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インテルは、 これまで夢とされていたような 
感動体験を実現へと導きます。

皆さんは、 インテルをプロセッサーの会社と思って
いるかもしれません。 しかし、 インテルはそれだけ
ではありません。 あらゆるビジネスのため、 また地
球上の人々、 一人ひとりのために、 不可能と思わ
れるようなテクノロジーを次々と実現させ、 現在、
そして未来に向けた感動体験を創り出しています。

インテルは人々の可能性を引き出すために、 その
歴史を通じて、 テクノロジーの恩恵を広 げること
にも努めています。 その創意は、 視覚、 触覚、 奥行
知覚といった人間がもつような知覚能力の向上
のみならず、 機器や物体、 空間といったモノ同士を
ネットでスマートに接続させる通信にも及びます。
人々の生活に不可欠な機器に使用される重要な
要素技術の提供に加え、 クラウドと IoT を活用し
た市場を一変させるような新しい産業の創出や、
ヘルスケアや商取引など、 世界規模の課題を抱え
る分野での解決にもインテルは取り組んでいます。

インテルは、 PC 産業を支える企業から、 世界の
データセンターの進化や数十億に上るモバイル / 
IoT 機器間の接続、 また、 企業や政府の IT システ
ムのセキュリティーを守る企業とへ生まれ変わっ
ています。 ムーアの法則に基づく比類ない製造能
力・技術を源泉とした機器の能力を追求するだけ
でなく、 人々が求める新たな体験を次々と生み出
し、 夢とされていたような感動体験を実現へと導
きます。

＊2017年4月現在

会社概要

インテル株式会社

商号： インテル株式会社

本店所在地： 東京都千代田区丸の内 3 丁目 1 番 1 号

設立： 1976 年 4 月 28 日

株主： インテル コーポレーション

代表取締役社長： スコット・オーバーソン

事業所： 東京本社 
  （東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル5階） など

Intel Corporation （インテル コーポレーション）

会社名： Intel Corporation

設立： 1968 年 7 月 18 日

設立者： ロバート・N・ノイス （故人）

 ゴードン・E・ムーア 
  （インテル コーポレーション 名誉会長）

代表者： ブライアン・クルザニッチ 
  （インテル コーポレーション CEO）

本社： 米国カリフォルニア州サンタクララ （本社）
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2020年までに

さらなる成長に向けた戦略
～データカンパニーに向けて～
2025 年までに 800 億のデバイスがインターネットに接続 *1

今日、スマートかつインターネットにつながる“モノ” や機械から生み出されるデータの量は爆発的に
増加しています。 これにより、今後ますますデバイス、データセンター、ネットワークへの投資も必要と
されると見込まれ、 これは各分野でのシリコン需要のさらなる拡大を意味しています。 つまり、 それら
データこそ、インテルのイノベーションと成長のための原動力となります。

出典：
*1 IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2017 Predictions, November 2016
*2 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/vni-network-traffic-forecast/infographic.html
*3 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
*4 https://datafloq.com/read/self-driving-cars-create-2-petabytes-data-annually/172
*5 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
*6 http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
数字は推定値を含む

膨大なデータを活用する社会が訪れ、IoT 化への流れが急速に進展している今、インテルは、データを作る「デバイス」、データ
を運ぶ「ネットワーク」、データを解析する「クラウド / データセンター」 というデータのあらゆる局面に関わる唯一のデータカン
パニーといえます。 そして、データを、ビジネスとイノベーションをさらに加速させるための実用的かつ重要なツールととらえ、デー
タの価値をさらに発展させています。

この取り組みを加速させるために、インテルは、1）データの収集、蓄積、管理と有効活用を促すクラウドとデータセンター、AI、
それに関わるネットワーク、2）データの流れや処理を加速させるメモリー、FPGA、5G、そして 3）データリッチなモノと機器の 3
分野を重点領域ととらえています。 そして、この 3 分野を相互連携のもと、進化させていく戦略「成長の好循環（成長に向けたイン
テルの戦略的サイクル）」 を推進し、 “データ爆発” の新時代で成長を加速させています。
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1日に約 1.5 GB*2平均的なインターネット・ユーザーが生成するトラフィック

1日に 3,000 GB*3 以上スマートホスピタルが生成するトラフィック

1台で 1日に 4,000 GB*4 以上自動運転車が生成するトラフィック

1日に 40,000 GB*5 以上コネクテッド航空機が生成するトラフィック

1日に 1,000,000 GB*6 以上コネクテッド・ファクトリーが生成するトラフィック

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/vni-network-traffic-forecast/infographic.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
https://datafloq.com/read/self-driving-cars-create-2-petabytes-data-annually/172
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
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1969
1970

1971
19721968〜

1970年4月
インテル初の自社キャンパス用地とし
て、米カリフォルニア州サンタクララに
26 エーカー（約 10 万 5,000 平方メー
トル） の土地を購入。 翌年、インテル初
の自社ビルと「ファブ 2」 を開設。

