライフサイクル管理の最適化」に 

よると、 IT 部門の意思決定者にとって PC 

刷新プロセスにおける最優先事項はセキュリ

ティー (80%) であり、2 番目が従業員の生産

性向上 (73%) でした。IT 部門の意思決定者

が、PC 刷新サイクルを延長することの危険

性に気づいていないわけではありません。

回答者の 49% は、新しいデバイスよりも古

いデバイスのほうが修理やメンテナンスに 

多額の費用がかかることを懸念しており、 

46% がセキュリティー侵害を受けやすくなる

と感じています。

インテルのビジネス・クライアント・プラット 

フォーム・グループ部門マーケティング・ 

ディレクターを務める Katlin Murphy 氏は、 

PC 刷新サイクルは徐々に長期化していると

見ており、これにより大きなセキュリティー・

リスクが生まれると語っています。

「実際のところ、PC 刷新サイクルは 2 つに

分かれており、デスクトップ PC の刷新頻度

はモバイルデバイスの刷新頻度よりも 

減っています」と Murphy 氏は述べたうえ

で、デスクトップ PC 刷新サイクルの長期化

はセキュリティー・インシデントのリスクを高

めると指摘しています。

さらに、Murphy 氏によると、こうしたインシデ

ントを回避しながら従業員の生産性を高め

るには、モバイル PC であれデスクトップ PC 

であれ、一貫した周期で刷新する必要があ

ると説明します。

Murphy 氏は PC の刷新サイクルを「呼吸の

ようなもの」とたとえています。「リズムがあ

り、そのリズムを保つと、しっかり油を差した

機械の部品のように動きます」

ではこのことは、企業の PC に関する優先

課題の設定においては、何を意味するで 

しょうか？何よりも重要なのは、組織が、 

Microsoft* Future Technologies* サービス

モデルの導入を開始する前に、新しいハー

ドウェアのパフォーマンスと安定性を獲得し

ておくことです。数年間イノベーションに対応

し、ビジネス要件を満たせるハードウェア・

プラットフォームを、順次選んでいくというこ

とです。

言い換えると、企業は、Windows* の最新機

能をサポートすると同時に、将来登場する 

テクノロジーを活用できる余力も備えている

デバイスを選択する必要があります。最新

のインテル® vPro™ プラットフォームを搭載し

たコンピューターは、最新のビジネスニーズ

に対応できるように設計されています。

多様化するデバイス
Windows* 10 の生産性を最大限に高めるた

めには、どんなデバイスであれパフォーマン

スが重要となります。テクノロジーに活力を

得て高いモビリティーを発揮する従業員は、

プレッシャーの中で即時の応答性を発揮し、 

Microsoft Office 365*、Power BI*、または 

Microsoft Azure* をベースにしたオーダー 

メイドのクラウド・アプリケーションなどの体

験にとって強固な基盤となるアプリケー 

ションを必要としています。

スタイリッシュな一体型 PC からモバイル・ 

ワークステーション、パワフルなスモール・ 

フォームファクター・デスクトップ PC に至る

まで、インテル® vPro™ プラットフォームを 

ベースとするデバイスは、100 種類を超える

ビジネス向けデザインで、何年ものソフト 

ウェア・イノベーションに対応できる機能と 

パフォーマンスを提供します。

一貫したイメージングと大規模環境 
への対応
機能やパフォーマンスに限ったことではあり

ません。インテル® vPro™ プラットフォームと 

Windows* 10 を搭載した最新コンピューター

なら、すべてのフォームファクターで同じ品

質を提供することが可能です。つまり、従業

員は、自分の望みどおりのデバイスを、一貫

したプラットフォームとソフトウェア・イメージ

で利用できます。

これは企業にとって大きな懸念事項です。 

Forrester* が 2016 年 4 月に行った調査

「PC ライフサイクル管理の最適化」による

と、IT リーダーの 53% がデバイスの多様化

への対応に苦慮しており、33% は従業員に

企業は、Windows* の最新機能を 

サポートすると同時に、将来登場する

テクノロジーを活用できる余力も備え

ているデバイスを選択する必要が 

あります。



Windows* 10 への移行を開始するために新しいハードウェアを使用する理由 4

合わせたデバイスのパーソナライズやカスタ

マイズに努めていることが分かりました。

インテル® ステーブル・イメージ・プラット 

フォーム・プログラム に支えられた、 

インテル® vPro™ プラットフォーム・ベースの

デバイスを利用することで、企業は、 

ハードウェアとソフトウェア間の互換性の 

問題を回避しながら、検証テストや 

プラットフォーム構成のコストを削減 

できます。インテル® ステーブル・イメージ・ 

プラットフォーム・プログラムは、最長  

15 カ月間、主要なコンポーネントと 

ドライバーへの大きな変更を制限する 

ことで、このメリットを実現します。

移行は新しいデバイスで開始する必要
がある
新しいハードウェアを購入して Windows* 10 

へのアップグレードを最大限に活用すること

は、極めて重要です。企業は、最新世代の

インテル® Core™ vPro™ プロセッサーを搭載

したデバイスを選択することにより、 

コンピューターの刷新サイクルを通じて常

に、従業員のニーズやビジネス要件を満た

すことができます。

デバイスの多様なエコシステムに対応できる

だけでなく、仕事の効率化に必要なものを提

供して従業員を支援したり、一貫したプラット

フォームがもたらす管理上のあらゆる 

メリットを活用することもできます。さらに、 

クラウドサービスを最大限に利用し、セキュ

リティーや生産性を犠牲にせずに新しい働

き方を実現できます。その際、コネクテッド時

代においてビジネスの進化を促す IT を提供

することも可能です。

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.com/ を参照してください。

前述のコスト削減シナリオは、特定のインテル® ベースの製品が、指定の状況と構成において、どれほど将来のコストに影響してコスト削減を実現するかを示すための一例です。  

状況は変化するものです。インテルは、いかなるコストまたは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。

*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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Forrester* の調査によると、IT  

リーダーの 53% が多様化する 

デバイスへの対応に苦慮しており、 

33% が従業員に合わせたデバイス

のパーソナライズやカスタマイズに

力を注いでいることが分かりました。
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