
ソリューション概要
従業員向けソリューション
2019年6月

エグゼクティブ・サマリー
ドッキング・ソリューションの環境が複雑になり、その一部は職場の変化に伴う新たなニー
ズに対応しなくなったため、インテル IT 部門は Thunderbolt™ 3 テクノロジーのテストを
複数ラウンド実施しました。テストの結果から、Thunderbolt™ 3 テクノロジーは、インテル
の従業員およびインテルの IT 部門にとって次のメリットがあることが判明しました。

• 簡素化。環境内の異なるドックモデルの総数を削減できます。サポートするソリューショ
ンが減少し、サポートコストが低下します。

• コラボレーション・スペースに対応。Thunderbolt™ 3 テクノロジーベース・ドックと、
Thunderbolt™ 3 テクノロジーまたは USB-C* ベースの PC および Mac* コンピュー
ターを併用すると、ドックのほかに充電も可能で、セットアップも簡単です。このような機
能を兼ね備えた Thunderbolt™ 3 テクノロジーは、インテルの全従業員がオープンフロ
ア設計の「フリーアドレス」ワークスペースを活用するのに適したソリューションです。

• 将来の環境変化に対応。Thunderbolt™ 3 テクノロジーは、4K ディスプレイの接続や、
PC の重量を増やすことなくグラフィックス性能を増強するための外付けグラフィックス・
ユニット提供など、将来のユースケースで使用できます。

テストの好結果を受け、インテルでは Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドックを POR ドッキ
ング・ソリューションとして導入しています。

インテル IT 部門が、普遍性、使いやすさ、将来の環境変化への対応といった従業員の
ニーズに注目し、Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドックに関するテストを実施して、 
現在全社に導入中
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ビジネス課題
インテルのオフィスで働く従業員は、移動することが多く、主にノー
トブック PC を携帯しています。ほとんどのノートブック PC はディ
スプレイが狭く、USB* 接続数が限られています。しかし多くの場合、
従業員はディスプレイ 2 台と USB ベースのキーボード、マウス、
ヘッドセットを必要とするため、ドックが必需品です。ドックを使用
すると、ノートブック PC や PC をすべての周辺機器と 1 本のケー
ブルで接続して実行できます。このソリューションにより、従業員は
ノートブック PC から複数のディスプレイ (4K モデルを含む)、外付
けキーボードとマウス、USB デバイスなどと簡単に接続でき、同時
に同じケーブルでノートブック PC の充電もできます。インテル IT 
部門では、インテルのオフィスで働く従業員のほぼ全員が毎日の仕
事中に同種のドッキング・テクノロジーを使用しています。

環境の複雑さ緩和と総保有コスト削減
現在の環境では、インテルの従業員は次の 3 つのドック・ソリュー
ションから選択できます。

• メカニカルドック。ドライバーではなくメカニカル・インターフェ
イスを使用します。インターフェイスは、通常、OEM であり、デバイ
スに固有です (例えば、同じ OEM のワークステーションとノート
ブック PC でドックが異なることや、モデルにメカニカル・ドック・
ソリューションのない場合があります)。 

• 別のドライバー・テクノロジーをベースにしたドック。一般的に 
USB 接続または USB-C* 接続を使用し、マルチモニターのサ
ポートなど、フル機能を使用するには、1 つ以上のドライバーが必
要です (DisplayLink* 仮想グラフィックス・カード・ソフトウェアな
ど)。一般的にこうしたドライバーは、ユニバーサル・ドックとしても
てはやされています。これらは、ビデオストリームの圧縮と解凍に
チップとドライバーを使用するため、ホストシステムのパフォーマ
ンスに影響します。ドックに接続したディスプレイ以外のデバイス
のパフォーマンスに影響する場合もあります。例えば、ドックの帯
域幅のほとんどがディスプレイの出力で消費されている場合、帯
域幅が USB デバイスのパフォーマンスのフル活用に足りない可

能性があります。ビデオ信号を圧縮しないドックでは、ディスプレ
イの帯域幅が制限されるため、デスクトップ PC と 4K/60Hz デュ
アルモニターを使用するような構成はサポートできません。

