
インテルならではの

最新テクノロジーで
ビジネスを止めない！

生産性の向上 ハードウェア支援型セキュリティー リモート管理性

PC の
悩みごとを

解決！

最新の
インテル® vPro™
テクノロジーを
分かりやすく解説！
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古い PC の悩みごとが
あなたのビジネスを
止めていませんか？

●年間のサポートコストが新規 PC 購入費用を上回ることがあります。*1

●セキュリティー問題が発生する頻度が最大1.6倍に増えます。*2

●ハードディスク故障の確率が4.5倍に上がります。*2

●修理やメンテナンスの必要性が1.65倍に増えます。*2

●ダウンタイムが約1.2倍に増えます。*2

購入から3年を過ぎた PC では・・・

インストールした
Windows* 10 の
動作が遅い……。

Windows* 10 をインストールしたもの
の、動作が遅くてイライラ。新しい PC なら
もっと仕事のスピードが上がると思うけど、
費用対効果が心配。

複数の
アプリケーションで

同時に作業できない……。

複数のソフトで作業したり、動画を編集したり
するには PC の処理速度が遅すぎる。効率
が悪くて困る。
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メンテナンスや
運用管理の手間が

かかってしまう……。

セキュリティー対策や障害対応など、支社
への出張や夜間/休日勤務など全社分の 
PC を運用管理していくのは大変だ。

ID の侵害など
セキュリティー面が

心配……。

情報漏洩防止やウイルス対策など、我社は
最新のセキュリティー対策ができているの
だろうか。パスワードが盗まれたらビジネス
が完全に止まってしまう。

これから買い換えるならインテルの最新プロセッサーを
搭載した PC がおすすめです！
●3年前に導入したノートブック PC との比較

ビジネス生産性
アプリケーションの動作速度

最大
60％

向上 *3

マルチタスク
処理速度

最大
2倍
向上*3

機密データの
暗号化処理速度

最大
４倍
向上*3,6

第 2 世代インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー vs インテル® Core™2 Duo プロセッサー T7250
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第 8 世代 インテル® Core™ vPro™
プロセッサー・ファミリー搭載 PC を選びましょう。

ここが
見分け方の
ポイント

インテルの
最新プロセッサーを
搭載した PC の選び方

新しい第 8 世代インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリーを搭載した 
PC なら、将来のビジネス・インテリジェンスをめぐるさまざまな新しいニーズ
に対応し、パターンを高速で分析、共有、変換、そして予測を可能とします。
インテル® vPro™ テクノロジーにより、ハードウェア支援型のセキュリティー、
リモート管理機能、柔軟な安定性、ならびに生産性強化機能をもたらします。

第 8 世代インテル®
Core™ vPro™
プロセッサー・

ファミリー

生産性を高めるなら……。

さらに、運用管理の効率化やセキュリティーを強化するなら……。

はっきり
スマートな

選択

第 8 世代インテル®
Core™

プロセッサー・
ファミリーWindows* 10 をサクサク動かしたいなら、

第 8 世代 インテル® Core™
プロセッサー・ファミリー搭載 PC がおすすめです。

第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載 PC は、ユーザーの
ニーズに合わせてパフォーマンス・レベルを自動的に調整するインテル® ターボ・
ブースト・テクノロジー 2.0 *4 とインテル® ハイパースレッディング・テクノロジー *5 

により、生産性が向上します。
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ネットワーク上の PC のリモート障害対応、日常の運用管理、そしてセキュリティー対策を支えるハードウェア・ベースの機能。

