
概 要
ビッグデータの利用環境は民主化の途上にあります。ビジネスユーザーによる分析の利用
頻度が急増した結果、従来のビジネス・インテリジェンス（BI）1 ではユーザーの要求に対応
することが難しくなっています。インテルでは、一部のユーザーはすでに、クエリーの実行、
可視化、データの探索、分析の実行によってセルフサービス BIを実行しています。営業 /
マーケティング・グループでは、社員の 25%がすでにセルフサービスBIを実行しています。

ソーシャルメディア、モバイル・テクノロジー、クラウド・ソリューションなどの他の「職場改革」
構想とともに、分析（アナリティクス）はインテルのすべてのビジネスグループの生産性の最
適化に不可欠です。インテル IT部門では、こうした職場改革構想を推進するために、厳し
いビジネスニーズに十分に対応できる処理能力を備えたクライアント・デバイスの提供を進
めています。

インテルは、セルフサービスBIを実行するユーザーにとって高性能なビジネス・クライアント・
デバイスがどの程度のビジネス価値を持つかを評価するためのテストを実施しました。この
テストでは、9種類のハードウェア構成（タブレットとノートブックPC）を対象として、プロセッ
サー・コアの速度、プロセッサー・キャッシュ、RAMが、データセットの単純なクエリー、複雑
さが中程度のクエリー、複雑なクエリーの応答時間に及ぼす影響を評価しました。

このテスト結果から次の事実が明らかになりました。

•  プロセッサー・コアの速度は、データセットのすべてのクエリーの応答時間の短縮におい
て重要な要素であることが分かりました。

•  大容量のプロセッサー・キャッシュと追加 RAMもクエリーのパフォーマンスの向上に貢
献します。

•  インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー搭載クライアントに比べ、インテル® Core™ i7 
vPro™ プロセッサー搭載クライアントでは、セルフサービス BIクエリーの実行時間が最
大 50%短縮されました。

従業員の生産性向上の実現という観点から言うと、セルフサービスBIユーザーにインテル® 
Core™ i5 vPro™ プロセッサーからインテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーへのアップグ
レードを促すことで、クエリーの応答時間を2時間からほぼ半分の 1時間に短縮できます。

セルフサービスBIユーザーにインテル® 
Core™ i5 vPro™ プロセッサーから
インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッ
サーへのアップグレードを促すことで、
クエリーの応答時間を 2時間からほぼ
半分の 1時間に短縮できます。
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この効率化により、意思決定が迅速化し、イノベーションや生産性向上のためにより多くの
時間を使えるようになります。

ビジネス課題
インテル IT部門は、ビジネススピードの向上こそ、企業競争力にとっての差別化要因であ
ると認識しています。そして、スピードを高めるために、ソーシャルメディア、モバイル・プラッ
トフォーム、分析（アナリティクス）、クラウド・テクノロジーの各ソリューションによるインテル
の全社的な「職場改革」構想の実現に取り組んでいます。こうした取り組みの一環として、
ビジネスユーザーが生産性を最適化するために必要なクライアント・デバイスを提供したい
と考えています。クエリーの実行、可視化、データの探索、分析の実行などのビジネス・イン
テリジェンス（BI）を担当するユーザーは、耐久性、セキュリティー、運用管理機能といった
ビジネス向けの特性を備えた高性能デバイスを求めています。

インテルでは、多くのユーザーが迅速にデータ分析を行う必要に迫られているため、セルフ
サービスBI業務に適したハードウェアを提供する必要があります。一方でBIのデータクエ
リーは膨大になる可能性があります。プロセッサー・コアの速度、プロセッサー・キャッシュ、
RAMが不十分なクライアント・デバイスでは、クエリーの処理に時間がかかりすぎ、クエリー
を適切に処理できない可能性があります。

BIのボトルネック
BIにより、膨大なデータは、ユーザーの賢明な意思決定を支援する有意義なインサイトへ
と生まれ変わります。インテルでは、BIによって、次のような大きな価値がすでにもたらさ
れています。

•  工場分析 BIソリューションにより、インテルの製品ラインの 1つで、ユニット単位のデータ
をテストサイクルの最適化に役立つ実用的なインサイトに変換しました。これにより、一部
のテスト運用時間を80%削減することができました。

