
HPC クラスター上での AI および 
分析の実行例

シミュレーションとモデリング、人工知能 (AI)、および分析のワークロードを単一のクラスター・ 
インフラストラクチャーで実行するコンバージド・プラットフォームの創出は、リソースの価値
と利用率を向上させながら、ブレークスルーとなるイノベーションをサポートするものとなっ 
ています。インテル® アーキテクチャーに基づくサーバーは、そのようなコンバージェンスの 
理想的な土台です。このソリューション概要では、AI と分析のワークロードを既存のハイパ 
フォーマンス・コンピューティング (HPC) クラスター上で実行する場合の課題とビジネスチャ
ンスについて紹介しています。

HPC コンバージド・プラットフォーム

図 1.サイロ化された個別のクラスターに分散しているワークロード

ここ 10 年間の、エンタープライズ、学術分野、および政府関連の 
データストアの爆発的なサイズ増大は、データを可能性の萌芽から
行動につながるインサイトへと変貌させることができるリソースの
必要性を加速させてきました。Apache Spark* のような分析エン
ジンの使用により、インテリジェントなインサイトの基盤がさまざま
な業種において実用化されています。これからも、これらのソリュー 
ションはさらに洗練されたものとなり、さまざまな組織により多くの
価値を生み出し続けます。

AI (機械学習とディープラーニングを含む) の 1 つの用途として、過
去の入力に基づいて将来のイベントを予測するように訓練されたニ
ューラル・ネットワークなどによる分析の強化があります。Narrative 
Science 社による研究は、回答者の 61 パーセントが現在、最も広
く用いられている AI に基づくソリューションである予測分析ととも
に AI を実装していることを報告しています。1 AI は今後も幅広い組

織において重要な役割を果たします。MarketWatch* は、グローバ
ルな AI 市場の年複利成長率が 2024年には 36 パーセントになる
ものと見積もっています。2

多くの組織には、既存のシステム・アーキテクチャーと統合してビジネ
スプロセスの有効性と効率性の向上に注力するよりも、分析プラッ
トフォームおよび AI テクノロジーを別個の実体として採用する傾向
があります。図 1 に示すように、多くの場合には、これらの機能を導
入するために専用のクラスターを新規に作成することがあります。こ
の方法では、データサイロが生み出され、データの移動やステージ
処理に関連した費用のかかる運用が必要になります。また、複数の
クラスターの存在は、利用効率の低いインフラストラクチャーを生
み出す結果にもつながっています。特にディープラーニング・ネット 
ワークの訓練に使用される、散在しやすい AI クラスターについては
そう言えます。
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HPC の価値を実現する上での課題を克服する
既存の HPC インフラストラクチャーを有する組織が AI と分析を
採用する際、その多くが、単一のシステムで 3 つのワークロードすべ
てを実行することを困難にしている以下の課題の 1 つ、あるいは複
数について言及しています。

•  フレームワークおよびソフトウェア・スタックを共存させること。
シミュレーションとモデリング、分析および AI のフレームワーク
とソフトウェア・スタックは、協調して機能する必要があります。残
念ながら、HPC、分析および AI のソフトウェア・スタックとフレー
ムワークは大幅に異なっており、それぞれのワークロードが自身
のソフトウェア・スタックをクラスターにロードする必要がありま
す。特に、これらのワークロードのためのリソースを分配するリ 
ソース・マネージャーの設計は、通常極めて大きく異なっています。
インテルでは、この目的のために、多くのソリューション・アーキ
テクチャーのセットを提供しています。この点について扱った簡単
な手引書「Supporting Simulation and Modeling, Analytics, 
and AI on a Common Platform」で説明されています。

•  HPC 指向ではないハードウェア。アクセラレーターや GPU を装
備したサーバーは、特に AI ワークロード向けに優れたパフォーマ
ンスを実現できる可能性のある手段として、多くの組織の関心を
引き付けています。実際のところ、それらの組織が典型的な HPC 
インフラストラクチャー内にすでに有しているシステムの特性  
(例えば、ハイパフォーマンスなネットワーク・ファブリックやハイ
パフォーマンスな共有ストレージと接続されている、堅牢なコン 
ピューティング・コアなど) は、分析と AI ワークロードの必要
性を適切に満たしています。インテルでは、多くの投資により、
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの AI 関連パフォー
マンスを向上させ、また、インテル® Xeon® CPU に特有の新しい 
AI 命令セットを導入してきました。このような努力により、これら
の CPU は AI ワークロードを処理する点での非常に優れた選択
肢となっています。