より優れた運用管理やセキュリティー対策機能

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） *9

生体情報や所有スマートフォン、および保護された PIN などを用いたハードウェア・ベースの多要素認証ソリューション。

ハードウェア・ベースのログイン・セキュリティー強化と利便性向上

インテル® Authenticate *10

リモートからインテル製 SSD のデータを消去するセキュリティー機能。

SSDデータのリモート消去機能

インテル® リモート・セキュア・イレース

仮想化環境の改ざんを検出・防止するセキュリティー機能。

信頼された仮想化環境のセキュリティーを高める機能

インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー （インテル® TXT）

最低15カ月または次世代のリリースまで、同一のソフトウェア・イメージを利用できることを保証するプログラム。

企業のITインフラの導入/管理コスト削減を支援する製品プログラム

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 （インテル® SIPP） *10

より高いパフォーマンスが必要になったときに、自動的に動作周波数を引き上げる機能がさらに向上。

CPU 負荷に合わせて自動的にパフォーマンスを加速

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 *4

1つのコアで2つのスレッドを同時に処理し、より多くの作業を並列実行。

より多くの作業を並列実行

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー *5

暗号化処理の高速化により、迅速なデータ保護を実現。

重要なデータの暗号化処理速度が4倍に向上

インテル® AES-NI *6

1台の PC で複数の OS やソフトウェア環境をサポートできる仮想化支援機能の内蔵により、システム利用率を最大化。

仮想化をハードウェアでアシスト

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー （インテル® VT） *7

トークンと呼ばれるワンタイムパスワード自動生成器が PC に内蔵されるため、企業環境では認証が強化されるだけでなく、
導入がよりスピーディーに安価で簡単。

ワンタイムパスワードの自動生成器を内蔵

インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー *8

セキュリティー リモート管理性生産性の向上

*3
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インテル® vPro™ 
テクノロジー

対応 PC

インテル® vPro™ 
テクノロジー対応 PC

ネットワーク

管理
ソリューション

運用管理や
セキュリティー機能を
ハードウェアに実装

リモート操作による
安全・確実な運用管理

インテル® vPro™ テクノロジーとは、
これらを組み合わせたプラットフォームです。

インテル®
Core™ vPro™ プロセッサー

インテル® Express チップセット

ハードウェア

コーポレート・ファームウェア、
ソフトウェア・ツール

とエコシステム

ソフトウェア

インテル® LAN コントローラー
インテル® Wi-Fi* コントローラー

ネットワーク

メインストリーム用ノートブック 

PC 向けとして初の4コアを搭載

しており、前世代 CPU よりも最

大30%の処理速度が向上し、業

務効率を向上させます。

生産性の
向上

従 来 のソフトウェア・ベースの

セキュリティー機能だけでは防げ

なかったデータ流出などの被害

から、ハードウェア・ベースのより

強固なセキュリティー機能がビジ

ネスを守ります。

ハードウェア支援型の
セキュリティー

ハードウェアならではの機能に

より 、たとえ  P C  が 電 源  O F F  

の 状態であったり OS に障害が

発生していたりする時でもリモート

から PC を操作・修復することが

できるため、PC を使った業務の停

止時間を大幅に低減します。IT 管

理者の負担も減るため、管理業務

も効率化しメンテナンス・コスト

も低減できます。

リモート
管理性

インテル® vPro™ テクノロジーって
どんなテクノロジー？　



6

インテル® Authenticate

インテル® vPro™ プラットフォームに付属のインテル® Authenticate ソリューション *12 によって、
煩雑なパスワード再設定が不要で素早いログインが可能になり、IT チームは、深い階層のシリコン
ベースで保護されたユーザー ID とポリシーを信頼することができます。

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）

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、IT マネージャーは、
社内ネットワークに接続されているコンピューティング資産の把握、修復、および保護支援が可能
になります。リモート・メンテナンスとワイヤレス管理により時間が節約され、ドライブの安全な
完全消去で PC ライフサイクルの移行を簡素化できます。インテル® AMT はインテル® Core™ 
vPro™ プロセッサー・ファミリーとインテル® Xeon® プロセッサー を網羅するインテル® vPro™ 
プラットフォームに含まれています。 *9,10

リモート管理機能を
エッジまで

最新世代のインテル® Core™ vPro™ 
プロセッサー・ファミリー搭載PCに
備わるインテル® AMT は、問題を
短時間で特定、解決し、デバイスの
保護を支援する機能によって、全体
的な PC メンテナンスと管理コスト
を削減します。

強力な
リモート制御の導入

インテル®  A M Tの キ ーボード  /  
ビデオ / マウス （KVM） *11 機能を
使うと、第 8 世代インテル® Core™ 
vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載 
PC にリモートから接続し、まるで
その PC の目の前にいるかのよう
に作業できます。

PC ライフサイクルの移行が
わずか数クリックで完了

組織の古いデータをリモートから
管理、削除し、時間とリソースを節約
します。インテル® Solid-State 
Drive Pro 対応インテル® リモート・
セ キュア・イレ ース（ イン テル ®  
RSE）は、わずか数秒で SSD メディア
を完全消去し、暗号キーを削除でき
ます。

