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インテル IT部門は、Windows* 8 Enterpriseがインストールされたインテル® アーキテクチャー
搭載タブレットの最大の利点は、情報セキュリティー機能とプライバシー保護機能であると評価
しています。1 このインテルの初期評価では、Windows* 8とインテル® アーキテクチャーの組み
合わせは、高度な情報セキュリティー機能と使いやすい UIのバランスがとれた、エンタープラ
イズ向けの魅力的なモバイルデバイス用プラットフォームであることが明らかになりました。評
価に用いられたのは、インテル ® Atom™ プロセッサーを搭載したタブレットとインテル ® Core ™ 
vPro ™ プロセッサーを搭載したタブレットです。

検証において、Windows* 8とインテル® アーキテクチャーの組み合わせは、現在インテル社内
で導入されているプラットフォームと比べて、ドメイン参加やグループポリシー、およびインテル® 
Core ™ vPro™ プロセッサー搭載タブレット上のアウトオブバンド管理機能など、柔軟なデバイス
管理機能と高度なセキュリティー機能を備えていることが分かりました。検証に使用した 2種類
のタブレットは、生体認証などの代替認証オプションをサポートし、従来のエンタープライズ向け
アプリケーションにも対応しています。さらに、インテル® Core™ vPro™ プロセッサー搭載タブレッ
トは、インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーによるハードウェア・ベースのセ
キュリティー機能を備え、インテル® アンチセフト・テクノロジーにも対応しています。

•  Microsoft* Windows* 8が 
インストールされたインテル®  
アーキテクチャー搭載タブレットは、
エンタープライズ環境に 
対応しているだけでなく、 
個人ユーザーにも 
使いやすくなりました。

•  インテル IT部門は、 
高度なデバイス管理機能と 
情報セキュリティー機能を 
利用できます。

•  インテルの従業員には、 
ユーザー体験の向上を 
もたらします。

図 1. 今回の調査対象となった 4つのカテゴリーの機能および利点
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1  検証に使用されたOSはWindows* 8 Enterpriseです。一部の部門のインテル社員は、Windows* 8 Professional
など、その他のバージョンのWindows* 8を利用することができます。Windows* 8 Enterpriseの詳細について
は、http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/enterprise/products-and-technologies/windows-8/
enterprise-edition.aspx を参照してください。

http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/enterprise/products-and-technologies/windows-8/enterprise-edition.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/enterprise/products-and-technologies/windows-8/enterprise-edition.aspx
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背 景

2009年よりインテル IT部門は、Bring-Your-
Own-Device（BYOD：社員が所有する機器
の利用）プログラムを通じてコンシューマー化
を支援してきました。このプログラムを推進す
るため、インテル IT部門は、社員の生産性を
向上すると同時に、社内環境において適切な
管理が可能なデバイスの確認作業を続けて
います。コンシューマー化のサポート拡張の
ための準備段階では、エンタープライズ環境
における情報セキュリティー機能と管理機能、
およびその利点に関して、2種類のエンター
プライズ向けタブレット製品を評価しました。 

セキュリティーの評価

Windows* 8がインストールされたインテル® 
アーキテクチャー搭載タブレットの評価は、
社員の生産性と業務に対する満足度、ITコ
ストの抑制、エンタープライズ・セキュリティー
におけるリスク管理をバランス良く実現する
テクノロジーの新しい組み合わせを模索する
インテル IT部門の取り組みの一環として実
施されました。

方 法

検証対象はインテル ® プロセッサーを搭載し
た 2種類のWindows* 8タブレットです。

•  インテル ® Atom™ プロセッサー搭載タブ
レット

•  第 3世代インテル® Core™ vPro™ プロセッ
サー搭載タブレット

表 1に、各タブレットのシステム仕様をまとめ
ています。

この検証では、主にスモール・フォームファク
ター（SFF）デバイスの情報セキュリティーを
向上させる機能を集中的に調査しました。ま

た、デバイスのハードウェア・セキュリティー、
OSレベルのセキュリティー機能、およびアプ
リケーション・エコシステムのセキュリティー
分野における既存の SFFソリューションの比
較も行っています。

今回の検証には、エコシステムのレビューと、
実際に製品を使用した評価が含まれます。
エコシステムのレビューでは、利用可能な製
品およびソリューションに関する情報が収集
されました。一方、実際の使用状況のテス
トでは、このソリューションに必要な機能が
備わっていること、導入済みの既存ソリュー
ションからの改良が行われていることの検証
が可能となりました。