•  文化と運用上の相違点。HPC チームはベアメタルやオンプレミ
スのクラスターを重視しているのに対し、多くの AI および分析 
チームはクラウド指向であり、その傾向は DevOps などの機能的
なアプローチにも及ぶことがあります。加えて、AI および分析チー
ムは通常 Python*、Scala*、Java* といった高レベル言語を使用

しているのに対し、HPC チームは C/C++、Fortran といった低レ
ベル言語を使用する傾向があります。

これらの課題と、それらに伴う思い込みを克服することは、これら 3 
種類すべてのワークロードに適した効率的なインフラストラクチャー
を実現するプロセスにおいて組織を導く重要な要素となり得ます。
シミュレーションとモデリング、AI、および分析のワークロードを単一
のクラスター・インフラストラクチャーにまとめることには、コスト面
で二重の利点があります。資本支出 (CAPEX) の観点からすると、既
存および将来のクラスターに対する投資から最大限の利益を得な
がら、新しい支出の必要性を軽減できます。運用費用 (OPEX) の点
からは、複数のクラスターではなく単一のクラスターで動作するよう
にインフラストラクチャーを簡素化することによって、環境の運用お
よび維持コストを減らすことができます。

これらの利点は、既存の HPC インフラストラクチャーのサプライ 
ヤーとして IT 組織がすでに取引を行っている、同じサーバーのオリ
ジナル装置製造会社 (OEM) が提供するソリューション・スタックを
通して実現できます。図 2 に示すように、コンバージド HPC スタック
では、イノベーションを実現し、従来の HPC、HPC ベースの AI、およ
び HPC ベースの分析などの価値をワークフロー全体にもたらすこ
とができます。2021年の予測として、従来式の HPC が引き続きイ
ンストール・ベースの大部分を占めるものの、分析と特に AI が、より
高い成長率を示すものと予想されています。3

シミュレーションとモデリング、AI、および分析の 
ための新たなニーズ
IT 組織が次の数年間に対するアーキテクチャー戦略を定める際、
その多くは、AI と分析が他のワークロードやビジネスプロセスと交
差するポイントに気づきはじめています。同時に、シミュレーション
とモデリングが扱わなければならないデータセットは非常な勢い
で増加しています。その増加は、現在のデータを多量に扱うサイエン
ス、および新たに現れた認知コンピューティングの分野によって加
速されています。これらのトレンドは、基礎となるシステム間の十分
な相互運用性の必要性を強調していますが、そのような相互運用
性は、シミュレーションとモデリング、AI、および分析のワークロード
を個別のクラスターで実行するなら阻害されてしまいます。例えば、
シミュレーションとモデリング、データ・クリーニング、および AI ベー

図 2.2021年までのサンプル HPC ワークロードの投資レベルと成長率3
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https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/solutions/select-solutions/analytics.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/solutions/select-solutions/analytics.html
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スの推論をそれぞれ異なるクラスターで実行することがどれほど非
効率的かを想像してみてください。

これらの 3 つのワークロードを同じクラスターで実行するなら、数
多くの利点を得ることができます。まず、すでに言及したように、デー
タをコピーし、各段階で保管する必要性は劇的に削減されるか、全
くなくなります。加えて、大量のデータをクラスター間で転送すること
による遅延も避けることができます。この点は、リアルタイムのワー
クフローを柔軟にサポートする点で特に重要です。このようなコン
バージェンスは、組織内での新しい能力を要求するニーズが現れる
ことで、はじめて重要性が高まります。 

例えば、産業界全体での IoT エンドポイントの増大は、ほとんどの
場合、これまでとは桁違いのデータフローを生成することになるで
しょう。関心の対象であるデータポイント、パターン、および他のイン
サイトを識別するために、これらのフロー全体を仕分けることは、潜
在的に巨大なタスクとなり得るものであり、AI ベースの分析が最も
得意とするところです。これらの出力に基づき、ビジネスプロセスま
たはエージェント・ベースのシステムの最適化の機会を識別して、シ
ミュレーションとモデリング・ソフトウェアにより、あらゆる組み合わ
せに対して投資することができるでしょう。AI は、実際のシミュレー
ションとモデリングジョブのデザインとキャリブレーションを改善す
るために使用できます。