ユーザー認証情報の不正な利用 / 取得は、データ漏えい
の原因の63％を占めています * 13。そのため、ハード
ウェア・ベースの ID 保護がビジネスを守るための賢明
な方法の1つとなり得るのです。認証情報キー、トーク
ン、ポリシーをチップ上で処理することにより、不正な閲
覧 や 到 達 が 非 常 に 難 し く な り ま す 。イ ン テ ル ®  
Authenticate ソリューションを採用することで、IT
チームは1つ以上の要素と複数の IT ポリシーの信頼性
を強化できます。

強力なアプローチの採用

複数の要素を組み合わせたユーザー ID 認証でリスクを
低減し、ユーザーには利便性を、IT 部門にはセキュリ
ティーの強化を実現します。インテル® AMTを使用した
顔認証、指紋認証、スマートフォンの Bluetooth* 近接
認証、保護された PIN、論理的な位置情報など、最新の
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載 
PCを保護する豊富な選択肢が用意されています。

確実な多要素ソリューションの選択

インテル® vPro™ テクノロジーの
主な機能紹介
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インテル® vPro™ テクノロジーが
ビジネスを止めてしまう悩みごとを
解決します！

運用管理の
悩みごと

セキュリティーの
悩みごと

業務効率化の
悩みごと

深夜残業に休日出社……。
パッチ配布でヘトヘト……。

高度化するサイバー攻撃への対応が
追いつかない……。

PC 画面投影に時間がかかり、
会議の時間が足りなくなる……。
別拠点にいると会議室で共有されている
資料を見ることができない……。

夜間や休日のパッチ配布

PC 障害で業務が滞る……。
オンサイト対応では時間がかかる……。

障害対応

セキュリティー対策

ログインは強化したいが
強化すると使い勝手が悪くなる……。

ログイン強化

スマート会議

8ページ 9ページ

10ページ 11ページ

12ページ
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＊本機能を利用するには、本機能に対応した他社製ソフトウェアもしくはサービスへの加入が必要です。提供状況や詳細については各メーカーにお問い合わせください。

インテル® vPro™ テクノロジー対応 PC では、従来の WOL 方式のようにネットワーク・セグメントごとに中継 
PC を置くことなく、簡単・確実に電源 ON にできます。さらには、この機能は WOL 方式では実装が難しいと
される Wi-Fi* 環境下でも簡単に利用できます。しかも、不正な持ち込み端末を防止する 802.1x 認証が導入
されている環境でも利用可能です。

●複雑なネットワーク環境下でも、リモートから簡単に電源 ON が可能。
→ネットワーク・セグメントごとに WOL 用の常時電源 ON の PC が不要！
→PC の電源状態をリアルタイムに確認できるため、パッチ配布を確実に実行！
→従来では難しかった Wi-Fi* でのリモートからの電源 ON も、簡単、かつ確実に実行！

●リモートから強制電源 OFF も可能。
→ブルースクリーンやフリーズした PC でも、リモートから強制的に電源 OFF や再起動をすることも可能！

インテル® vPro™ テクノロジーで解決！

夜間や休日の
パッチ配布

運用管理の
悩みごとを解決！

夜間・休日のパッチ配布を行うために、
Wake-On-LAN （WOL） 用の PC を
常時 ON にしておく必要がある。
Wi-Fi* 環境では、WOL を行うことがさらに難しい……。

WOL 用 PC
（常時電源 ON）管理用 PC

管理用 PC

ルーター ルーター

マジックパケットマジックパケット

本社 支社

本社 支社

リモートから
電源 ON や

パッチ配布！

複雑な
企業ネットワーク

では
WOL が難しい
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＊本機能を利用するには、本機能に対応した他社製ソフトウェアもしくはサービスへの加入が必要です。提供状況や詳細については各メーカーにお問い合わせください。

インテル® vPro™ テクノロジー対応 PC なら、リモートから電源を簡単、かつ確実に ON にし、たとえ OS に障害
が発生しソフトウェア・ベースのリモート・コントロール・ツールが使えない状態でも、キーボードやマウスなど
によるリモート操作が可能です。また、BIOS の設定やリモートからの DVD 起動なども行えるため、即座に障害
対応を開始し、業務停止時間を極限まで低減できます。

●OS に障害が発生していても、リモートから障害対応が可能。
→オンサイト対応時間が削減され、ビジネスへの影響を最小限化！
→出張費用や故障機器の配送費用を削減！