•  ビジネス開発 BIソリューションでは、社内外の売上データをマイニングして、大規模リセ
ラーをターゲットとするインテルの営業担当者の収益増に役立つインサイトへと変換して
います。

•  故障の予測 BIモデルでは、これまで監視されていなかったクライアント側のネットワーク・
ログを分析し、そのデータを利用することで、故障の発生を事前に 30%減らし、サービ
スコールの件数も減少しています。

しかし、インテル IT部門は、このレベルのビジネス価値でさえ、BI分析要求におけるボトル
ネック発生の要因となることに気づきました。BIによって引き出される実用的な情報（分
析、解釈され、グラフ形式で可視化された情報）を得るために、ユーザーはまずクエリー要
求をインテル IT部門に提出します。提出された要求は、分析されて要求者に結果を返すこ
とができるようになるまでキューに置かれます。このキューのバックログが最大 6カ月残さ
れたままになると、ユーザーは適切な意思決定を迅速に行うことができず、ビジネス部門の
俊敏性と競争力が制限される可能性があります。

ビジネスユーザーがセルフサービス BI業務を円滑に行えるようになるためのトレーニング
とともに、高性能なビジネス・クライアント・デバイスを提供することは、こうしたボトルネック
を解消し、職場改革に貢献します。
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セルフサービスBIへの移行
セルフサービスBIは、従来の BIに比べ、IT部門の介入を減らして、ユーザーがビッグデー
タを分析、可視化することによってインサイトを獲得し、賢明な意思決定を迅速に行うこと
を可能にします。データ収集が急激に拡大する中で、企業は BIのデータを分析およびマイ
ニングする能力を持った従業員を増やしたいと考えています。購入パターンを特定する場
合や、マーケティング・コンテンツを開発する場合など、企業はより多くの従業員がデータを
分析できるようになることを求めています。

予備知識を備えたデータアナリストならば、最低限のトレーニングでセルフサービス BIソ
リューションに移行できるかもしれませんが、一般のユーザーがビジネスチャンスをデータ
マイニングの問題として捉えるには、さらなる支援が必要です。インテルは、セルフサービス
BI機能を実行するためにデータ分析を活用する営業担当、ビジネス・マネージャー、その
他のユーザーのトレーニングをすでに進めています。2

営業グループでは、セルフサービス BIソリューションとレポートの利用率が前年に比べて
40%増加しています。3 営業 /マーケティング・グループでは、社員の 25%がすでにセル
フサービスBIを実行しています。分析の実行方法を習得したユーザーの増加に伴って、さ
らに高性能なビジネス・クライアント・デバイスのニーズが高まり続けています。

インテル IT部門では、一部の BI機能をビジネス部門に移行することによって、次の目標を
達成しました。

•  データによってユーザーの創造性を高める

•  ユーザーの意思決定を迅速化し、カスタマー・エンゲージメントを向上させる

•  BI要求の ITバックログを削減する

セルフサービス BIソリューションに不可欠なのは、ユーザー側のローカルデータと共通の
企業データを活用し、データの視覚的な探索、複数のデータセットのマッシュアップの作成、
他のプラットフォームからの情報のインポートを行えるようユーザーを支援するソフトウェア・
アプリケーションです。こうした直感的なアプリケーションにより、分析を実行するためのス
キルセットの要求レベルは下がり、セルフサービス BIはより幅広いユーザー層に受け入れ
られるようになります。

ソリューション
セルフサービスBIの成功は、ユーザーのスキルセットと、大規模なデータセットのクエリー、
分析、可視化を行うビジネス・クライアント・デバイスの能力に左右されます。テストでは、高
性能のビジネス・クライアントは処理能力の低いクライアントよりもセルフサービス BI機能
を高速で実行できるため、生産性が大幅に向上することが示されました。これらのテストに
より、ビジネスユーザーの個人の生産性向上の可能性と、分析における高性能ビジネス・ク
ライアントの重要性が浮き彫りになりました。

テストでは、実際の利用用途とクエリーを実行する 9種類のデバイス構成を比較しました。
大規模なデータセットに対する 3種類の BIクエリーの実行時間を主要な測定基準にしま
した。

2  インテル IT部門のホワイトペーパー「Broadening Access to Data Analytics in the Enterprise」（英語）を参照してください。
3  インテル IT部門のホワイトペーパー「Delivering Self-Service BI, Data Visualization, and Big Data Analytics」（英語）を
参照してください。