1970年10月
世 界 初 の 商 用 DRAM 製 品 1103 を 
発表。 記憶容量は1,024ビット。

1971年9月
世界初の EPROM、1702を製品化。 
記憶容量は2,048ビット。

1971年10月
東京 ・ 渋谷区に、 インテル ・ ジャパン ・
コーポレーション日本支社（インテル
株式会社の前身） を設立。

NASDAQ 市場で株式を公開。 初値は
23ドル50セントで680万ドルを調達。

1971年11月
Electronics News 誌の広告で、 世界で
初めてのマイクロプロセッサー 4004
を発表。 幅は約 3mm、 長さは約 4mm
で、 2,300 個の MOS 型トランジスター
を搭載。 108KHz のクロック周波数で
動作。 プロセス技術は10ミクロン。

1969年4月
インテル製品第1号となるメモ
リー製品、ショットキー ・バイポー
ラー RAM3101を発表。 記憶容
量は64ビット。

1968年7月
はじまりは、 
わずか1枚の事業企画書

ロバート ・ ノイスとゴードン ・ ムーアはベンチャー ・
キャピタリストのアーサー ・ ロック氏の支援によって
インテルを創業。ロック氏は、ノイスとムーアがまとめた、
わずか1枚の事業企画書で250万ドルの資金を調達。

1965年4月
当時、フェアチャイルド・セミコンダクター社に在籍
していたゴードン・ムーアが、 後に“ムーアの法則”
として知られる半導体技術の進歩に関する予測を
発表。 「トランジスターの集積度は約 2 年で倍増す
る」 とし、半導体業界の技術革新の指針となる。

1968年7月18日
ロバート ・ ノイスとゴードン ・ ムーアが、 米国カリフォルニア
州マウンテンビューにインテル コーポレーション （当時の
社名は NM Electronics） を設立。 その語源は、 INTegrated 
ELectronics（集積されたエレクトロニクス）。 アンドリュー ・グ
ローブが、設立後まもなく入社。  インテルは、集積回路の研究、
開発、製造、および販売を事業の主軸とする。 当時主流であった
磁気コアメモリーに代わる半導体メモリー製品を主要製品とし
て開発。

1968年7月 
（〜1975年）
ロバート・ノイスが初
代社長 兼 CEO（最高
経営責任者） に就任。

1968年
米カリフォルニア州マウンテンビューの
古い工場を借り、 インテル最初の製造施
設を開設。

インテルの歴史

4004マイクロプロセッサー（1971年11月）

History of Intel
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1974年
企業文化“Six Values” のルーツ

インテルの企業文化 “Six Values” の起源は、
1974 年の“Eleven Values” に遡る。 現在も継
承されている Discipline、 Risk Taking、 Result 
Orientation に加え、 Openness（オープン） や
Problem Solving（問題解決） など当時の経営
哲学が今もなお、 脈々と息衝いている。 今ある
Quality と Customer Orientation は、日本企業
の優れた製造管理に学んだもの。

Intel Six Values

 — Customer Orientation

— Discipline

— Great Place to Work

— Quality

— Result Orientation

— Risk Taking

1972年4月
8 ビ ッ ト の マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー
8008 を発表。 3,500 個のトランジス
ターを搭載し、200KHz のクロック周
波数で動作。 プロセス技術は10ミク
ロン。

1972年6月
コンピューター ・ チップの製造を 50
ミリ・ウエハーから75ミリ・ウエハー
に移行。

1972年11月
マレーシア ・ ペナンに海外初の半導
体組立て・テスト （後工程）施設「A1」
を竣工。

1973年4月
クリーンルームでバニースーツ
（防塵服） の着用開始。

1975年4月 
（〜1987年）
ゴ ー ド ン ・ ム ー ア が 第 2 代 CEO に 就
任。  1990 年には、 ジョージ ・ ブッシュ米
国大統領（当時） よりナショナル・メダル・
オブ・テクノロジーを受賞。 1997年、名誉
会長に就任。

〜1977

1976年3月
8ビットのマイクロプロセッサー 8085 
を発表。 6,500 個のトランジスター
を搭載し、 2MHz のクロック周波数で
動作。 プロセス技術は3ミクロン。

1976年4月
東京・世田谷区に、インテルジャパン株
式会社（現インテル株式会社） を設立。

1976年6月
100 ミリ ・ ウエハーでの製造を開始。

1974年4月
8 ビ ッ ト の マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ー
8080 を発表。 6,000 個のトランジ
スターを搭載し、 2MHz のクロック周
波数で動作。 プロセス技術は 6 ミク
ロン。

1974年7月
イスラエル・ハイファにデザインセン
ターを開設。

8008マイクロプロセッサー（1972年4月）

8080マイクロプロセッサー（1974年4月） 8085マイクロプロセッサー（1976年3月）

1973
1974

1975
1976
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1979
1980

1981
19821978〜

1980年5月
ゼロックス、ディジタル イクイップメント （DEC） とと
もに、 ローカル・エリア・ネットワーク （LAN）規格で
あるイーサネットの開発を開始。 その後、 イーサネッ
トは企業内ネットワークの標準規格として広く普及。

1980年12月
CSR やコーポレート・ガバナンスの先進企業

Dun's Review 誌で経営力に優れる企業上位 5 社の 1 社に選ばれる。 1984 年に
は The 100 Best Companies to Work for in America、 ならびに Fortune 誌の
master of innovation の1社に選出。 また、2008年にはダウ・ジョーンズ・サステ
ナビリティー ・インデックス （DJSI） の構成銘柄に10年連続採用となり、 「サステナ
ビリティーに配慮して事業を推進する世界の先進企業の1社」 と評価される。