• Thunderbolt™ テクノロジーをベースにしたドック。現在、 
インテル IT 部門は USB-C* インターフェイス経由で 
Thunderbolt™ 3 テクノロジーをサポートしています。現時点で
は、3 世代の PC にわたるインテルの社内環境で約 27,000 台の 
Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドックが稼働しています。

ドッキング・ソリューションには、それぞれ長所と短所があります。 
インテルの経験上、メカニカルドックはかなり安定しています。時折
機械に障害が発生しますが、ソフトウェアの問題はあまり多くあり
ません。ただし、多種多様な周辺機器を相互接続すると、多くのタイ
プの追跡と管理が必要なため、サポートコストが増加します。また、
OEM 設計により PC が薄型化するに従い、メカニカル・ドッキング・
ソリューションのオプションが減少しています。

Thunderbolt™ テクノロジー以外のドックはノートブック PC の
充電ができず、PC に別途充電プラグの接続が必要な場合があ
ります。経験上、Thunderbolt™ テクノロジー以外のドックは、
Thunderbolt™ テクノロジー・ドックよりも Microsoft* Windows* 
機能更新で互換性の問題が発生することが多いため、より多くのメ
ンテンナンスが必要で、総保有コスト (TCO) が増加します。Mac* 
の場合も、Thunderbolt™ テクノロジー以外のドックではサポート
上の問題が発生することがあります。Thunderbolt™ テクノロジー・
ドックを使用すると、ドックのメーカーを問わず、ほとんどの PC が
充電されます。1 

時間、コスト、リソースを削減するには、インテルで使用している PC 
群を共通のドックで標準化する必要があります。選択するドックに
は、サポート・オーバーヘッドが低いことが求められます。そのため、
Thunderbolt™ テクノロジー・ドックを POR ドッキング・テクノロ
ジーとして選択しました。

職場の変革と最適なユーザー体験をサポート
インテルの職場変革の一環として、多くの建物が「フリーアドレス」
フロアデザイン (別称「ホテリング」) となっています。従業員にス
ペースは割り当てられず、着席するだけで、ほとんどセットアップ
せずに仕事に取り掛かれます。このようなオープン・フロア・デザイ
ンはコラボレーションに適していますが、インテル IT 部門ではい
くつかの技術的な課題が発生しています。例えば、メカニカルドッ
クは特定の物理デバイス向けに設計されているため、こういった
働き方には適していません。インテルの従業員のユースケースに
よって、最適なノートブック PC の設計は異なります。全員に同一
の PC モデルを導入して従業員の生産性を妨げたくはないため、メ
カニカルドックはコラボレーション・スペースの選択肢になりませ
ん。Thunderbolt™ テクノロジー・ドックとその他のシングルケー
ブル・ドック両方をコラボレーション・スペースに導入した場合、
Thunderbolt™ テクノロジー以外のドックで一部の PC モデルを充
電できないことが非常に不便です。 

1  消費電力が高いワークステーションのノートブック PC は例外で、必ず外
部電源が必要です。
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ドッキング・ソリューションの選択には、ユーザー体験も考慮されま
す。インテルのデリバリーモデルでは、通常、ドックはユーザーに直
接出荷されます。大半のユーザーが、IT 部門の支援をほとんど受け
ず、自分でセットアップできるよう、ドックの接続はシンプルである
必要があります。

パーティションで区切られた標準的なオフィス、製造用のクリーン
ルーム、オープンフロアなど、すべての職場環境をサポートするに
は、全従業員のニーズを満たすシンプルなユニバーサル・ドックが
必要です。

Thunderbolt™ 3 テクノロジーの詳細
インテルで Thunderbolt™ テクノロジーを導入する前は、複数のディスプレイを接続すると、特殊なケーブルの配線でデスクトップ  
PC が雑然とするか (図 1 を参照)、ノートブック PC を厚く、重くする大型の不格好なメカニカルドックを使用せざるをえませんでした。 