テストでは、高性能の 
ビジネス・クライアントは 
処理能力の低いクライアントよりも 
セルフサービスBI機能を高速で 
実行できることが示されました。
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手 法
各クライアント・デバイスでのクエリーの実行時間を調べるときに、各構成のプロセッサー・コアの速度と RAMの
サイズの変数を切り分けました。4 プロセッサー・コアの速度が増加する場合は、プロセッサー・キャッシュも増加し
ました。

9種類の各ハードウェア構成で、次のパラメーターを使用してテストを実施しました。

•  各クライアントでは、同じOSとソフトウェア構成を使用しました。

•  結果が一貫しており、ソフトウェアに依存しないことを立証するために、2つの一般的なインメモリー BIソフトウェ
ア・ソリューションをテストしました。

•  同じデータセットに対してクエリーを実行しました。

•  各クライアントで同じクエリーを繰り返し実行しました。

ハードウェア
インテル® Atom™ プロセッサー Z3795（1.59GHz）と 4GBの RAMを搭載したタブレットから、インテル® 
Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー（2.80GHz）と16GBの RAMを搭載したノートブックPCまで、9種
類のハードウェア構成をテストしました。テスト対象となった構成のリストについては、表 1を参照してください。

インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー（1.90GHz）と4GBの RAMを搭載したクライアントを調査の
ベースラインとして設定しました。インテルでは、IT部門がサポートする多数のノートブックPCに 4GBのメモリー
が搭載されています。セルフサービスBIユーザーは、タブレットやノートブックPCの携帯性を好むため、デスクトッ
プ・ワークステーションは今回のテストから除外しました。

ソフトウェア
各クライアント・デバイスでは、同じOSとソフトウェア構成を実行しました。現在、市場で最もポピュラーなセルフサー
ビスBIソフトウェア・ツールと、インテルで最も普及しているセルフサービスBIソフトウェア・ツールの 2種類をテス
トしました。これらの 64ビット版アプリケーションはどちらもインメモリー分析を使用します。インメモリー分析では、
データを圧縮して RAMに格納することでクエリーのパフォーマンスを最適化します。インメモリー分析機能では、
大規模なデータセットを使用するときに、搭載されている使用可能な RAMを活用します。テストでの比較対象とな
る主要変数の 1つをRAMとしたのはそのためです。

表 1. インテル IT部門は、同じデータセットに対して同じクエリーを実行して、以下の各ハードウェア構成のパフォーマンス向上率をテストしました。
注意：この調査では、GPUとグラフィックスの基本周波数を追跡しましたが、これらが結果に統計的影響を及ぼすことはありませんでした。

プロセッサー コア数 インテル® ターボ・ 
ブースト・テクノロジー

CPUの 
キャッシュ

RAM デバイスの 
種類

インテル® Atom™ プロセッサー Z3795（1.59GHz） 4 非対応 2MB 4 GB タブレット
インテル® Core™ i3-4010U プロセッサー（1.70GHz） 2 非対応 2MB 4 GB ノートブックPC

インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー（1.90GHz） ベースライン 2 対応 3 MB 4 GB ノートブックPC

8 GB タブレット
インテル® Core™ i7-4700MQ vPro™ プロセッサー（2.40GHz） 4 対応 6 MB 4 GB ノートブックPC

8 GB ノートブックPC

16 GB ノートブックPC

インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー（2.40GHz） 4 対応 8 MB 4 GB ノートブックPC

16 GB ノートブックPC

4  この調査では、CPUのキャッシュサイズは分離しませんでしたが、ホワイトペーパー「優れたパフォーマンスを実現するインメモリーBIプラットフォームの構成」では、
CPUのキャッシュサイズが仮想サーバーでのクエリーの実行速度の向上に影響を及ぼすことが説明されています。
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実際の利用用途のシナリオとクエリー
テストは、営業 /マーケティング・グループの 2種類の実際の利用用途とデータを対象とし
たクエリーに基づいて実施されました。