1979年5月
Fortune 500に486位で初登場。

1979年6月
16 ビットのマイクロプロセッサー
8088 を発表。 1981 年に、 IBM PC
および IBM 互換機で採用されるこ
とにより、現在の事業の礎を築く。

1M ビットのバブルメモリー製品を
発表。

1979年10月
米オレゴン州ヒルズボロに製造拠
点を開設。

1979年11月
ロバート・ノイスが、ジミー ・カーター
米国大統領（当時） からナショナル・
メダル・オブ・サイエンスを受賞。

1978年6月
16 ビットのマイクロプロセッサー 8086
を発表。 2 万 9,000 個のトランジスター
を搭載し、5 〜 10MHz のクロック周波数
で動作。 プロセス技術は3ミクロン。

1981年1月
米ニューメキシコ州リオ ・ ランチョ
に「ファブ 7」 を開設。

1981年8月
IBM がインテルの 8088 マイクロプ
ロセッサーを採用し、 同社初のパソ
コンを発表。

1981年11月
イスラエル・エルサレムに「ファブ 8」
を開設。

1981年
社内で優れた功績を残した人物を表
彰する「インテル アチーブメント・ア
ワード」 を開設。

つくばに自社ビルを設立。

8086マイクロプロセッサー（1978年6月） 8088マイクロプロセッサー（1979年6月）
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1983
1984

1985
1986

1983年12月
150ミリ・ウエハー
での製造を開始。

〜1987

1985年10月
ビジネス史に残る経営判断

当時、 社長兼 COO（最高執行責任者） だったアン
ディ ・グローブは後年、DRAM 事業からの撤退を次
のように回想している。 「私は、CEO だったゴードン・
ムーアとともに、 “新しい経営陣だったらどのように
判断するだろうか? ” という視点で DRAM 事業の将
来を議論しました。 結果、 マイクロプロセッサー事
業にフォーカスすると決定しました。 私のこれまで
のキャリアで、DRAM 事業の撤退ほど奏功した経営
判断は無く、インテルだけでなく、業界にとっても良
い決断だったと確信しています。 数あるメモリーメー
カーの中の 1 社として事業を継続していたとして
も、業界に貢献できることはほとんど無かったでしょ
う。 マイクロプロセッサーの開発と生産に躊躇無く
経営資源を集中することで、パソコン業界の技術の
けん引役を担うことができました」

1987年4月 
（〜1998年）
アンドリュー ・グローブが第 3 代 CEO に就任。 1997
年には、 「情報革命を最前線で推進する」、 「インテル
をシリコンバレーの力の源泉に育て上げた」 とし
て、 米タイム誌の「Man of the Year」 に選出される。
2005 年 5 月、上席顧問に就任し、現在に至る。

1987年10月
米オレゴン州アロハに開発ファブ 「D1」 を開設。

1982年2月
16 ビットの高性能マイクロプロセッサー
80286 を発表。 13 万 4,000 個のトランジ
スターを搭載し、6 〜 12.5MHz のクロック
周波数で動作。 プロセス技術は 1.5 ミク
ロン。

80286マイクロプロセッサー（1982年2月）

1985年2月
複数の80286マイクロプロセッサーを搭載した iPSC/1を発表し、並列
型スーパーコンピューティング事業に参入。

1985年10月
インテル創業以来初めての戦略転換点（Strategic Inflection Point）
として、DRAM 事業からの撤退を決断。 経営資源を MPU 事業に集中。

Intel386™ マイクロプロセッサーを発表。 27 万 5,000 個のトランジ
スターを搭載し、 16 〜 33MHz のクロック周波数で動作。 プロセス技
術は1.5～1ミクロン。 32ビット・データ・セットを扱う初の x86チップ。

Intel386™ マイクロプロセッサー（1985年10月）
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1989
1990

1991
1992

1991 年5 月
消費者がインテルのプロセッサーを搭載したパソコンを簡単に認識できるようにと、
Intel Inside® ロゴを発表。 Intel Inside® ロゴは、インテルのプロセッサーのシンボルとし
て、また、インテルの先進技術と安全性、信頼性を表すものとして、世界中で知られるよ
うになる。

1991年12月
本社社屋、ロバート・ノイス・ビルディングが竣工（写真は現在の様子）。

1992年4月
200ミリ・ウエハーでの製造を開始。

1988年6月
災害支援や学生の教育支援など、 さ
まざまな社会貢献活動を目的とした
インテル基金を設立。

1988年11月
EPROM トンネル酸化（ETOX）技術
を用いて、フラッシュメモリー事業に
参入。

1988〜

1989年2月
100 万個のトランジスターを集積
した業界初の商用マイクロプロセッ
サー i860 プロセッサーを発表。

1989 年4 月
Intel486™ マイクロプロセッサーを
発表。 120 万個のトランジスターを
搭載し、16～100MHz のクロック周
波数で動作。 プロセス技術は1～0.6 
ミクロン。