2011年に発表された Thunderbolt™ インターフェイスは、1 本のケーブルで複数の周辺機器と接続できます。当初、
Thunderbolt™ テクノロジーの帯域幅は 10Gb/s で、Mini DisplayPort* と同じ物理コネクターを使用していました。
Thunderbolt™ 2 テクノロジーでは、同じコネクターとケーブル・ソリューションを使用し、接続パフォーマンスが 20Gb/s に倍増し
ました。その後の 2015年には、Thunderbolt™ 3 プロトコルによって、ソリューションの帯域幅は 20Gb/s から 2 倍の 40Gb/s に
なりました。Thunderbolt™ 3 テクノロジーでは、統合 USB ホスト・コントローラーを使用してすべての USB* デバイスとホストの互
換性が確保され、1 本のケーブルでサポートされるインターフェイスがさらに広がりました。さらに、Thunderbolt™ 3 テクノロジー
では、Mini DisplayPort コネクターではなく、USB-C* コネクターを使用します。この新しいコネクターは、薄くなった新型のノート
ブック PC に最適です。プラグの上下とケーブルの方向を問わないため、使いやすくなっています。 

Thunderbolt™ 3 テクノロジーの最も大きなメリットは以下のとおりです。

• 汎用性。Thunderbolt™ 3 コネクターは、Thunderbolt™ テクノロジー、DisplayPort、各種 USB、Thunderbolt™ コントローラー
での PCI Express* (PCIe*) など、従来および最新の幅広い通信プロトコルをサポートします。

• パフォーマンス。最大 40Gb/s の帯域幅を備えた Thunderbolt™ 3 テクノロジーは、接続デバイス数の増加を想定して設計され
ています。例えば、2010年には 1 人当たりの平均接続デバイス数は 1.84 でした。しかし 2020年までには、6.58 まで増加すると
予測されています。2

• 普遍性。Thunderbolt™ 3 テクノロジーの目標は、さまざまなメーカーのコンピューターおよび周辺機器を一貫したパフォーマン
スと信頼性で相互運用可能にすることです。インテルは、Thunderbolt™ 3 テクノロジー・エコシステム全体で高品質と相互運用
性を確保できるように、電気および機能のテストに関わる業界の認定プログラムを支援しています。

• デイジーチェーン。Thunderbolt™ デバイスは、PC やドックまで配線せずに、相互接続が可能です。一般的なユースケースとして、
Thunderbolt™ テクノロジーベースの複数のモニターを相互接続することなどが挙げられます。

• ピアツーピア・ネットワーク。PC 間で大きな画像を非常に簡単に高速転送できます。一般的なユースケースとして、システムのプ
ロビジョニングや、バックアップ用ディスクドライブなどが挙げられます。

2  Statista, “Number of network-connected devices per person around the world from 2003 to 2020,”  
statista.com/statistics/678739/forecast-on-connected-devices-per-person/

図 1. Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドッキング・ソリューションは、従来の雑然とした配線を解消し、単一のハイパフォーマンスな
接続ポイントで多くの周辺機器に対応しながら、同時に PC の給電も可能にします。
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Thunderbolt™ 3 テクノロジーに 
実施したテストと結果
インテル IT 部門は、共通で、普遍性があるシンプルなドッキン
グ・ソリューションのニーズを満たすために、次の 3 つの点で 
Thunderbolt™ 3 テクノロジーにメリットがあることを確認してい
ます。

• 簡素化。Thunderbolt™ 3 テクノロジーにより、環境内の異なる
ドックモデルの総数を削減できます。その結果、メンテナンスおよ
び検証するドッキング・ソリューションの数も減少し、TCO が低下
します。

• フリーアドレスのユースケースに対応。インテルはモダンな職場
環境の構築に取り組んでおり、インテル IT 部門はその取り組み
の支援で重要な役割を担います。Thunderbolt™ 3 テクノロジー
は、インテルの環境のユースケースに対応する数少ないソリュー
ションの 1 つであり、4K/60Hz ディスプレイのサポートに必要な
ステーションなど、他のユースケースにも適しています。加えて、
Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドックはユーザーでも簡単にセッ
トアップできます。

• 将来の環境変化に対応。Thunderbolt™ 3 テクノロジーでは、
現在の状態を拡張して、興味深い新しいユースケースを実現で
きます。例えば、外付けのグラフィックス・ユニットでグラフィッ
クス機能を追加できるため、リモートで使用する場合は PC を
軽量化し、ドッキング時にはグラフィックス機能を追加できま
す。この場合、PC の重量は 6 ポンドから 3 ～ 4 ポンドまで減
少することができ、ユーザー体験の向上とコスト削減につなが
ります。Thunderbolt™ テクノロジーは、USB-C* ドックとは異
なり、4K/60Hz デュアルモニターにも対応します。現在、イン
テルの従業員の大半は 4K モニターを使用していませんが、モ
ニター更新時には新しいモニターが 4K になる可能性が高く、
Thunderbolt™ テクノロジーの高帯域幅が必要です。