•  1つ目の利用用途は、世界での自社製品の使用状況についてインサイトを得るために、
製品使用情報をマイニングし、複数のデータセットを結合するというもの。

•  2つ目の利用用途は、顧客について理解を深め、顧客に対応できるように、コンシュー
マーに関するインサイトデータを分析し、データの高度な可視化を行うというもの。どちら
の利用用途でも、数百万行のデータが含まれた大規模なデータセットに対してクエリー
が実行されました。

各利用用途では、次の 3種類のクエリーを実行しました。

•  単純なクエリー：製品の年間市場シェアや四半期ごとの製品使用量の確認など、実行時
間が 1分以内のクエリー。

•  複雑さが中程度のクエリー：製品の年間市場シェアの地域別の詳しい調査など、実行時
間が 1～ 3分のクエリー。

•  複雑なクエリー：最も細かいレベルでのデータ分析に基づいてデータモデルが作成され
る、実行時間が 3～ 10分以上のクエリー。この種のクエリーでは、複雑さが中程度のク
エリーまたは単純なクエリーの年間市場シェア分析が含まれ、将来の業績を予測するモ
デルが作成されました。

テスト結果
インテル® vPro™ テクノロジーと、最速のプロセッサー・コア、最大のプロセッサー・キャッ 
シュ、最大容量の RAMを組み合わせたプロセッサー構成（インテル® Core™ i7-4900MQ 
vPro™ プロセッサー（2.80GHz）と16GBの RAM）を使用したときに、最良の結果が得ら
れました（サイドバーの「インテル® vPro™ テクノロジー」を参照）。図 1に示すように、性能
が最も低い構成から最も高い構成に向かってパフォーマンス向上率が徐々に高まっており、
クライアント・デバイスのプロセッサー・コアの速度、プロセッサー・キャッシュ、RAMの増加

図 1. 性能が最も低い構成から最も高い構成に向かってパフォーマンス向上率が徐々に高まりました。
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向上

910秒

200秒

複雑なクエリーの
最良のテスト結果
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によってセルフサービス BIのパフォーマンスが向上することが示されています。構成変数
のうち、プロセッサー・コアの速度を上げたときに、クエリー応答のパフォーマンスが最も大
きく向上しました。

高速プロセッサー・コアの利点
図 2では、今回のテストの第一の目的である、4GBのテスト構成で、プロセッサー・コ
アの性能が高いほどセルフサービス BIの利用用途でのパフォーマンス向上率が高く
なるという部分を切り出しています。インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッ
サー（2.80GHz）は、ベースラインのインテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー
（1.90GHz）に比べ、最大 41.1%パフォーマンスを向上させることができ、インテル® 
Atom Z3795 プロセッサー（1.59GHz）に比べ、最大 192.5%パフォーマンスを向上さ
せることができます。

これらの結果から、インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー（1.90GHz）で
2時間のクエリーを実行しているユーザーが、インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プ
ロセッサー（2.80GHz）を実行するビジネス・クライアント・デバイスにアップグレードした場
合には、クエリーの実行時間が最大 50%短縮され、ほぼ 1時間分の生産時間を新たに
獲得できることが明らかになりました。

ユーザーがセルフサービス BIクエリーの実行に費やす時間を調べることで、より強力なビ
ジネス・クライアント・デバイスへのアップグレードによってユーザーが削減できる時間を割り
出す費用便益分析を作成できます。5

大容量の RAMの利点
テストの目的の 1つに、RAMの容量がインメモリー BIの処理に影響を及ぼすかどうか
の確認がありました。図 3では、高速のコアを使用した場合と RAMを増やした場合のパ
フォーマンス向上率の変化を比較しています。インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロ
セッサーで RAMを 4GBから 8GBに増やすと、クエリー実行時間が 12%短縮されまし
た。一方、4GBの RAMは増やさずに、インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッ
サーを使用すると、クエリー実行時間が 43%短縮されました。

5  インテルでのセルフサービスBIの使用法に基づくと、アップグレードへの投資は、わずか2週間の通常のクエリー・アクティビティー
で回収できます。

図 3.高速プロセッサー・コアにアップグレードした場合、RAMのアップグレードに比べ（クエリー実行時間が 8分短縮）、
15個の複雑なクエリーの実行時にパフォーマンスが大幅に向上しました（クエリー実行時間が 30分以上短縮）。