1993 年1月
米ガートナー社による 1992 年の世界半導
体売上高ランキングで、 インテルは世界最
大の半導体メーカーとなる。 以降、2016 年
の売上高まで25年連続して首位に立つ。

1993 年3 月
スーパースケーラー ・アーキテクチャーを採
用した第 5 世代製品、 インテル® Pentium® 
プロセッサーを発表。クロック周波数は60～ 
300MHz。 プロセス技術は 0.8 ～ 0.35 ミ
クロン。 1997 年 1 月には、 ビデオやオー
ディオ、 グラフィックス ・ データを効率的に
処理する命令セットを付加した、 インテル® 
MMX® テクノロジー Pentium® プロセッ
サーを追加。

Intel486™ マイクロプロセッサー（1989年4月） インテル® Pentium® プロセッサー（1993年3月）

1991年5月
認知度抜群！“インテルはいってる”

消費者がインテルのプロセッサーを搭載したパソコン
を簡単に認識できるようにと、Intel Inside® ロゴを発表。
このロゴの入った初めての広告は、 IBM が 1991 年 4 月
にウォール ・ ストリート ・ ジャーナル紙に掲載。 10 年後

には、 世界中で 2,700 社のコンピューター ・ メーカーに
このロゴが採用され、 また、 Intel Inside® のサウンドロ
ゴもテレビやラジオを通じて、 世界中のどこかで 5 分に
1 回の割合で流れるようになる。
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1993
1994

1995
1996

1995年8月
コンパック、DEC、IBM PC カンパニー、マイクロソフト、NEC、ノーザンテレコムとともに、パ
ソコンとキーボードやモデムなど、外部周辺機器を接続するための新規格、USB（ユニバー
サル ･ シリアル ･ バス） に準拠した製品開発を推進する業界標準団体を発足。

1995 年11月
ダイナミック・エグゼキューション技術を採用した第 6 世代製品、インテル® Pentium® Pro 
プロセッサーを発表。 クロック周波数は150～200MHz。 プロセス技術は0.6～0.35 ミク
ロン。

1997 年5 月
P6 マイクロアーキテクチャーの先進
技術に、 インテルのマルチメディア
機能を強化する MMX® テクノロジー
を統合した、 インテル® Pentium®  
プロセッサーを発表。 クロック周波数
は233～450MHz。 プロセス技術は
0.35～0.18 ミクロン。

1997 年9 月
1 つのメモリーセルに 1 ビットでは
なく、 2 ビットの情報を記憶するこ
とができる Intel StrataFlash® メモ
リーを発表。

1996年　
数千人の社員の参加による地域貢
献のボランティア活動 「インテル 
インボルブド・プログラム」発足。

1996 年7 月
インテルの Web サイトに、 インター
ネット電話用ソフトウェアを掲載し
話題になる。 ユーザーは無償でダ
ウンロードして利用。

〜1997

1998年4月
“ブルービジネス”対 “グリーンビジネス”

当時、CEO だったクレイグ・バレットが、業界ならびに自社の将来の成
長に向け、マイクロプロセッサー事業の進展に加え、新規事業の開拓
を目指す。 この新規事業は、中核事業のマイクロプロセッサーの“ブルー
ビジネス” に対して、 “グリーンビジネス” と命名される。 戦略投資、 研
究開発、製造部門ほかの経営幹部が集まり、主にインターネット関連

や民生機器向けの有望な技術の発掘、コンセプト策定、事業調査、事
業化に取り組む。 顕著な成果として、次世代高速無線通信 WiMAX 事
業や、高性能コンピューティング （HPC）向けに 50 個の演算コアを集
積するメニーコア ・ プロセッサーの Knights Corner（開発コード名）
などが挙げられる。

1994 年1月
遠 隔 地 の パ ソ コ ン
ユーザー同士が、お互
いの顔を見て会話を
しながら、 ドキュメン
ト の 共 有 を 行 え る 
インテル ProShare® 
ビデオ会議システム
を発表。

1994年12月
アイルランド・レイクスリップに「ファ
ブ 10」 を開設。

インテル® Pentium® Pro プロセッサー 
（1995年11月）

インテル®  MMX® テクノロジー 
Pentium® プロセッサー 
（1997年1月）

インテル® Pentium®  プロセッサー 
（1997年5月）
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1999
2000

2001
2002

20031998〜

2005 年4 月
インテル初のデュアルコア・プロセッサー製品とな
るインテル® Pentium® プロセッサー エクストリー
ム・エディション840 を発表。

2005 年5 月 
（～2013年）
ポール・オッテリーニが第
5 代CEO に就任。 インテル
をモバイル・テクノロジー
やデジタルホーム、 デジタ
ル・エンタープライズなど、
消費者や企業ユーザーの
利用形態に即したプラット
フォームを提供する企業へ
と転換を図る。

2005 年11月
マイクロン ・ テクノロジー社と共同で「IM フラッ
シュ ・テクノロジーズ社」 を設立し、家電機器や携
帯通信端末などに利用される NAND 型フラッシュ
メモリー事業に参入。