●BIOS 設定や OS リカバリーまでリモート操作が可能。
→故障部品交換以外のほぼすべての作業がリモートから可能！
→たとえ OS がネットワークに繋がっていなくてもリモート操作が可能！

インテル® vPro™ テクノロジーで解決！

障害対応運用管理の
悩みごとを解決！

PC の障害が発生すると業務が滞り、
ビジネスに影響する。
オンサイト対応では時間も
コストも掛かってしまう……。

支店A

本社

支店C 本社から
各支店の

障害対応！

支店B
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＊本機能を利用するには、本機能に対応した他社製ソフトウェアもしくはサービスへの加入が必要です。提供状況や詳細については各メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク・フィルター機能をハードウェア・レベルで備えているため、不正ソフトによる解除の可能性が
低く、一度設定をしたら確実に不正通信を遮断し続けます。例えば、 LAN ケーブルや Wi-Fi* 接続を切断する
ことなく、リモートから管理者が即座にウイルス感染した PC をネットワークから隔離して、ウイルスの拡散を防ぐ
ことができます。しかも、リモートからキーボードやマウス操作は行えるので、感染後の対応も即座に行え
ます。ネットワーク・フィルター機能はハードウェアに設定されているので、OS を再インストールしても不正
通信を遮断し続けます。

●より安全なハードウェア・レベルで不正通信の遮断が可能。
→攻撃を受けにくいハードウェア・レベルで不正通信を遮断するので、より安全！
→通信の遮断は、たとえ OS を再インストールしても有効！
→設定はリモートから管理者のみが行えるので、運用も簡単！

インテル® vPro™ テクノロジーで解決！

セキュリティー
対策

セキュリティーの
悩みごとを解決！

高度化するサイバー攻撃により、
新たな攻撃手法への
より安全な対策が必要になる……。

万が一、ウイルスに感染すると、
ネットワークにつながった

PC にウイルスが蔓延！

インテル® vPro™ テクノロジーを
導入していれば、ネットワークを遮断して

感染した PC を隔離！
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＊本機能を利用するには、本機能に対応した他社製ソフトウェアもしくはサービスへの加入が必要です。提供状況や詳細については各メーカーにお問い合わせください。

指紋、顔、スマートフォンの所持、保護された PIN 番号入力、PC が接続されたネットワークの場所などの複数の
認証要素から2つ以上の要素を組み合わせてログインができます。しかも、その認証処理そのものはハード
ウェアで行い認証結果だけを OS などに渡す仕組みのため、ソフトウェア・ベースの多要素認証ソリューション
よりもさらに安全です。また、ユーザーは外出先など他者の目のある場所でパスワードを入力することなく、簡
単にログインできるため、利便性とセキュリティーが向上します。

●複数の認証要素によるログインでセキュリティー強化と使い勝手の向上を両立。
→指紋、顔、スマートフォン、保護された PIN 番号入力、接続したネットワークなどから
 複数の認証要素を自由に選択可能！
→例えば、ユーザーは自分のスマートフォンを持って PC カメラに顔を向けるだけで、
 パスワード入力なしでログイン！

●認証処理をハードウェアで行い、より安全な認証を実現。
→ソフトウェアより攻撃を受けにくいハードウェアで認証処理を行い、その結果だけを OS などに渡すので、
 ソフトウェア・ベースの多要素認証よりもさらに安全！

ログイン強化セキュリティーの
悩みごとを解決！

ログイン機能を強化したいが、
複雑化するとユーザーの使い勝手が悪くなり、
パスワード確認の問い合わせも
増加してしまう……。

インテル® Authenticate ソリューションで解決！インテル® vPro™
テクノロジーに付属

多要素認証

チップ処理

セキュリティー
強化と利便性を

両立！
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＊本機能を利用するには、本機能に対応した他社製ソフトウェアもしくはサービスへの加入が必要です。提供状況や詳細については各メーカーにお問い合わせください。

※Intel Unite® ソリューションを実行するには、インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載ミニ PC とディスプレイが必要です。

