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Apple Business ManagerでのMacの管理


クラウド中心の時代にmacOSとMacはどう進化するのか
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10月発表の新機種についての注目点



MacBook Air

• 接続コネクターのUSB-C(Thunderbolt 3)化


• Retinaディスプレイ、Touch IDの搭載


Mac mini

• USB-A、Thunderbolt 3、HDMI、Ethernet


• ハイパフォーマンス化(8th gen Intel Core, Intel UHD Graphics)


• オプションで10Gbit Ethernet


• T2 Securityチップ：ストレージの暗号化、HEVCビデオの変換

2018年10月発表のMac



前のモデルが2014年


純正ディスプレイがなくなっても残った

Mac mini



CPUはCore m系列であり、MacBookに近い？


• 他のCore mよりも高いTDP(熱設計電力)


• 消費電力を抑えつつも、パフォーマンスを高める狙い

MacBook Air



USB-C化はほぼ完了か


ラインナップは整理され、シンプルな方向へ

• 新MacBook AirはCPUがCore i5のみとなるなど


• ディスプレイサイズのバリエーションは年々減っている


• Touch Barは縮小方向か？


先々の進歩はセキュリティと機械学習応用

• Touch IDの次はFace IDか？


• iOSデバイスの方がホットな市場なので、テクノロジーは先行する

Mac新機種で見えてくるラインナップ

Desktop

• Mac Pro

• iMac / iMac Pro

• Mac mini


Note

• MacBook Pro

• MacBook Air

• MacBook



iBook Storeで配布開始


• 音楽はジャスティン・テンバーレイク


教師ガイドも公開

Everyone Can Createの日本語版



Hour of Code ファシリテーターガイド


• Apple Storeで展開しているプログラミング講座の指導者向け
ガイド


Swift Coding Clubキット


• Appleが配布している様々なテキストの「入口」的なガイド
ブック


• 3つのPDF(Block Based Guide, Playgrounds Guide, Xcode 
Guide)


Development with Swift Level 1認定試験

Swift Programming Materials from Apple



MacOS Mojaveの機能強化ポイントと
新アプリケーション



黒基調のデザイン

• 以前から黒いメニューバーをサポート


• デザイン分野のユーザーなどが、明るい画面
を嫌う傾向にあった


原則、すべてのアプリケーション対象

• 古いものでもコンパイルし直しで対応


• 自分で色を指定しているアプリケーションの
場合、問題になる可能性もある

ダークモード



スタック



データに応じて編集機能がウインドウタイト
ルバーに登場

• 編集機能はデータごとに違う


• Keynoteのように出ないものもある


変更を保存する操作を行う


変更結果はアプリケーションを開いても有効

QuickLookで編集機能
編集結果を後から変更
することもできる



Command+Shift+5


画面ショットと画面録画


オプションも選択可能

• ファイルの保存場所


• 数秒待つ、など

画面ショット機能



連携カメラ

挿入メニュー

写真が文書に挿入されるiPhoneがカメラ撮影状態でアクティブに
なる (書類だとトリミング+複数の撮影)



新App StoreアプリケーションとOSのアップデート



iOSアプリケーションの移植



プライバシー情報を最近利用したア
プリケーションを表示

プライバシー情報の向上



Finder上で詳細なメタデータを確認

ギャラリー表示



ダイナミックデスクトップ

• デスクトップ画像が時間によって変化。デスクトップは滅多に見ない?


• ファイルフォーマットはマルチイメージのHEICファイル


• データ作成方法をAppleが公開していない


Facetimeマルチユーザーミーティング


• 他のOSが参加できないオンラインミーティングでは用途が限られる


その他の機能として紹介されている

• 『日本語の発音による英単語入力が加わりました。』


– ～Siriにはそんな機能はなさそう


• 『… and romanized English input for the Japanese keyboard.』

予想通り!? 盛り上がりに欠けた機能

?