2003 年3 月
ワイヤレス機能、長いバッテリー駆動時間、薄型軽量のフォー
ムファクター、卓越したモバイル性能を実現するノートブッ
ク PC 向けの「インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー」
を発表。 なお、 「Centrino® 」 は現在、 無線製品のブランド
名として使用されている。

2003 年6 月
家電、コンピューター、モバイル業界の17 企業が協力し、非営
利団体であるデジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス 
（2004 年6 月に改称） を設立。 家電・PC・モバイルなどの機
器間での、音楽・写真・ビデオなどのデジタルコンテンツの簡
単な共有を目指す。

2001 年5 月
サーバー/ ワークステーション
向けの「インテル® Xeon® プ
ロセッサー」 を発表。 クロック
周波数は 1.40 ～ 3.80GHz。
プ ロ セ ス 技 術 は 1 8 0 ～
45nm。

2001 年5 月
エンタープライズ・コンピュー
ティング向けにインテル初の
64 ビット・プロセッサーとなる 
インテル® Itanium® プロセッ 
サーを発表。 広範囲な業界エ
コシステムを形成しながら、企
業のミッション・クリティカル・
コンピューティングのニーズ
に対応。 ク ロ ッ ク 周 波 数 は
733MHz ～ 1.66GHz。 プロセ
ス技術は180～90nm。

1998 年4 月
バリュー PC セグメント向けプロセッサーの
インテル® Celeron® プロセッサーを発表。 ク
ロック周波数は 266MHz ～ 3.46GHz。 プロ
セス技術は 250 ～ 45nm（ナノメートル）。

1998 年5 月 
（～2005年）
クレイグ・バレットが
第 4 代 CEO に就任。
米国半導体工業会や
セマテック （半導体
製造技術研究所） の
取締役も務める。

1998年12月
米国エネルギー省管轄下のサンディア国立研
究所が主導する、 衛星、 宇宙船、 防衛システム
向けのインテル® Pentium® プロセッサーの開
発を支援。

1999 年2 月
インテル® Pentium® III プロセッサーを発表。 イン
ターネット・ストリーミング SIMD 拡張命令を搭
載し、 ストリーミング・オーディオ、 ビデオなどの
アプリケーションの処理性能を飛躍的に向上。
クロック周波数は450MHz ～1.40GHz。 プロセ
ス技術は250～130nm。

1999年
イスラエル・キリヤットガットに製造施設「ファブ 
18」 を開設。

インテル® Pentium® III プロセッサー 
（1999年2月）

インテル® Pentium® 4 プロセッサー 
（2000年11月）

インテル® Xeon® プロセッサー 
（2001年5月） インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー（2003年3月）

2000 年11月
デスクトップ PC 向けに「インテル® 
Pentium® 4 プロセッサー」 を発表。
プ ロ セ ス 技 術 は 1 8 0 ～ 6 5 n m 。
クロック周波数は1.40～3.80GHz。

2002年2月
300ミリ・ウエハーでの製造を開始。

2002 年9 月
現在主流のプレーナー（平面）型トランジスターより電力効率に
優れ、かつ高い性能を実現する、革新的な 3 次元構造の「トライ・
ゲート・トランジスター」 を開発。 非プレーナー型 3 次元構造ト
ランジスターの時代の到来を予見。
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2006 年1月
コーポレート・ロゴと製品ロゴを刷新。
コンピューティングのプラットフォー
ム技術を提供する企業として、 新生
インテルを訴求。

2006 年7 月
高い性能と優れた電力効率を両立させる先進のインテル® 
Core™ マイクロアーキテクチャーを採用した 「インテル® 
Core™2 Duo プロセッサー」 を発表。 クロック周波数は 1.06
〜 3.20GHz。 プロセス技術は 65 〜 45nm。 これに先立つ 6 月
にはサーバー向けに「インテル® Xeon® プロセッサー 5100 番
台」 を発表。

2006 年9 月
コア間や複数のコアとメモリー間で、テラバイト級の高速デー
タ転送を可能にするテラフロップ・プロセッサーの研究用チッ
プを発表。 80 個のシンプルなコアを搭載し、 3.10GHz で動
作。 プログラム可能なテラフロップ・プロセッサーとしては世
界初。

2003
2004

2005
2007

2006

2007 年6 月
コンピューター ・メーカーや環境団体、電力会社、小売企業、政府機関ほか、
数十の企業や団体とともに「クライメート・セイバーズ・コンピューティング・
イニシアチブ」 を設立。 新しい環境問題への広範な取り組みを通じて、 電力
効率に優れたコンピューティング利用を推進。

2007 年9 月
KDDI、東日本旅客鉄道（JR 東日本）、京セラ、大和証券グループ本社、三菱
東京 UFJ 銀行とともに、モバイル WiMAX 技術を用いた 2.5GHz 広帯域移
動無線アクセスシステムの特定基地局開設計画の認定取得を目的に設立
した「ワイヤレスブロードバンド企画株式会社（現：UQ コミュニケーション
ズ株式会社）」 を設立。 同年 12 月に総務省が免許を交付。