通常、新しいテクノロジーを環境に導入する場合は、市場の評価の
後に、エンジニアによるラボテストを実施します。テストの結果が良
ければ、1 つ以上の概念実証 (PoC) を実施した後、本番環境に導入
します。これは、Thunderbolt™ 3 テクノロジーを POR ドッキング・
ソリューションに決定する場合の一般的なプロセスです。

ラボテストと早期の PoC
IT エンジニアが構成したプロトタイプ・ドックは、インテルの従業
員の一般的なデスクを模して、2 台および 3 台のディスプレイで構
成したノートブック PC を、キーボード、マウス、オーディオと接続し
ました。この段階で重視したのは再現性の要素です。ドックからノー
トブック PC を取り外し、再度接続することを繰り返し、同一のユー
ザー体験が得られるかを確認しました。すべてのラボテストで、パ
フォーマンスや再現性に関する重大な問題は発生しませんでした。

次に、現実のオフィスの条件で作業を行う 25 人のユーザーサンプ
ルに対して、限定的なベータテストを実施しました。全体的に、イン
テル IT 部門もユーザーも満足しました。ただし、ドライバーに関し
ては重要な教訓を得ました。25 人のテスターの一部は、さまざまな 
OEM の比較的古いノートブック PC を使用していました。一方で
は、非 Windows* ベースの PC も含め、さまざまなシステムでドッ
クを検証できました。他方では、古いドライバーとファームウェアに

よって機能に問題が発生しました。ドライバーとファームウェアを更
新すると問題は解決しましたが、ドックを幅広く導入する前に IT 部
門による予防的な更新が必要になる可能性が示唆されました。

導入の範囲の拡大
25 人のユーザーテスト後に、Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドッ
ク (インテルのリファレンス・デザイン仕様に合わせて設計された 
OEM 生産) を、数百名に展開しました。数週間通常使用した後に、
アンケート調査を実施しました。期待したとおり、ほとんどの回答は
好意的で、次のような意見が得られました。

• 「 モニターのサポートが向上し、フル HD と 4K の外付けデュア
ル・ディスプレイに対応しました。古いドックは外付け HD ディス
プレイにしか対応しませんでした。クラッシュの回数が大幅に減
りました。そして USB とオーディオの問題も減りました」

• 「 他の OEM ドックよりも安定性が高く、ブルースクリーンも、ドッ
ク / アンドック時のハングアップも発生しませんでした」

• 「 私が使用していた OEM ドックはデバイスとの接続がよく切れ
ていて、少なくとも 1 日に 1 回はネットワークとディスプレイが
切断されていました。ドライバーを更新してアンインストールと
再インストールを行ってみましたが、多くの問題が解決しません
でした。この新しいドックで、その問題は完全に修正されました。
これまで使用していた OEM ドックよりも良いので、この新しい
ドックは絶対に返したくありません」

• 「 1 台の Thunderbolt™ テクノロジー・ドックで、最終的には 3 画
面を駆動して充電もできたため、本当に気に入りました」

• 「 特にディスプレイ・ポートとの接続性が良くなりました。このポー
トは IT モニターのサポートに必要なのです」

25 人のユーザーテストで発生したドライバーとファームウェアの懸
念事項は、やはり残っていました。一部のユーザーは周辺機器との
やりとりができませんでした。また、システムのレスポンスが遅くな
ることや、その他のエラーの発生も見られました。今回もまた、ドライ
バーとファームウェアを更新するとほとんどの問題は解決しました。

「1 台の Thunderbolt™ テクノロジー・ドックで、 
最終的には 3 画面を駆動して充電もできたため、 

本当に気に入りました」
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教訓
Thunderbolt™ 3 テクノロジーは本番環境にフル導入されて
います。現在までに、3 世代の PC にわたり 27,000 台以上の 
Thunderbolt™ 3 テクノロジーベース・ドックを導入しました。イン
テル IT 部門が購入するすべてのノートブック PC とワークステー
ションでは、この機能が標準になっています。