Intel Unite® ソリューションに対応したインテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー搭載ミニ PC を会議室の
ディスプレイやプロジェクターに接続するだけで、どの部屋も管理された最新の会議スペースになります。PC や
スマートフォン、およびタブレットの画面と音声を簡単な操作でワイヤレスで画面投影できます。投影された画面
は、ネットワークにつながった端末の画面に表示することもできるので、在宅勤務者のスマートフォンや別の場所に
いる勤務者の PC でも会議室と同じ画面を見ながら会議に参加できます。ミニ PC にはインテル® Core™ vPro™ 
プロセッサー・ファミリー搭載のため、不具合発生時は IT 管理者がリモートから即座に対応することが可能です。

●スマートな最新設備のある会議室に。
→シンプルな使い勝手＆ワイヤレスで簡単に画面投影！
→Windows*、macOS*、Android*、iOS*、Chrome OS*、Linux* などのマルチ OS に対応！
→音声もディスプレイから出力可能なので、マルチメディア・コンテンツを使った会議も可能！

●さまざまな働き方をサポート。
→社内の別室や自宅など、会議室の外からも
 会議室のディスプレイ画面を PC やスマートフォン、またはタブレットで閲覧可能！
→社内ネットワークに接続できない来客者にもワイヤレスで画面投影・閲覧を許可！

スマート会議業務効率化の
悩みごとを解決！

もっと効率的で
さまざまな働き方に対応できる
最新設備の備わった
会議室を実現したい……。

Intel Unite® ソリューションで解決！インテル® vPro™
テクノロジーを活用

インテル® Core™ vPro™
プロセッサー・ファミリー

搭載ミニ PC

海外

会議室

部屋の中でも
外からでも
会議参加！

自宅
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case
study

1 消費者の注目を集める
デジタルサイネージ自販機を止めない！

インテリジェント自販機におけるインテル® vPro™ テクノロジー対応 PC

インテル® vPro™ テクノロジー 応用事例

＊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、使用するハードウェア、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/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html を参照してください。

*1：  『Using Total Cost of Ownership to Determine Optimal PC Refresh Lifecycles』 Wipro Technologies、2009年3月（http://www.wipro.com/industryresearch/ （英語））。北米の15業種106社を対象にした
調査に基づき Wipro Technologies が作成したモデル企業に基づく推定。コンピューター・システムの価格は2009年11月時点のデータ。実際の結果は導入するユースケースの数によって異なり、個々の企業で得られる
結果は反映されていない場合があります。
その他のユースケース導入例については、http://communities.intel.com/openport/docs/DOC-1494/ （英語）で公開のインテルのケーススタディーを参照してください。

*2:  『A White Paper - The cost of maintaining a PC』 TechAisle、2009年3月（http://www.techaisle.com/TechaisleSecurityWhitePaper.pdf （英語））。

*3: クロス・クライアントに関する記述は、デスクトップとモバイルのベンチマークのうち、値の低い方のパフォーマンス・データに基づいています。それぞれの構成とパフォーマンス・テストの内容は以下のとおりです。
ノートブック PC：出荷前のインテル® Core™ i5-2410M プロセッサー（2 コア 4 スレッド、2.30GHz、3MB キャッシュ）、インテル® Emerald Lake CRB、4GB（2x2GB）PC3-10700（DDR3-1333）-CL9、Hitachi* 
Travelstar 320GB HDD、インテル® HD グラフィックス 3000、ドライバー：2185（BIOS：v.34、インテル v.9.2.0.1009）、Microsoft* Windows* 7 Ultimate RTM 64 ビット版と、インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
T7250（2MB キャッシュ、2GHz、800MHz FSB）、Intel Silver Cascade Fab2 CRB、Micron* 4GB（2x2GB）PC3-8500F（DDR3-1066）-400、Hitachi* 320GB HDD、モバイル インテル® 4 シリーズ Express チップセッ
ト・ファミリー w/ 8.15.10.2182（BIOS：American Megatrends AMVACRB1.86C.0104.B00.0907270557, 9.1.2.1008）を比較。デスクトップ PC：出荷前のインテル® Core™ i5-2400 プロセッサー（4 コア 4 スレッ
ド、3.10GHz、6MB キャッシュ）、インテル® Los Lunas CRB、Micron* 4GB（2x2GB）PC3-10700（DDR3-1333）-CL9、Seagate* 1TB、インテル® HD グラフィックス 2000、ドライバー：2185（BIOS：v.35、インテル 
v.9.2.0.1009）、Microsoft* Windows* 7 Ultimate RTM 64 ビット版と、インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6550（2 コア 2 スレッド、2.33GHz、4MB キャッシュ）、インテル® DG945GCL マザーボード、Micron* 
2GB（2x1GB）DDR2 667MHz、Seagate* 320GB HDD、インテル® GMA 950、ドライバー：7.14.10.1329、（BIOS：CL94510J.86A.0034、INF: 9.0.0.1011）、Microsoft* Windows* 7 Ultimate RTM 64ビット版を比較。
ビジネス生産性に関する記述は SYSmark* 2007 に基づくものです。SYSmark* 2007 は、一般的なオフィスにおける生産性とインターネット・コンテンツ制作に照準を合わせたベンチマーク・ツールの最新版であり、ビ
ジネス・クライアント PC の性能評価に利用されています。また、アプリケーションの専門家が開発したユーザー主導のワークロードと利用モデルを特色としています。マルチタスクに関する記述は PCMark* Vantage* 
に基づくものです。Windows* 7 または Windows Vista* 搭載 PCのハードウェア性能ベンチマークである PCMark* Vantage* は、各種のシングルスレッド / マルチスレッド CPU テスト、グラフィックス・テスト、HDD 
テストを集約したもので、Windows* 用アプリケーションのテストに重点を置いています。セキュリティー・ワークロードは、SiSoftware Sandra 2010 - AES256 で構成されます。CPU Cryptographic サブテストは、
AES（Advanced Encryption Standard）の暗号化 / 復号アルゴリズムを実行中のCPUのパフォーマンスを測定します。
詳細については、http://www.intel.com/performance/ （英語）を参照してください。
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、他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。