2007 年11月
半導体業界 40 年のなかで最大の変革となるハフニウムベースの High-k
（高誘電率）材料とメタルゲートを初めて採用したトランジスターに基づい
た 45nm プロセス技術採用のプロセッサーを発表。 従来製品比最大 38% 
の電力効率の向上を実現させる一方、環境に負荷を与える鉛を完全に排除
した環境に優しいプロセッサー。 サーバー向けおよびハイエンド PC 向け
に続き、2008 年 1 月にメインストリーム PC 向け製品を出荷。

2006 年10 月
企業 PC 向けのプラットフォーム技術「インテル® vPro™ テクノロジー」 を発表。
ソフトウェア企業や IT サービス企業、PC メーカーのサポート部門などとの協力
を通じて、セキュリティー対策や TCO の削減、変化するワークスタイルなど、IT
部門が抱えるさまざまな課題解決を目指す。

2006 年11月
クアッドコア （4 つのコアを内蔵）・プロセッサーを出荷開始。 ゲーム愛好家や
コンテンツ・クリエーターを対象にした「インテル® Core™2 Extreme プロセッ
サー QX6700」 とデュアル・プロセッサー ・サーバー用途の「インテル® Xeon® 
プロセッサー5300 番台」 を投入。 メインストリーム PC 向けのクアッドコア製
品「インテル® Core™2 Quad プロセッサー」 は2007 年1月に出荷開始。

2007 年3 月
中国北東部の遼寧省大連市に 300 ミリ・ウエハー対応の半導体量産製造施
設（ファブ 68） を建設する計画を発表。 2010 年 10 月、アジアでインテル初の
半導体製造施設として竣工。

2007 年5 月
企業ユーザーをターゲットとした新しいノートブック PC 向け技術「インテル® 
Centrino® Pro プロセッサー ・テクノロジー」 を発表。 インテル® vPro™ テクノロ
ジーの優れたセキュリティー、管理機能、信頼性をノートブックPC で実現。

2008年4月
インテルの歴史において最小かつ最も低い消費電力で動作
するプロセッサー、インテル® Atom™ プロセッサーを発表。

2008年11月
高性能デスクトップ PC 向けに新しく開発された先進の
Nehalem（開発コード名）マイクロアーキテクチャーを採用
した「インテル® Core™ i7 プロセッサー」 を発表。

2008年12月
会社設立 40 周年を記念して、2008 年を通じて実施された
社会貢献活動の時間数が 100 万時間に到達。 世界 40 カ
国以上、 4 万 7,000 人の社員が参加し、 学校、 地域支援組
織、非営利団体など、約 5,500 の施設で社会貢献活動に取
り組む。

〜2008

インテル® Core™2 Quad プロセッサー 
（2007年1月）

インテル® Core™2 Extreme プロセッサー 
（2006年11月）

インテル® Core™2 Duo プロセッサー 
（2006年7月）

インテル® Core™ i7 プロセッサー 
（2008年11月）
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2009〜

2012年4月
 3 次元トライゲート・トランジスター技術採用 22nm（ナノメートル）プロセス技術を採用し
た世界初のプロセッサーとなる、第 3 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーを発表。
従来の製品と比較して、3 次元グラフィックス性能および HD メディアの再生処理能力が最
大2 倍に、マイクロプロセッサー性能が約 20％向上し、快適なビジュアル体験を実現。

2012年9月
こどもが主役の街「キッザニア東京」 に『サッカー スタジアム』
パビリオンを出展。 子供たちがスポーツの楽しさを体感する
とともに、テクノロジーをより身近に感じられるような実写を
含めた迫力ある映像を提供。 リアルとバーチャルが織りなす
体験を提供し、子供たちの創造力の向上に役立つことを期待。

2012年11月
並列化の世界に 「革新」 をもたらす新アーキテクチャー、
インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーを発表。

2013年5月
ブライアン・クルザニッチが第 6 代 CEO に就任。 データセンターか
らタブレット / スマートフォン、 ウェアラブル・コンピューター、 IoT
に広がるすべてのコンピューティング市場セグメントでのリーダー
シップの確立を指揮。

2011年5月
マイクロプロセッサーの量産技術として、 歴史
的な革新となる世界初の 3 次元構造の“トライ
ゲート・トランジスター” を発表。 低電圧・低リー
ク電流のマイクロプロセッサーの動作を可能
にし、かつてない性能向上と消費電力削減を実
現。 このトランジスター技術により、 小型携帯
機器から強力なサーバーまで、幅広い機器にお
いて新たな革新を実現する。

薄型軽量ノートブッ
ク P C の 新 カ テ ゴ
リー 「Ultrabook™」
を提唱。 最新ノート
ブック PC の性能と
機能を備えながら、
極めて高い応答性、セキュリティー機能を搭載し、従来のノートブッ
ク PC とは一線を画す、魅力的なユーザー体験を実現。

2011年11月
トヨタ自動車株式会社と、 車内におけるモバイル機器の接続など、
新しい利用モデルを可能にする次世代車載情報通信システム （IVI）
の共同研究を開始すると発表。 また、 2012 年 4 月には、 日産自動
車が次世代車載情報通信システムにインテルの技術を採用と発表。
斬新で革新的なドライブ体験を実現する研究開発で協力。

2009年12月
業界で初めて、 32nm プロセス技術を採用したマ
イクロプロセッサーの出荷を開始。 第 2 世代の
High-k メタルゲート ・ トランジスターを搭載し、
性能、電力効率が向上。