この種のワークフロー全体で連携するシステム間では、相互運用性
が不可避であることは明らかです。加えて、これらのシステムがより
シームレスに統合されるなら、プロセスはより効率的で効果的なも
のになります。相互に関連するこれら一連の課題に首尾よく対応す
ることができたなら、データのインサイト、不正検出、ロボット工学か
ら個人化された医療、気象学、気候学など、業種と研究分野にわたっ
て広がる多くの使用例を実現できます。

したがって、多くの企業と研究組織では、より大きな柔軟性を得るた
め、HPC インフラストラクチャーを刷新する必要があることに気づ
いています。この刷新では特に、図 3 に示すとおり、組織の多様な部
門のニーズを満たし、まとめ上げる点で、大きな努力が必要とされま
す。多目的のクラスターは、最大限の柔軟性、効率性、およびパフォ

ーマンスを実現しながら、これらの関心分野の範囲に適合する、理
想的なシステムです。インテルのアーキテクチャーに基づくサーバー
は、このインフラストラクチャーの理想的な基盤です。

大規模コンバージド・インフラストラクチャー 
実現へのオープンシステムによる取り組み
インテルのアーキテクチャーに基づいて構築された、大容量汎用 
サーバー上の既存の HPC クラスターは、さまざまなワークロードに
対し、柔軟でコスト効率性の高いパフォーマンスを実現できます。こ
の取り組みでは、独立したリソースの購入、構成、管理、サポートを不
要にすることに加えて、複雑性を軽減できます。特定機能のために
設計されたシステムを使用するのとは対照的に、ジョブは必要に応
じて環境内のどこででもスケジュールできるので、リソースを最大限
活用することが可能になり、特定のリソースに関連したボトルネック
を避けられます。

インテルでは、図 4 に示すように、コンバージド HPC クラスターが
最大限機能できるようにするため、オープンソースのプロジェクトに
寄与するほか、ハードウェアおよびソフトウェアのプロバイダーに協
力するなど、エコシステム全体にわたる取り組みを行っています。こ
れが可能になると、エンドカスタマーへの導入が簡素化され、複雑
性とリスクが緩和されるようになります。これには、シミュレーション
とモデリング、AI、および分析のためのリソース・マネージャーと他の
ソフトウェアのシームレスな連携や、インテル® アーキテクチャー上
でのパフォーマンス、スケーラビリティー、安定性、およびセキュリ 
ティーのためのフレームワークの最適化が含まれます。インテルは
また、サーバー・プロバイダーとも協力して、可能な最高の結果を実現
できるよう、システムを開発し、検証することにも携わっています。

アーキテクチャーの基礎となるのは、インテルのビルディング・ブロッ
クと、他の業界標準コンポーネントに基づく、一般的なハードウェア
とソフトウェアです。これらには、よく使われている、幅広いインター
コネクトとオブジェクト・ストアや、ストレージ抽象化のためのさまざ
まな方法が含まれます。ストレージ抽象化では、3 種類すべてのワー
クロードからデータを引き出し、必要とされるところであればどこか

図 3.組織全体での HPC 集約の動機付け
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らでも利用可能な、単一のデータプールを作成します。その結果、サイ
ロ内でのデータの孤立化と、別個のクラスター間での大規模なデー
タセットの頻繁な移動やステージ処理がどちらも排除されます。

このモデルの統合されたストレージ・アーキテクチャーは、分散オブ
ジェクト・ストアに基づいており、さまざまなデータアクセスの方法に
おいて相互運用性を実現するために、多数のストレージ抽象化を提
供します。統合されたファブリック・アーキテクチャーは、多様な相互
接続ファブリックの動作を調和します。