新しいテクノロジーへのサポート

• 機械学習（GPU含む）、AR


• Apple独自の技術ではなく、広い世界で発展しているものをフォロー


OSレイヤーでの顕著なアップデート


• セキュリティに関連する機能（カメラやマイクの利用許可、Safariでの痕跡を残さないようにす
る仕組み、パスワードの自動生成）


技術的な意味でのOSの進化ではなく、製品としてのMacの価値向上


• その意味では、添付アプリケーションの機能向上もmacOSのアップデート機能

macOSの現在のフォーカスポイント



Mojaveの「次」をにらんだ機能の分析



WWDC 2017

• Mojaveで完全64bit化することを明言


• 妥協はしないと言ったものの…


WWDC 2018

• Mojaveは最後の32bitアプリケーショ
ンをサポートするOSということに
なった

見送られた完全64bit化



32ビットアプリケーション


• High Sierra 10.13.4から警告
が出るようになった


警告は出ても実行はできる

32bitアプリケーションなどは、起動時に警告



4月には新規登録は64ビットのみへ


6月からは更新も64ビットのみ


なぜ64bitなのか？


• メモリ増加に伴い、64bitだとパフォー
マンスが向上、32bitだと頭打ち（以
前、Appleが言及）


• メモリが8～64GBに広がり、足かせに
なるものを排除したい

App Storeへの登録はすでに64ビットのみ



Windowsでは実現できそうにない目標をAppleは立てている点で注目できる


現状で、そこそこの数の32bitコードが配布されている


• 典型的なものはプリンタードライバーや、ユーティリティなど


• MacOS、Carbonといった時代にコアコードが作られている製品の可能性が高い


一方、App Storeに32bitのコードがなくなっている


• このことが実現できているということはだけでも、大きな効果があると言える


“妥協しない”と言ったが、何かの妥協を行ったのではないか？


• App Store外で配布されているものへの対処であることは明白

64bitオンリーを見送った理由は?



普通に考えればありえない＝機能が違いすぎる 
• Finderの存在、管理者権限での操作が可能なmacOS


• アプリケーションの稼働だけをユーザーに許すiOS


統合に根拠があるとすれば？

• Macの売り上げの５～６倍の売り上げがiOSデバイス側にある


• 携帯デバイスがパソコンを駆逐するという、いかにもワクワクしそうなシナリオを信
じたいという、根拠のない願望

常に噂される「macOSとiOS」の統合

Appleは最新のiPhoneを
発表するときに、統合を

強く否定

この理由なら、他にや
めるべきものがある

プロフェッショナルな仕事には、Macやあ
るいはPCが様々な意味で不可欠



MojaveではUIKitを部分的にサポート



開発者には、2019年に対応可能にする



iOSのアプリケーションをmacOSでも稼働できる


• バイナリ互換ではなく、macOS用に再ビルドは必要


• macOS向けのアプリケーションをiOSで動かす…という需要はない


• AppleはiOSのユーザーエクスペリエンスをmacOSに持ち込みたいのではないか？


MojaveではUIKitをサードパーティには公開しない


• Apple標準アプリケーションの一部で、iOSのアプリケーションをmacOSでも稼働


• 「わずかなコードの修正で動いている」とレポート


• 現実的な問題点をApple側で対処する期間を設け、2019年のOSで本格対応

iOSとmacOSのフレームワーク統合を進めている



本当に可能か？

• OSの成り立ちを考えれば、技術的には可能


• アプリケーションがオートレイアウトなど解像度非依存状態になっている必要あり


• タイミングが微妙なアプリケーションはやや大幅な修正が必要かもしれない


どんな修正が必要か？＝OSの違い


• ファイル処理、センサー処理、セキュリティの考え方が、両OSで大きく違う


• 右クリックやメニューなど、UI周りの操作体系が違う

UIKit上で動くmacOSアプリケーションの現実



ClassKit

• 学生に宿題を出し、その進捗などを教師が参照できるような仕組みをアプリケーションに組み
込むためのOS機能。iOS/macOSで対応（macOSはMojave以降）