結 果

今回の調査対象となったのは、以下 4つの
カテゴリーの機能と利点です。

•  デバイス管理（主にセキュリティーの強化）
•  認証の改良点
•  レガシー・アプリケーションへの対応
•  紛失または盗難に遭ったデバイスの保護

全般的に見て、Windows* 8がインストール
されたインテル® アーキテクチャー搭載タブ
レットは、エンタープライズ環境に対応してい
るだけでなく、個人ユーザーにも使いやすい
ソリューションであることが明らかになりまし
た。今回の調査対象となった 4つの機能カ
テゴリーにおいて、2種類のタブレットのいず
れも、現在のインテル環境で使用されている
ソリューションと同等か、それ以上のセキュリ
ティー機能を備えています。

インテル® Core™ vPro™ プロセッサー搭載タ
ブレットには、最高レベルのセキュリティーと
管理機能、それに伴う利点が備わっていまし
た。また、インテル® Atom ™ プロセッサー搭
載タブレットにも、かなり高度な機能と利点

表 1. テスト対象タブレットのシステム仕様

インテル® Core ™  
i5-3427U  
プロセッサー搭載 
タブレット

インテル® Atom ™  
プロセッサー 
Z2760搭載 
タブレット

動作周波数 2.30 GHz 1.80 GHz

RAM
4-GB 
DDR3 

1600 MHz

2-GB 
LPDDR2 
800 MHz

チップセット

インテル® 
QM77 

Express 
チップセット

システム・オン・ 
チップ

グラフィックス

インテル ® 
HD 

グラフィックス 
4000

Imagination 
Technologies 

PowerVR* 
SGX545

SATA 
サポート

mSATA 
128 GB

eMMC 64 GB

インテル® 
vPro™ 
テクノロジー 
のサポート

インテル® 
アクティブ・ 
マネジメント・ 
テクノロジー 

8 .0

なし

表 2. Microsoft* Windows* 8がインストールされたインテル® アーキテクチャー搭載タブレットのセキュリティー機能と利点

機 能

Windows* 8 
とインテル® 
Atom™  
プロセッサー

Windows* 8 
とインテル® 
Core™ vPro™ 
プロセッサー 利 点

ドメイン参加とグループポリシー • • 認証および管理の向上

インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー • アウトオブバンド管理

サードパーティー製ブラウザーの 
アドオンのサポート • • セキュリティーの強化

代替認証オプションのサポート • • ユーザーの使用感の向上

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 • • シームレスなユーザー認証と安全な VPNアクセスを実現するハードウェア支援型のセキュリティー機能

• ワンタイムパスワード • ユーザーの使用感の向上、トークン生成のために別個のハードウェアまたはソフトウェアを必要としない

•公開鍵インフラストラクチャー • マルウェアに対する保護の強化

レガシー・アプリケーションへの対応 • • 以前の投資を継続的に活用可能

インテル® アンチセフト・テクノロジー • 企業資産の保護を強化する、リモートからの無効化および復旧

http://www.intel.co.jp/itatintel
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が認められました。表 2には、今回の結果を
まとめています。それぞれの結果については、
この後の章で詳しく説明します。

デバイス管理
Windows* 8がインストールされたインテル® 
アーキテクチャー搭載タブレットは、セキュリ
ティーを強化するだけでなく、ユーザーの操
作性を向上させる、堅牢なデバイス管理環境
を実現しています。

検証対象の 2種類のタブレットは、いずれ
もディレクトリー・サービスの統合をサポー
トしており、これにはドメイン参加とグルー
プポリシーの機能も含まれます。ドメインに
参加することで、Webサイトのアクセスに
Kerberos 認証が利用できるようになります
（右記のコラムを参照）。この認証プロトコ
ルの使用によって、インテルはサイトへのア
クセス制御を強化でき、個別の制御が可能
になります。一方、グループポリシーは、内
蔵 OSおよびサードパーティー製の構成管理
ツールとの組み合わせにより、デバイスが最
小限のセキュリティー仕様を確実に満たすこ
とを保証し、ターゲットとなるシステムにアッ
プデートを迅速に配信して、アップデートの
受信を確認できるようにします。また、既知
の構成状態の徹底化も図られます。例えば、
ユーザーがデバイスの構成を変更した場合、
グループポリシーを利用することで、承認さ
れた構成にそのデバイスを自動的にリセット
できます。

インテル® Atom ™ プロセッサー搭載タブ
レットとインテル® Core ™ vPro ™ プロセッ
サー搭載タブレットの最大の相違点として、
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー搭載タ
ブレットでは、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）が利用で
きることが挙げられます。インテル® AMTに
より、アウトオブバンド管理およびアウトオブ
バンドの KVM（キーボード、ビデオ、マウス）
リモート制御などの機能が有効になります。

アウトオブバンド管理を利用することで、危険
にさらされているデバイスやウイルスに感染
したデバイスをリモートから構成、診断、隔
離、修復することが可能となり、たとえデバイ
スが応答しない状態であっても、これらの操
作を実行できます。ハードウェア・ベースのリ
モート制御により、IT 部門の担当者は、OS
の種類や電源の状態に関係なく、リモートか
らコンピューターを管理できるようになりま
す。リモートのドライブをマウントすることで、
より正確な診断を実施して、ウイルスを確実
に削除できます。