ここで描いているアーキテクチャーは、ベアメタルのプロビジョニン
グと、ソフトウェア定義インフラストラクチャー (SDI) の仮想化プロ
ビジョニングの方法の両方を包含しています。ベアメタルのアプロー
チは、ほとんどの HPC 組織が採用している標準的な方法で、SDI 
は、仮想リソースをオンデマンドで用意することに重点を置いてい
ます。このダイナミックな方法は、俊敏性を向上させ、常に変化する
状況と、分析ワークロードに関連するビジネスまたは研究上のニー
ズに基づいてジョブを生成するために利用できます。

リソース管理レイヤーは、多くの意味において、コンバージド・プラッ
トフォームの最重要要素で、シミュレーションとモデリング、AI、およ
び分析のワークロードを同じクラスター上で実行するために利用さ
れる、効率的で堅固な抽象化を実現します。この機能は、リソースを
割り当てる、ジョブをスケジューリングする、元々は互換性のない 
ワークロードの競合を解決する、といった機能の統合を可能にしま
す。このレイヤーのドメイン固有のプラグインを使えば、クラスターの
オペレーターは、その環境での運用を自らのニーズに合わせて調整
できます。

この一般化されたスタックは、シミュレーションとモデリング、AI、お
よび分析の新しい実装を、3 つの機能がどのように組み合わされ、
新しいビジネスや研究での価値を創出するかという観点に基づい
て、組織がより速く、より容易に調査できるようにします。 

幅広いインテル® テクノロジーの 
基礎に基づいて構築
シミュレーションとモデリング、AI、および分析に対するインテルのア
ーキテクチャー的なアプローチでは、形式の決まったソリューション
を前もって定めるよりも、オープンさと柔軟性を主要な設計上の要
件としています。スタックは、一般的なメーカー全体からのハードウェ
アのビルディング・ブロックをサポートすることに加え、ソフトウェア

の広大なエコシステムを利用します。インテルが直接提供するツー
ルの他に、多くのオープンソースおよび商用のサードパーティー・ソフ
トウェア・パッケージが、インテルのアーキテクチャー上でのパフォー
マンス、スケーラビリティー、安定性、およびセキュリティーのために
最適化されています。

ハードウェアとソフトウェアのビルディング・ブロックの組み合わせを
事前に検証し、さらに組織の特定のニーズに合わせて調整したもの
を、図 5 で示すように、インテル® Select ソリューションとして利用す
ることができます。このインフラストラクチャーは、よく使われるサー
バーメーカーの幅広い選択肢の中から入手できるシステムを利用し
て、実装を単純化し、データセンターの刷新に伴うエンドカスタマー
のリスクを軽減しながら、パフォーマンスを大幅に向上させます。

インテル® アーキテクチャーのビルディング・ブロック
クラスター・アーキテクチャーでは、ハードウェア・スタック全体で、次
のようなさまざまなインテル® アーキテクチャーのビルディング・ブ
ロックを利用できます。

•  第 2 世代のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーは、さ
まざまなワークロードに対して優れた結果を実現する、強固なコ
ンピューティング・クラスターの中核です。例えば、最近の試験に
よると、このプロセッサーを利用したシステムは、3 年前のシス
テムと比較して、HPC CPU ベンチマークにおいて最大 3.7 倍の
平均パフォーマンスの向上を達成しています。4また、LINPACK* 
CPU ベンチマークでは、ワールドクラスの 5.8 倍のパフォーマン
ス向上を実現し、5競合のプロセッサーと比較して 1.7 倍の浮動
少数点演算性能を発揮しています。6これらのプロセッサーはま
た、最も要求の厳しい AI 推論ワークロードの要件を満たせるよ
うに製造されています。インテル® ディープラーニング・ブースト
を実行する第 2 世代のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッ
サーは、インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサーと比較
して、推論スループットを最大 25 倍向上させたことがわかって
います。7

•  インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリーは、大容量、手
ごろな価格設定、永続性というこれまでにない組み合わせを提供
します。より大量のデータをプロセッサーの近くに移動し、そこに
保つことによって、データ利用度の高い HPC と AI のワークロー
ドは、より高速に、そしてより大きな規模で処理できるようになり
ました。