• 付加価値の高い、教育向けソリューションの登場をAppleは期待している


• Appleは端末から攻める教育市場開拓をしているとしたら、将来のポートフォリオ対応への布石
かもしれない


AR技術の適用


• より教育効果の高いアプリケーション開発が期待できる


• 一方で、開発コストは大きく上昇する

教育分野で期待できる技術



ClassKit対応はすでに可能な状態



Apple Business Managerでの 
Macの管理



MDMと組み合わせてMacを管理で
きる


昔のワークグループマネージャな
どでの管理機能に相当


以下、Appleの資料を提示します

Apple Business Manager



管理対象Apple IDのiCloudストレージが  
200GBに

アカウントのパスワード管理が簡単に

「Appとブック」による新たな購入体験

柔軟なライセンス管理 

デバイスの種類に応じたデフォルトMDM
サーバ

Apple School Managerのアップデート



Apple Business Manager

役割

デバイス

コンテンツ



デバイス登録機能をApple Business Manager
に統合

アクティベーション時にデバイスをMDMに自
動登録

複数のMDMサーバを管理

デバイスの種類に応じてデフォルトのMDM
サーバを指定

デバイス



一括購入機能をApple Business Managerに  
統合

アプリケーションと本を一括購入

複数のアカウントを単一の組織に統合

場所の設定と管理

複数の場所の間でライセンスを簡単に再割
り当て

コンテンツ



場所、デバイス、コンテンツを管理するため
のアカウントを作成

役割別に追加アカウントを作成
• デバイスの登録とMDMを管理するデバイスマ
ネージャ

• アプリケーションや本を管理するコンテンツマ
ネージャ

• スタッフを管理するユーザマネージャ

役割



Accounts

Johnny 

アカウント

Johnny Appleseed

Appとブック

MDMサーバ



Accounts

MDM Servers

Johnny 

アカウント

MDMサーバ

Johnny Appleseed

Appとブック



Accounts

Johnny 

Accounts

Apps and Books

Johnny AppleseedJohnny 

アカウント

Appとブック

Johnny Appleseed

アカウント

MDMサーバ



クラウド中心の時代にmacOSとMacは
どう進化するのか



ホームフォルダ、特に「書類」フォルダがクラウドにあれば便利

• ネットワークの制約があるが、連動すればメリットは大きい


• どこでも使えて(クラウド連携)、快適に使える(内蔵ディスク)、のが目指すゴール


• サンドボックスアプリケーションは自分の書類フォルダをiCloud連携できる


だが、iCloudを使う機運にない


• 「書類」フォルダが自動的にiCloud連動になっている点で混乱が発生


• iCloudにお金を払う気になれない（OneDriveだったら1TBあるぞ！）


• Office365を利用するとしたら、OneDriveで連携する方が十分メリットがある

クラウド連動のゴールと現状



Mac/macOSの次のターゲットは、Touch ID/Face IDの普及か?


• 全機種にTouch ID、カメラ搭載の機種が一般的なのでFace IDも可能


スマホが電子マネーのインフラになった

• 日本では交通系ICカードの普及と、スマホ対応により一気にお金が電子化した


• スマホは情報への到達の手軽さ(ユビキタス)が普及を後押し


• 同じような展開がパソコンにあるとすれば、情報の連携に価値がある


– クラウドやストレージに散らばる情報を、現在は人間が対応づけているが、パソコンや
そのOSは、そうした作業をサポートすることで価値を高められる

セキュリティ強化

スポットライトはその初歩
段階の機能とも言える



ディレクトリサービスから、MDMベースへ


• MDMはすでに多く現場で使われた実績のあるサービス


• Apple Business Managerを中心に管理可能な端末環境を揃える


利用者にとっては？

• 1人に1台のMac、ユーザーは利用者が独自に作成する＝サーバーで提供されるサービスと分離


• 一方で、ネットワーク設定などは管理者の管理下にある


管理者にとっては？

• 利便性と安全性を両立させる管理手法が問われる時代へ

今後のMacを取り巻く端末管理



なぜ、AppleはUIKitをサポートするのか？


• マーケティング／ビジネス的な理由は自ずと導かれる


• 安全にMacを利用するための制限を一歩進めるつもりがあるのではないか？


– サンドボックスは利用できるフォルダが大きく制約されるが対応アプリも多い


– iOSのようなユーザー環境でも十分に仕事はこなせるはずという知見


すっと先のmacOSは


• もしかして、Finderがなくなるか、役割が大きく変わるのではないだろうか？


– ドキュメントモデルを捨てて、アプリケーションモデルを前面に出すのは、顧客の用途をある意味
狭くする可能性もある

UIKitサポートは、サンドボックスの次の段階



MacBook Air、Mac miniが新しくなり、Macラインナップがよりシンプルに


macOS Mojaveがリリースし、使い勝手を高める機能などが搭載


Apple Business Managerが登場し、MDMが普及するなど、Mac端末の管理手法
はディレクトリサービスからMDMへとシフトした


iOSのアプリケーションフレームワークがmacOSでも使えるようになること
は、macOSをより安全に使えるようにするための布石かもしれない

まとめ