アウトオブバンドの KVMを使用すれば、ハー
ドディスク・ドライブのパスワードおよびフル
ディスク暗号化など、起動前の認証機能へ
の対応が可能となります。さらに、デバイス
の起動時に法律的な告知文を強制表示でき
ます。アウトオブバンドの KVMは、OSにエ
ラーが生じている場合や、WLANドライバー
の不具合などによってユーザー接続に問題
が生じた場合でも、リモートからの問題修復
に使用できます。 

認 証
Windows* 8がインストールされたすべて
のインテル® アーキテクチャー搭載タブレット
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（インテル® IPT）が実
装されています。これは、強化された認証と
ディレクトリー・サービスの統合をサポート
するハードウェア支援型のセキュリティー・レ
イヤーです。また、Windows* 8は、クロス
サイト・スクリプティングの防御や Webブラ
ウザーの脆弱性の軽減に役立つサードパー
ティー製アドオンに対応しています。同様に、
Windows* 8では、既知の攻撃に対応して
継続的に更新が行われている、より安全な
製品に既定のブラウザーを置き換えることも
可能になりました。

インテル® アーキテクチャー搭載タブレットで
は、代替の認証オプションを利用することで、
ユーザーの使用感とセキュリティーとのバ
ランス調整が可能になります。例えば、SFF 
デバイスではタイピングが難しく、入力ミスの
可能性も高まるため、外出時の認証に指紋
リーダーや顔認識ソフトウェアの使用を選択
できます。その他、ピクチャーパスワードの使
用や、デバイスへの外付けキーボードの取り
付けなどの認証オプションも利用できます。

インテル® Core ™ vPro ™ プロセッサー搭載タ
ブレット上では、ワンタイムパスワード（OTP）
付きインテル® IPTが内蔵ハードウェア・トー
クンとなっています。OPT付きインテル® IPT
では別個の物理トークンの必要性が排除され
るため、二要素の VPNログインプロセスが簡
略化されます。その結果、ほとんど遅延のな
いシームレスな使用感が実現されています。

さらに、インテル® Core™ vPro™ プロセッサー
搭載タブレットでは、インテル® IPTによりチッ
プセット上に PKI（公開鍵基盤）証明書が埋
め込まれています。PKIの使用はエンタープ
ライズ環境の標準となっており、大規模な導
入が可能です。また、パスワードを使用した
認証に依存するソリューションに比べて、より
強固なセキュリティーが確保されます。

Kerberosプロトコル

Kerberosは、クライアント /サー
バー・アプリケーションに強力な認証
を実装するように設計された、ネット
ワーク認証プロトコルの一種です。
Kerberosは暗号化技術を使用し
て、安全が保証されていないネット
ワーク接続においてクライアントが
サーバーに身元確認を行うセキュリ
ティー鍵を保護します。さらに、暗号
化技術を使ってネットワーク接続間
の通信を保護し、データの整合性も
確保します。

あるアプリケーションのユーザー認
証に Kerberos 認証が使用できな
い場合には、Kerberosプロトコル
移行を使用して、ワンタイムパスワー
ドや証明書による認証などの代替認
証モードから、Kerberos 認証に切
り替えることが可能です。

レガシー・アプリケーションへの対応
以前のバージョンの OS 向けに構築された
レガシー・アプリケーションを引き続き使用
している企業は少なくありません。例えば、
インテルでは、複数の開発環境および製造ア
プリケーションの統合化を進めてきました。
検証対象の 2種類のタブレットは、いずれも
レガシー・アプリケーションの実行をサポート
します。また、ウイルス対策やマルウェア対策
などのコントロールを追加できる機能により、
レガシー・アプリケーションに起こりうるリス
クは最小限に抑えられます。このような保護
を講じることで、インテルの各ビジネスユニッ
トは、ERPシステムなど、ハードウェア、ソフ
トウェア、アプリケーションに対するこれまで
の投資を引き続き活用できます。

紛失または盗難に遭ったデバイスの保護
インテル® Core ™ vPro ™ プロセッサー搭載
タブレットは、インテル® アンチセフト・テクノ
ロジー（インテル® AT）に対応しています。
インテル® ATはリモートデバイスの無効化お
よび復旧をサポートしています。これらの操
作は、ネットワークに接続されていないデバ
イスに対しても実行できます。リモートデバ
イスの無効化を行うには、調整可能なタイム
アウト期間を使用します。指定された期間内
にネットワーク接続がなかった場合、そのデ
バイスは自動的に無効化されます。例えば、
SFFデバイスはほぼ常時ネットワークに接続