図 2.4GBのテスト構成では、プロセッサー・コアの性能
が高いほどパフォーマンス向上率が高くなります。

5192. %

インテル® Core™ i5-4300U
vPro™ プロセッサー

インテル® Core™ i7-4900MQ
vPro™ プロセッサー

向上

パフォーマンスが

複雑なクエリー

インテル® Atom™ プロセッサー
Z3795

インテル® Core™ i7-4900MQ
vPro™ プロセッサー

複雑さが中程度のクエリー

4GB構成での
パフォーマンス向上率の比較

41.1%
向上

パフォーマンスが

43%

12%

44分

68分

77分

インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー
4GBの RAM

8MBのキャッシュ、最大 3.80GHz

インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー
8 GBの RAM

3 MBのキャッシュ、最大 2.90 GHz

インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー
4GBの RAM

3 MBのキャッシュ、最大 2.90 GHz

プロセッサー・コアの速度と
RAMを個別の変数とした場合のパフォーマンス向上率の比較

パフォーマンスが 向上

パフォーマンスが 向上

値が小さいほど良好
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次のステップ
高速プロセッサー・コアを搭載したビジネス・クライアント・デバイスで、セルフサービスBIの
パフォーマンスが向上することが確認されました。今後のデバイス管理に関する意思決定
を行う際には、これらの結果が参考となるでしょう。また、これらの結果はインテルの製品
開発グループとも共有されます。

BIは重要なビジネス機能です。インテル IT部門は、クエリーを効率的に実行できる強力な
クライアント・デバイスによってBIを支援したいと考えています。職場改革とセルフサービス
BIは全社的に広がり続けており、クライアント・デバイスを提供するときにも、ユーザーの BI
のニーズを考慮する必要があります。

以上の結果は、インテルの製品開発グループにとって、幅広いユーザー層に BIを提供で
きるようにインテル® アーキテクチャーの改善を続ける強い動機付けとなります。例えば、
インテル® vPro™ テクノロジー搭載クライアントのトランザクショナル・シンクロナイゼー
ション・エクステンション -新命令セット（TSX-NI）により、BIクエリーなどのマルチスレッド・
ワークロードは確実に高速化します。

まとめ
テスト結果から、セルフサービスBIクエリー実行時のパフォーマンスは、ビジネス・クライアン
ト・デバイスの大容量のプロセッサー・キャッシュや RAMを強化するよりも、高速プロセッ
サー・コアの採用によって大きく向上することが分かりました。これは、セルフサービス BI
分析を迅速に完了できる強力なビジネス・クライアント・デバイスを BIユーザーに提供する
重要性を示しています。

テスト結果は次のとおりです。

•  インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載クライアントをインテル® Core™ i5 vPro™ プロ
セッサー搭載クライアントにアップグレードすることにより、クエリーの応答時間が 39～
46%短縮されました。

•  テストでは、インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー搭載クライアントをインテル® 
Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載クライアントにアップグレードすることにより、クエリー
の応答時間が 20～ 46%短縮されました。

•  インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサーで RAMを 4GBから 8GBにアップ
グレードすると、クエリーの応答時間が 8～ 10%短縮されることが分かりました。

ソーシャルメディア、モバイル・プラットフォーム、クラウド・テクノロジーに加え、BIや他の
ビッグデータ分析は、インテルの職場改革にとって重要な貢献要素です。ビジネス・クライ
アント・デバイスは、セキュリティーとプライバシーの基準を維持しながら、ユーザーのフラス
トレーションを減らし、ユーザーのモバイル化、ソーシャル化、生産性向上を可能にします。
インテル IT部門では、職場改革を支援する高性能なクライアント・デバイスを推奨するだけ
でなく、ユーザーがクライアント・デバイスの機能を最適化できるように、データのマイニン
グ、分析、解釈のさらなるトレーニングの検討も進めています。

インテル® vPro™  
テクノロジー
優れたパフォーマンスとセキュリティー
および運用管理機能の組み合わせ

最新世代のインテル® Core ™ vPro™ 
プロセッサーに組み込まれたインテル® 
vPro™ テクノロジーでは、プロセッサー・
テクノロジー、ハードウェア上の拡張機
能、運用管理機能、セキュリティー技術
を組み合わせて、クライアント・デバイ
スの OSや電力ステートに関係なく、リ
モートからクライアントにアクセスし、監
視、保守、運用管理を実行できるよう支
援します。