*4: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーおよびインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 は、一部のインテル® プロセッサーでのみ利用
可能です。各 PC メーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム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/jp/ja/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html を参照してください。

*5: インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応したシステムが必要です。詳細については、各 PC メーカーにお問い合わせください。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® 
HT テクノロジーは、一部のインテル® Core™ プロセッサーでは利用できません。
詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/hyperthreading_more.htm を参照してください。

*6: インテル® AES-NI を利用するには、インテル® AES-NIに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を正しい手順で実行する他社製ソフトウェアが必要です。インテル® AES-NI は、一部
のインテル® Core™ プロセッサーで利用できます。提供状況については、各 PC メーカーにお問い合わせください。
詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/ （英語）を参照してください。

*7: インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したインテル® プロセッサー、BIOS、および仮想マシンモニター（VMM）が必要です。機能性、性能もしくはその他の特長は、ご
使用のハードウェアやソフトウェアの構成によって異なります。ご利用になるOSによっては、ソフトウェア・アプリケーションとの互換性がない場合があります。各PCメーカーにお問い合わせください。
詳細については、http://www.intel.com/content/www/jp/ja/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.htmlを参照してください。

*8: インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーを利用するには、インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を
正しい手順で実行する他社製ソフトウェアが必要です。インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーは、一部のインテル® Core™ プロセッサーで利用できます。提供状況については、各 PC メーカーにお問
い合わせください。
詳細については、 http://www.intel.com/technology/identityprotectiontechnology/ （英語）を参照してください。

*9: 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® AMT 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/technology/vpro/index.htmlを参照してください。

*10: 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、https://www.intel.co.jp/ を参照してください。

*11: 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™ プロセッサーで統合的グラフィック機能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。

*12: 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、https://www.intel.co.jp/ を参照してください。

*13: Verizon の「2015年度データ漏洩 / 侵害調査報告書 (DBIR)」、http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/ (英語)。

大型ショッピングモールを運営する A 社が開発したインテリジェント自販機は、広告発信や各種キャン
ペーンとの連携、さらに災害時の緊急情報発信など、メディアとしての多彩な情報発信機能を備えています。
また、広告視聴者や飲料購入者の属性をマーケットレポートとして自販機管理センターに送ります。
インテリジェント自販機にはインテル® vPro™ テクノロジー対応 PC が採用されているため、リモートから
システムの障害対応が可能です。

課題

●店舗に IT 担当者がいない
●システム障害による停止での販売機会

逸失の回避

解決

●リモートから障害対応
●OS が破損してもリカバリーモードで

リモートから OS を再インストール

インテル® vPro™
テクノロジー
対応 PC

リモートで
システム障害復旧

インテリジェント自販機
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＊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、使用するハードウェア、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/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html を参照してください。