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


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（インテル ® IPT）：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システムはありません。インテル ® IPTに対応した第 2世代インテル ® 
Core ™ プロセッサーを搭載したシステム、および同テクノロジーに対応したチップセット、ファームウェア、ソフトウェア、インテル® IPTに対応したWebサイトが必要です。各システムメーカーにお問い合わせ
ください。データやシステムの紛失や盗難など、サービス利用の結果生じたいかなる損害に対してもインテルは責任を負いません。詳細については、http:// ipt. intel .com/（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、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 .com/technology/vpro/（英語）を参照してください。

 Ultrabook ™ 製品は複数のモデルで提供されています。市場によっては一部のモデルが入手できない場合もあります。各 Ultrabook ™ 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 .co. jp/ultrabook/ を参照してください。

インテル® アンチセフト・テクノロジー（インテル® AT）：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システムはありません。同テクノロジーに対応したチップセット、BIOS、ファームウェア、ソフトウェ
アを搭載したシステムと、同テクノロジーに対応したサービス・プロバイダーのサービスへの加入が必要です。対応状況と機能については、各システムメーカーとサービス・プロバイダーにお問い合わせくださ
い。データやシステムの紛失や盗難など、サービス利用の結果生じたいかなる損害に対してもインテルは責任を負いません。詳細については、http://www.intel .com/go/anti-theft/（英語）を参照して
ください。

インテル® AMTによって可能となるセキュリティー機能は、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、および企業 LANへ接続されていることが必要です。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。セットアップに
は構成が必要となり、管理コンソールへのスクリプトや既存のセキュリティー・フレームワークへの統合、新しいビジネスプロセスの変更や導入を必要とする場合もあります。詳細については、http://www.
intel .co. jp/amt/ を参照してください。

インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。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。内蔵セキュリティー機能は、一部のインテル® 
Core™ プロセッサーで提供されているものであり、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
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されているため、ビジネス用のモバイル PCよ
り短いタイムアウト期間を設定できます。さら
に、ハードディスク・ドライブが交換されたり、
再フォーマットが実行された場合も、インテル® 
ATは OSの読み込みを防止することができ
ます。さらに、インテル® ATを使用していれ
ば、外したドライブを別のシステムに取り付け
た場合でも、そのハードディスク上のデータ
暗号化鍵へのアクセスを無効にして、大切な
データへのアクセスをブロックできます。

独自のリモートリストア機能によって、無効化
されたデバイス上にオリジナルのリカバリー
メッセージを表示させることができます。この
メッセージには、デバイスを正しい所有者に
返却するための連絡先情報などを含めるこ
とができます。デバイスが返却された後は、
サービスデスクの担当者から受け取ったロー
カルのパスフレーズまたはリカバリー用トー
クンのいずれかを使って、デバイスのハード
ウェアやデータを復旧することができます。 

次のステップ

今回実施した評価から得られた良好な結
果に基づいて、BYODおよび会社支給の
Windows* 8を実行するインテル® アーキテ
クチャー搭載タブレットに対する概念実証が
行われる予定です。また、インテルのセキュ
リティー環境における生体認証導入の可能

性、およびそのプライバシーへの影響に対す
る調査も並行して行われる予定です。

インテル IT 部門は、Ultrabook ™ デバイス
（タッチパネル対応、標準のキーボードと
マウスを装備、コンバーチブル）、タブレッ
ト、ノートブック PC、デスクトップ PCなど、
あらゆるフォームファクターを対象とした全
社的な Windows* 8 導入のスピードアップ
を目指しています。まずは早期導入希望者
と BYODユーザーから導入を開始して、次
に Ultrabook ™ デバイスを使用する社員に
対してアップグレードが薦められます。その
後、標準 PC更新オプションにWindows* 8 
Enterpr iseを含めることで、さらなる導入
の推進を目指します。

まとめ

エコシステムを検証し、実際に製品を使っ
て評価を行った結果として、Windows* 8
がインストールされたインテル® アーキテク
チャー搭載タブレットは、SFFデバイスの情
報セキュリティーを確実に強化することが分
かりました。

インテル® アーキテクチャー搭載タブレット上
で Windows* 8を検証した結果、4つのカ
テゴリーに関して、セキュリティーの向上が
認められました。具体的には、柔軟なデバ

イス管理、インテル® IPTによるハードウェア
支援型のセキュリティー、レガシー・エンター
プライズ・アプリケーションへの対応、および
インテル® ATの可用性の 4つです。

全般的に見て、検証した 2種類のタブレット
のいずれも、エンタープライズ環境への対応
と個人ユーザーの使いやすさとのバランス
に優れていました。特に、インテル® Core ™ 
vPro ™ プロセッサー搭載タブレットでは、企
業と個人ユーザーの双方に恩恵をもたらす
大幅なセキュリティーの向上と管理のしやす
さが確認されました。
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