Thunderbolt™ 3 テクノロジーを幅広く評価した結果、この新しい
ドッキング・ソリューションから次のような複数のメリットが得られ
ることを確認しました。

• 環境の複雑さを緩和。Thunderbolt™ 3 テクノロジーベース・ドッ
クは、クロスプラットフォーム・ドッキングなので、職場で必要に応
じていつでも、どこでも稼働を続けることができます。今後、OEM 
ドライバーは次第に均質化され、使いやすくなり、シームレスな
ユーザー体験を提供するようになると期待しています。 

• 管理を簡素化。インテルは Thunderbolt™ 3 テクノロジーを標準
にするようにドッキング・ソリューションを設計しているため、設
計が異なるために予期しない非互換性が発生するリスクが大幅
に低下します。 

• Windows* をネイティブサポート。Windows* 10 に 
Thunderbolt™ 3 テクノロジーのネイティブサポートが統合され
るようになり、職場の互換性がさらに向上し、管理の複雑さが緩和
され、導入が簡素化します。

• PC を薄型化。ノートブック PC が世代を重ねる度に薄くなり、従
来の USB などのポートは、Thunderbolt™ 3 プロトコルと他の一
般的な PC プロトコルを転送する小型化された USB-C* インター
フェイスに取って代わられます。

• 機能性を向上。Thunderbolt™ 3 テクノロジー・ドックで
は、4K/60Hz デュアルモニターを使用した状態で、USB や 
Thunderbolt™ 3 テクノロジー周辺機器の帯域幅も提供できま
す。さらに、インテルのテストにより、Thunderbolt™ テクノロジー
ベース・ドックは非 Thunderbolt™ テクノロジーの USB-C* ドッ
クよりも充電の信頼性が高いことが実証されています。

まとめ
今回の導入成功によって、Thunderbolt™ 3 テクノロジーを標準に
したインテルの取り組みを再確認しました。調査によると、このソ
リューションはインテル IT 部門のニーズを満たすとともに、将来の
成長の基盤ともなります。私たちは、このことをインテルの従業員間
で継続的に共有します。

Thunderbolt™ 3 テクノロジーは完璧なソリューションではなく、
メカニカルドックに発生しなかった追加のメンテナンス・コストが

かかります (特にドライバーとファームウェア更新関連)。ただし、接
続方法を問わず、すべてのドック・テクノロジーでは随時ファーム
ウェアを更新する必要があります。全体として、インテル IT 部門が 
Thunderbolt™ 3 ポートおよびドッキング・ソリューションを採用す
ることは、デメリットよりもメリットの方が非常に大きく、ささいな
デメリットのほとんどは従来の USB ドッキングオプションでも発
生します。

接続がシンプルで普遍性を備えているため、インテルは 
Thunderbolt™ 3 ドッキング・テクノロジーを優先的に使用します。
これにより、IT コストの削減、多種多様な機器の増加の抑制 (それ
に伴うサポートの複雑さの緩和)、従業員の生産性向上を可能にし、
インテルの職場環境を将来のコンピューティング・ニーズに対応で
きるようにします。

関連コンテンツ
このホワイトペーパーが参考になった場合は、次の関連情報とリ
ソースも参照してください。 

• Thunderbolt™ 3 テクノロジー概要

• インテルの Thunderbolt™ テクノロジーに関するマイクロサイト 

• インテルの Thunderbolt™ 3 テクノロジーに関するホームページ

• 開発者向け Thunderbolt™ 3 テクノロジー

インテル IT 部門のベスト・プラクティスの 
詳細については、intel.co.jp/IT を参照してください。

IT@Intel
企業の IT プロフェッショナルとインテル IT 部門をつなぎ
ます。インテル IT 部門は、非常にハードルの高い複雑なテ
クノロジー課題に日々取り組んでいます。そして、そこから
得られた教訓をオープンなフォーラム形式で世界中の IT 
部門の方と共有したいと考えています。

私たちの目標はただ 1 つ、企業全体の効率性を上げ、IT 
への投資の価値を向上させることです。 

各種 SNS やコミュニティーでインテルをフォローしてくだ
さい。
• Twitter
• #IntelIT
• LinkedIn
• IT ピア・ネットワーク

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
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