*1：  『Using Total Cost of Ownership to Determine Optimal PC Refresh Lifecycles』 Wipro Technologies、2009年3月（http://www.wipro.com/industryresearch/ （英語））。北米の15業種106社を対象にした
調査に基づき Wipro Technologies が作成したモデル企業に基づく推定。コンピューター・システムの価格は2009年11月時点のデータ。実際の結果は導入するユースケースの数によって異なり、個々の企業で得られる
結果は反映されていない場合があります。
その他のユースケース導入例については、http://communities.intel.com/openport/docs/DOC-1494/ （英語）で公開のインテルのケーススタディーを参照してください。

*2:  『A White Paper - The cost of maintaining a PC』 TechAisle、2009年3月（http://www.techaisle.com/TechaisleSecurityWhitePaper.pdf （英語））。

*3: クロス・クライアントに関する記述は、デスクトップとモバイルのベンチマークのうち、値の低い方のパフォーマンス・データに基づいています。それぞれの構成とパフォーマンス・テストの内容は以下のとおりです。
ノートブック PC：出荷前のインテル® Core™ i5-2410M プロセッサー（2 コア 4 スレッド、2.30GHz、3MB キャッシュ）、インテル® Emerald Lake CRB、4GB（2x2GB）PC3-10700（DDR3-1333）-CL9、Hitachi* 
Travelstar 320GB HDD、インテル® HD グラフィックス 3000、ドライバー：2185（BIOS：v.34、インテル v.9.2.0.1009）、Microsoft* Windows* 7 Ultimate RTM 64 ビット版と、インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
T7250（2MB キャッシュ、2GHz、800MHz FSB）、Intel Silver Cascade Fab2 CRB、Micron* 4GB（2x2GB）PC3-8500F（DDR3-1066）-400、Hitachi* 320GB HDD、モバイル インテル® 4 シリーズ Express チップセッ
ト・ファミリー w/ 8.15.10.2182（BIOS：American Megatrends AMVACRB1.86C.0104.B00.0907270557, 9.1.2.1008）を比較。デスクトップ PC：出荷前のインテル® Core™ i5-2400 プロセッサー（4 コア 4 スレッ
ド、3.10GHz、6MB キャッシュ）、インテル® Los Lunas CRB、Micron* 4GB（2x2GB）PC3-10700（DDR3-1333）-CL9、Seagate* 1TB、インテル® HD グラフィックス 2000、ドライバー：2185（BIOS：v.35、インテル 
v.9.2.0.1009）、Microsoft* Windows* 7 Ultimate RTM 64 ビット版と、インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6550（2 コア 2 スレッド、2.33GHz、4MB キャッシュ）、インテル® DG945GCL マザーボード、Micron* 
2GB（2x1GB）DDR2 667MHz、Seagate* 320GB HDD、インテル® GMA 950、ドライバー：7.14.10.1329、（BIOS：CL94510J.86A.0034、INF: 9.0.0.1011）、Microsoft* Windows* 7 Ultimate RTM 64ビット版を比較。
ビジネス生産性に関する記述は SYSmark* 2007 に基づくものです。SYSmark* 2007 は、一般的なオフィスにおける生産性とインターネット・コンテンツ制作に照準を合わせたベンチマーク・ツールの最新版であり、ビ
ジネス・クライアント PC の性能評価に利用されています。また、アプリケーションの専門家が開発したユーザー主導のワークロードと利用モデルを特色としています。マルチタスクに関する記述は PCMark* Vantage* 
に基づくものです。Windows* 7 または Windows Vista* 搭載 PCのハードウェア性能ベンチマークである PCMark* Vantage* は、各種のシングルスレッド / マルチスレッド CPU テスト、グラフィックス・テスト、HDD 
テストを集約したもので、Windows* 用アプリケーションのテストに重点を置いています。セキュリティー・ワークロードは、SiSoftware Sandra 2010 - AES256 で構成されます。CPU Cryptographic サブテストは、
AES（Advanced Encryption Standard）の暗号化 / 復号アルゴリズムを実行中のCPUのパフォーマンスを測定します。
詳細については、http://www.intel.com/performance/ （英語）を参照してください。
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、他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。

*4: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーおよびインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 は、一部のインテル® プロセッサーでのみ利用
可能です。各 PC メーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム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/jp/ja/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html を参照してください。