2010年8月
さらなる事業拡大に向け、インフィニオンの無線ソ
リューション事業とマカフィーを買収。 インテルが
将来に向け注力するインターネット接続とセキュ
リティーの 2 つの技術を強化。

2010年10月
米国の製造拠点での次世代 22nm プロセス製造
技術の展開に向け、60 ～ 80 億ドル規模の投資を
発表。 オレゴン州に新たな半導体製造施設（ファ
ブ）「D1X」 を新設、 またアリゾナ州（ファブ 12、
ファブ 32） およびオレゴン州（D1C、D1D）、イスラ
エル （ファブ 28） の既存の 5 施設を 22nm プロセ
ス製造技術に移行する計画。

第 2 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ 
ファミリー（2011年1月）

インテル® Xeon® プロセッサー E5  
ファミリー（2012年3月）

第 3 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ 
ファミリー（2012年4月）

2013年5月
性能と電力効率の大幅な向上を実現するインテルの 22 nm プロセス
技術に基づく 3 次元トライゲート・トランジスター技術採用のシステ
ム・オン・チップ （SoC） の新デザイン、 Silvermont マイクロアーキテ
クチャーを発表。

2013年6月
インテル製品のフラッグシップとなる 22nm プロセス技術に基づく
Haswell（開発コード名）マイクロアーキテクチャーをベースにした第
4 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ ファミリーを発表。 PC のパ
フォーマンスとタブレットの機動性を兼備し、ユーザーのニーズに合わ
せて利用できる最先端の 2 in 1 デバイスを実現。

2013年9月
新たな低消費電力製品、 インテル® Quark プロセッサー ・ ファミリー
を発表。 産業向けのインターネットに接続された機器（Internet of 
Things：IoT） からウェアラブル・コンピューティングに至るまで、成長を
続ける市場セグメントでのビジネスの拡大を目指す。

2013年9月
Silvermont マイクロアーキテクチャーに基づくタブレット向けマルチコ
アSoC、インテル® Atom™ プロセッサー Z3000 製品ファミリー（開発コー
ド名：Bay Trail-T）、マイクロサーバーやコールドストレージなどデータセン
ター向けの SoC、インテル® Atom™ プロセッサー C2000 製品ファミリー
を発表。

2010
2011

2012
2013

インテル® Core™ i5 プロセッサー 
（2009年9月）
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〜2014
2013 年 10 月
イタリアで開催された Maker Faire Rome で、 製作者や教育関連のコミュニ
ティーで広く利用されているオープンソースのハードウェア・プラットフォー
ムを開発する Arduino LLC との連携を発表。 インテル® アーキテクチャーを
採用した初の Arduino 互換開発ボード製品となるインテル® Galileo 開発ボー
ドを公開。

2014年1月
世 界 的 な フ ァ ッ シ ョ ン ・ デ ザ イ ン ハ ウ ス / キ ュ レ ー タ ー の Opening 
Ceremony 社、高級小売店である Barneys New York、アメリカファッション
協議会（CFDA） とともに、スマートなウェアラブル・テクノロジーの提供を目
的とした取り組みを発表。 この協力に基づき、12月から、ファッション性とウェ
アラブル端末としての機能の両立させたスマートなブレスレット 「MICA（My 
Intelligent Communications Accessory）」 の発売が開始。

人々がテクノロジーをより簡単 ・ 自然に、 そし
て 現 実 世 界 と 同 じ よ う な 手 法 で 利 用 で き る こ
とを目指し、 「インテル® RealSense™ テクノロ
ジー」 を披露。 同テクノロジー初となるインテル® 
RealSense™ 3D カメラは、 赤外線を利用した深
度センサーを備えた世界初の統合型３D カメラ
です。 11 月には同 3D カメラを搭載した PC が発
売開始。

2014年2月
ビッグデータを活用し革新的なリアルタイム分析を実現する
インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリーを発表。 業界で
最大容量のメモリーをサポートし、 大量データの高速分析や、 膨
大なデータから多様な潜在的ニーズのリアルタイム収集を実現。

2014年3月
つ く ば 本 社 の イ ン テル® コ ラ ボ レ ー
ション ・ センターを、 インテル® ヒュー
マン・インタラクティブ・テクノロジー ・ア
プリケーション・センターとしてリニュー
アル。 日本のみならず近隣アジアをはじめとする国外の企業との
コラボレーションを通じて、将来のコンピューティングの利用モデ
ルやコンセプトを積極的に発信。

企業によるビッグデータ活用の加速と変革に向けて、Cloudera と
協業。 また、インテルは、Cloudera への大規模な投資を実施。

2014年5月
日本の自動運転技術の開発企業である ZMP への投資を発表。 自
動運転や運転支援技術の早期実現に向けた開発を支援。 また、
未来の自動運転技術の実現に向けた技術革新を加速させるため、
ハードウェアとソフトウェアで構成されるインテル® In-Vehicle ソ
リューションや先進的な技術研究の取り組みを発表。 自動車の情
報化、優れたアシスト機能や制御機能など、自動車の進化に貢献。