セキュリティーと運用管理機能を重
視した結果として、パフォーマンスを
犠牲にするテクノロジーもありますが、
インテル® vPro™ テクノロジーは、マル
ウェアやルートキットからの保護、強力
なパスワード、位置ベースのサービス
によって ITの課題に対処しながら、優
れたパフォーマンスも同時に実現しま
す。テストでは、セルフサービス BIクエ
リーの応答時間が最も短いハードウェ
ア構成のノートブックPCに、インテル® 
vPro™ テクノロジーが搭載されていま
した。また、テストのベースラインとし
て設定したノートブックPCとインテル
で最も一般的な構成は、インテル® 
Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー
（1.90GHz）と4GBの RAMです。

インテル® Core ™ i7 vPro™ プロセッ
サー上で実行されるインメモリー・セル
フサービス BIソフトウェア・アプリケー
ションにより、ユーザーはビジネスに
関する新たなレベルのインサイトを得
ることができます。インテル® Core ™ 
vPro™ プロセッサーにより、こうしたセ
ルフサービス BIアプリケーションの計
算機能が最適化され、実用的なインサ
イトを得るまでの時間が短縮されます。
ユーザーは、タブレットやノートブック
PCで、迅速かつ詳細なデータ分析を
すぐに実行できます。コスト効率に優れ
た保守機能とリモート管理機能を備え
たインテル® Core ™ i7 vPro™ プロセッ
サーは、負荷のかかる処理をスマートに
行い、セキュリティーを強化し、ユーザー
の生産性向上を最大限支援するクライ
アント・プラットフォームをセルフサービ
スBIユーザーに提供します。
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  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。

  システム構成：一部のシステム構成と実施されたパフォーマンス・テストについては、このホワイトペーパーの本文に記載されています。詳細について
は、http://www.intel.com/performance/（英語）を参照してください。

  インテル・プロセッサー・ナンバーはパフォーマンスの指標ではありません。プロセッサー・ナンバーは同一プロセッサー・ファミリー内の製品の機能を
区別します。異なるプロセッサー・ファミリー間の機能の区別には用いません。インテル・プロセッサー・ナンバーを参照してください。

  本書に記載されている情報は一般的なものであり、具体的なガイダンスではありません。推奨事項（潜在的なコスト削減など）はインテルの経験に基
づいており、概算にすぎません。インテルは、他社でも同様の結果が得られることを一切保証いたしません。

  本資料に掲載されている情報は、インテルの製品およびサービスの概要説明を目的としたものです。本資料は、明示されているか否かにかかわらず、
また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。製品およびサービスに付属の売買契約書
『Intel's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテルの製品およ
びサービスの販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵
害性への保証を含む）に関してもいかなる責任も負いません。

  Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel vPro、Look inside.、Look inside.ロゴは、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。

  インテル株式会社
  〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1
  http://www.intel.co.jp/
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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、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。

インテル® Core ™ i7 vPro™ プロセッサーなどの高速コアを実行するビジネス・クライアン
ト・デバイスを使用することにより、セルフサービス BIを実行するユーザーは、大規模な
データセットのクエリーの作成、実行、分析、可視化に要する時間を大幅に削減できます。
インテル IT部門は、セルフサービス BIのパフォーマンスを向上させることによって、ユー
ザーがビッグデータのイノベーションのメリットをさらに追求できるようになると考えてい
ます。さらに、セルフサービスBIユーザー向けのハードウェア構成にインテル® vPro™ テク
ノロジーを取り込むことで、システムを管理し、データをセキュリティー保護する追加機能も
提供されます。

IT@Intel

IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネージャー、 
エグゼクティブが、インテル IT部門のスタッフ
や数多くの業界 ITリーダーを通じ、今日の困
難な IT課題に対して成果を発揮してきたツー
ル、手法、戦略、ベスト・プラクティスについて詳
しく知るための情報源です。詳細については、
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照
してください。あるいはインテルまでお問い合わ
せください。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
•   「Broadening Access to Advanced Analytics 

in the Enterprise」（英語）
•   「Delivering Self-Service BI, Data Visualization, 

and Big Data Analytics」（英語）
•   「優れたパフォーマンスを実現するインメモリー

BIプラットフォームの構成」
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