*5: インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応したシステムが必要です。詳細については、各 PC メーカーにお問い合わせください。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® 
HT テクノロジーは、一部のインテル® Core™ プロセッサーでは利用できません。
詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/hyperthreading_more.htm を参照してください。

*6: インテル® AES-NI を利用するには、インテル® AES-NIに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を正しい手順で実行する他社製ソフトウェアが必要です。インテル® AES-NI は、一部
のインテル® Core™ プロセッサーで利用できます。提供状況については、各 PC メーカーにお問い合わせください。
詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/ （英語）を参照してください。

*7: インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーに対応したインテル® プロセッサー、BIOS、および仮想マシンモニター（VMM）が必要です。機能性、性能もしくはその他の特長は、ご
使用のハードウェアやソフトウェアの構成によって異なります。ご利用になるOSによっては、ソフトウェア・アプリケーションとの互換性がない場合があります。各PCメーカーにお問い合わせください。
詳細については、http://www.intel.com/content/www/jp/ja/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.htmlを参照してください。

*8: インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーを利用するには、インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を
正しい手順で実行する他社製ソフトウェアが必要です。インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーは、一部のインテル® Core™ プロセッサーで利用できます。提供状況については、各 PC メーカーにお問
い合わせください。
詳細については、 http://www.intel.com/technology/identityprotectiontechnology/ （英語）を参照してください。

*9: 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® AMT 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/technology/vpro/index.htmlを参照してください。

*10: 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、https://www.intel.co.jp/ を参照してください。

*11: 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™ プロセッサーで統合的グラフィック機能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。

*12: 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、https://www.intel.co.jp/ を参照してください。

*13: Verizon の「2015年度データ漏洩 / 侵害調査報告書 (DBIR)」、http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/ (英語)。

case
study

2 802.1x 認証環境でも
パッチ配布を止めない！

802.1x 認証環境での Wi-Fi* 経由リモート電源管理

B 社では、不正 PC の持ち込みによるネットワーク接続を防止するために、802.1x 認証環境を導入してい
ました。しかし、802.1x 認証環境では、電源が OFF の PC の場合、ネットワーク機器のポートを開くこ
とができないため、結果的に数万台の PC にパッチ配布ができないという問題がありました。そのため B 
社は、PC をインテル® vPro™ テクノロジー対応 PC に置き換えることで、802.1x 認証環境においても
リモートから PC の電源を ON にして、パッチ配布をすることができるようになりました。

課題

●不正持ち込みのネットワーク接続防止
のため 802.1x 認証環境にしているが、
電源 OFF の PC にパッチ配布ができ
ない

解決

●802.1x 認証環境でも電源 OFF のPC 
にパッチ配布ができるようになった

電源 ON 電源 OFF

電源 OFF 不正
持ち込み PC

電源 OFF 電源 OFF

電源 ON 電源 ON

ネットワーク機器 ネットワーク機器

●以前 ●インテル® vPro™
　テクノロジー対応 PC 導入後

電源 OFF 状態の PC や
不正持ち込みはポートが開かれず、
パッチ配布されない。

電源 OFF 状態でも
リモートで電源 ON にして、
パッチ配布。
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インテル® vPro™ テクノロジーで
ビジネスを止めない！

インテル® vPro™
テクノロジーで

できること
●生産性の向上

●ハードウェア支援型セキュリティー
●リモート管理

ウイルス感染で
止めない

●より安全なハードウェア・レベルで
　不正通信の遮断が可能。

セキュリティー

パスワード忘れで
止めない

●複数の認証要素によるログインで
　セキュリティー強化と使い勝手の
　向上を両立。
●認証処理をハードウェアで行い、
　より安全な認証を実現。

セキュリティー

パッチ配布で
止めない

●複雑なネットワーク環境下でも、
　リモートから簡単に電源 ON が可能。
●リモートから強制電源 OFF も可能。

リモート管理性

障害復旧で
止めない

●OS に障害が発生していても、
　リモートから障害対応が可能。
●BIOS 設定や OS リカバリーまで
　リモート操作が可能。

リモート管理性

効率的な会議で
止めない

●Intel Unite® ソリューション対応
　ミニ PC とディスプレイで
　スマートな最新設備のある会議室に。
●さまざまな働き方をサポート。

生産性の向上

インテル® vPro™ テクノロジーについてもっと知りたい方はこちらへアクセス！

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html