図 4.ワークロード全体で統一されたアーキテクチャー

コンピューティン
グ

シミュレーションとモデリング：MPI 人工知能：
TensorFlow*、Caffe* など

分析：
Apache Spark*、Hadoop* など

マルチドメインのリソース・マネージャー：
Apache Mesos*、Kubernetes*、Univa*、Slurm* など

ベアメタルのプロビジョニング：
xCAT*、Warewulf* など

SDI 仮想化プロビジョニング：
OpenStack*、Amazon Web Services* (AWS)、

Microsoft Azure*、コンテナー

インテル® Xeon® スケーラブル・ 
プロセッサー、Intel® FPGA、  
将来のプラットフォーム

インテル® Omni-Path アーキテ
クチャー、インテル® イーサネット、
InfiniBand* など

ネットワークストレージ抽象化：Alluxio*

Ceph*、AWS S3*、Swift*、Lustre*、POSIX*、HDFS など

コンピューティング
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•  インテル® SSD は、お客様が自身でコストとパフォーマンスのバ
ランスを取れるように、幅広いストレージオプションを提供して
います。インテル® Optane™ DC SSD は、レイテンシーの劇的な
低下と一貫性の向上、高耐久性、高くバランスの取れたパフォー
マンスを達成し、NAND SSD のボトルネックを除き去って、シス
テムのパフォーマンスを最大化します。

•  インテル® ファブリック製品には、広帯域幅で低レイテンシーの
ファブリックであるインテル® Omni-Path アーキテクチャー  
(インテル® OPA) が含まれています。これは、HPC クラスターのパ
フォーマンスを最適化し、その導入を容易にします。またすでに確
立された業界リーダーであり、速度、ケーブル媒体、およびポート
数において幅広い選択肢を提供しているインテル® イーサネット
も含まれています。これらはどちらも、InfiniBand* のような他の
ファブリックが実装されているクラスターでスムーズに機能する
ように構築されています。

多様なワークロードに対応するインテル® アーキテクチャー
のためのツールと最適化
シミュレーションとモデリングを中心にしたツールと最適化
シミュレーションとモデリングのアプリケーションとワークロードを
ターゲットとした主要なツールと最適化の手段には、以下のものが
あります。

•  インテル® MPI ライブラリーは、インテル® アーキテクチャー・ 
ベースのクラスターを対象に最適化されたアプリケーションを作
成、実行、試験、および維持するために設計されたオープンソース
の HPICH 仕様の実装であり、実行時に選択された複数のファブ
リックのどれでもサポートします。ランタイム環境とソフトウェア
開発キットの両方が提供されています。

•  GCC および Intel® コンパイラーは、インテルのアーキテクチャー
に対する柔軟な最適化機能を可能にしています。両方のコンパイ
ラーの動作は類似しているので、デベロッパーはこれら 2 つを容

易に切り替えることができます。これらのコンパイラーはまた、一
般的なツールチェーンと統合されているので、相互運用性がさら
に高められています。

•  インテル® マス・カーネル・ライブラリー は技術および科学計算
に広く適用できる、事前に最適化された数学ルーチンのコレクシ
ョンです。インテルでは、インテル® MPI ライブラリー の関数をプ
ラットフォームの世代ごとに維持しているので、エンドカスタマー
は、ライブラリーを再リンクし、自分のコードを再コンパイルする
だけで、ハードウェアの進歩の恩恵を受けることができます。

•  Torch* はオープンソースの科学計算フレームワークであり、多
くの機械学習アルゴリズムのサポートが統合されています。これ
にはシンプルで堅牢なスクリプト言語 (LuaJIT) や、基礎となって
いる C/CUDA の実装が含まれています。インテルは、インテル® 
Xeon® プロセッサー向けに最適化されたプロジェクトのフォーク
を維持しています。

分析を中心としたツールと最適化
次に示すのは、分析のワークロードからの結果を改善するためにイ
ンテルが提供している、または可能にしているソリューションのサン
プルです (他にもさまざまなものがあります)。

•  インテル® Data Analytics Acceleration Library (インテル® 
DAAL) は、ビッグデータ分析問題の処理を加速する、最適化され
たルーチンの集まりです。これは、Hadoop*、Apache Spark*、R*、
および Matlab* のような、一般的なデータ・プラットフォーム上に
構築されたアプリケーションのパフォーマンスを高めるように設
計されています。

•  Apache Spark* は、分析フレームワークの中でも、特にインテ
ルのフレームワークの最適化に重点を置いています。Apache 
Spark* は、元々カリフォルニア大学バークレイ校で開発されたビ
ッグデータの処理エンジンで、ストリーミング、SQL、機械学習、お
よびグラフ処理のためのモジュールが組込まれています。

図 5.インテル® アーキテクチャーのハードウェアおよびソフトウェア・スタック
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AI を中心としたツールと最適化
AI フレームワークのエコシステムと他のコンポーネントは急速に
成長しています。インテルは、AI の実装を次のようなインテルのアー
キテクチャー上で最適に動作させることで、この成長に関与してい
ます。

•  ディープ・ニューラル・ネットワーク向けインテル® MKL  
(インテル® MKL-DNN) は、ディープラーニング・アプリケーショ
ン向けのパフォーマンス・ライブラリーです。インテルのアーキテ
クチャーベースのシステム上にディープ・ニューラル・ネットワー
クを実装するための、高度にベクトル化され、スレッド化された
ビルディング・ブロックを提供します。詳しくは、https://01.org/
mkl-dnn を参照してください。 

•  ディープラーニング・フレームワーク。BigDL*、Caffe*、MXNet*、 
TensorFlow*、および Theano* など。インテル® アーキテクチャ
ー上に構築されたサーバーおよびクラスターで、ディープ・ニュー
ラル・ネットワークの高速なトレーニングから利益を得られるア
プリケーションの開発を簡素化するなど、AI ワークフローを高
速化するように最適化されています。詳しくは、http://intel.ai/
framework-optimizations を参照してください。

まとめ
シミュレーションとモデリング、AI、および分析プラットフォームを集
約することは、近い将来、これら 3 種類のワークロードをすべて実
行することを予想しているエンタープライズや公益団体にとって、必
要な進化の段階です。3 種類のジョブを単一の環境でサポートする
ことにより、多くの組織は、新たに現れるビジネスと研究のニーズを
サポートするために必要なコンピューティング能力の全範囲を利用
できるため、CAPEX と OPEX の両方を削減できるようになります。

HPC のイノベーションを加速する：
www.intel.jp/hpc
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トハッシュ：830a10059a018cd2634d94195140cf2d8790a75a-2634d94195140cf2d8790a75a)、モデル：https://github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_
full_conv.prototxt、BS=64、データレイヤーなし合成データ：3x224x224、48 インスタンス / 2 ソケット、データタイプ：INT8 vs. インテルによるテスト結果 (2017年7月11日時点)：2S インテル® Xeon® Platinum 8180 プロ
セッサー @ 2.50GHz (28 コア)、HT 無効、ターボ無効、スケーリング・ガバナーは intel_pstate ドライバーから「performance」に設定、384GB DDR4-2666 ECC RAM 搭載。CentOS Linux* リリース 7.3.1611 (コア)、Linux* 
カーネル 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64。SSD: インテル® SSD DC S3700 シリーズ (800GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、25nm、MLC)。パフォーマンス測定に使用した環境変数：KMP_AFFINITY=’granularity=fine, compact‘, 
OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq は cpupower frequency-set -d 2.5G -u 3.8G -g performance。Caffe：(http://github.com/intel/caffe)、リビジョン f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c。推論
は「caffe time --forward_only」コマンドで、学習は「caffe time」コマンドで測定。「ConvNet」トポロジーには、合成データセットを使用。その他のトポロジーについては、データをローカルストレージに保存し、学習前にメモ
リーにキャッシュ。トポロジーの仕様の詳細については、https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models (ResNet-50) を参照。インテル® C++ コンパイラー (バージョン17.0.2 20170213)、
インテル® MKL スモール・ライブラリー (バージョン 2018.0.20170425)。Caffe は「numactl -l」で実行。
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。
性能の測定結果は、構成の記述に記載された日に実施されたテストに基づいています。また、現在公開中のすべてのセキュリティー・アップデートが適用されているとは限りません。詳細については、公開されている構成情報を
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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、www.intel.jp/benchmarks (英語) を参
照してください。
インテルは、本資料で参照している第三者のベンチマーク・データまたはウェブサイトについて管理や監査を行っていません。本資料で参照しているウェブサイトを参照し、本資料で参照しているデータが正確かどうかを確認し
てください。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、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。
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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、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。 
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