2014年7月
パナソニック株式会社 システム LSI 事業部と、 AV 機器市場向
けの将来のパナソニックの SoC の製造で契約を締結。 インテル
のカスタム・ファウンドリー事業部は、低消費電力版（LP）14nm 
プロセスを用いて、将来のパナソニックの SoC を製造。

2014年8月
インテル初となるデスクトップ PC 向け 8 コア プロセッサー
「インテル® Core™ i7-5960X プロセッサー エクストリーム ・ エ
ディション」 を発表。 16 スレッド同時実行と DDR4 メモリーの
サポートにより、コンテンツ制作やゲーム、マルチタスク業務で
強力な処理性能を発揮。

2014年9月
ファンレス設計により、 超薄型の筐体で性能と長時間のバッテ
リー駆動、 美しさを備えたシステムを可能にする、 インテル初
の次世代 14nm プロセス技術採用のマイクロプロセッサー
「インテル® Core™ M プロセッサー」 を発表。

三菱電機と協力し、IoT 向けソリューションとビッグデータの分
析を通じて、ファクトリーオートメーション （FA）システムの進化
を加速。 製造業向けに、IoT 実証試験を通じて予防保全ソリュー
ションを提供。

2014年10月
無線機能を内蔵した切手大のコンピューターである
インテル® Edison 開発ボードの国内販売計画を発
表。 ネット接続された革新的なウェアラブル機器や
小型端末を開発する個人や小規模企業の参入障壁
を低減し、発明家や起業家、消費者製品のデザイナー、
Maker のイノベーションや製品開発の加速化を支援。

2014年11月
進化し続けるデジタルの製品や技術、 コンセ
プトを紹介する「インテル フューチャー ・ショー
ケース 2014」 をアジアで最初に日本で開催。
ユーザーの利便性を追求することにより登場
してきたさまざまな『現在』 のデジタル機器か
ら、 まもなく生まれるであろう『明日』 の技術、
さらに将来に向けて開発が進む『未来』 の技術
やコンセプトを紹介し、将来にわたり進化し続けるデジタルの世界を体験。

2014年12月
IoT の実現に向け、ネットワーク接続性とセキュリティーを一体化、簡素化
させたエンド・ツー ・エンドのリファレンスモデルとなるインテル® IoT プラッ
トフォームを発表。 さらに、この新しいプラットフォームに対応した統合型
の各種ハードウェア / ソフトウェア製品、 ならびに IoT の導入を現在の初
期段階から、 本格導入へと進展させるためのシステム・インテグレーター
のエコシステムとの新たな連携も発表。

第4世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリー 
（2013年6月）

インテル® Quark プロセッサー ・ファミリー 
（2013年9月）

インテル® Atom™ プロセッサー Z3000 
（2013年9月）

インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 
（2012年9月）

2014
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2015〜

2015年1月
第 5 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリー
を発表。 インテルの 14nm プロセス技術の採用に
より、前世代との比較で、トランジスター数は35％増、
ダイの大きさを 37％縮小。 また、グラフィックス性能
を最大 24％向上、 動画変換を最大 50％高速化。 さ
らに電源管理や設計面での強化によりバッテリ－駆
動時間を最大 1.5 時間延長。

ウェアラブル技術でのイノベーションの創出を目指
し、 インテル初のウェアラブル機器専用のシステム・
オン ・ チップ （SoC） をベースにした小さなハード
ウェア製品となるインテル® Curie™ モジュールを公
開。 加えて、 ウェアラブル技術の進展に向け、 新たに
Luxottica Group
のオークリーとウェ
アラブルでのコラ
ボレーションを発
表し、プレミアムな
スポーツ・アイウェ
アとスマートな技
術との融合を図る。

2015年6月
ポケットに入れて持ち運べるスティック型コンピューター「インテル® Compute 
Stick」 を国内で発売開始。 スティック型の本体を TV モニターの HDMI 端子に
つなげることで、 PC として活用でき、 手軽に旅先や出張先のホテルなどでも、
Web やメールの閲覧、書類作成、ストリーミングコンテンツの閲覧など、普段
と変わらないコンピューティング体験が可能。

2015年7月
マイクロン テクノロジー社と、不揮発性メモリーの新技術となる 3D XPoint ™ 
テクノロジーを公表。 1989 年の NAND フラッシュ ・ メモリーの登場以来
となる、 画期的な製造プロセス技術により、 新しい種類のメモリーを実現。
同テクノロジーは、高速なデータ ・ アクセスから大規模データの処理に対応し、
あらゆるデバイスやアプリケーション、サービスを変革させる可能性を秘める。

株式会社ＮＴＴドコモが進める第 5 世代移動通信方式の実験協力に協力。
2020 年のサービス提供を目指し、10Gbps を超える通信速度、LTE の約 1,000
倍にもおよぶ大容量化、M2M 通信の普及に伴う端末数の増加や多様なサービ
スへの対応の実現を支援。

第5世代インテル® Core™ プロセッサー ・
ファミリー （2015年1月）

第6世代 インテル® Core™ プロセッサー
製品ファミリー （2015年9月）

インテル® Compute Stick 
（2015年6月）

3D XPoint™ テクノロジー 
（2015年7月）

2015年4月
エレクトロニクス業界の重要な出来事の一つに挙げられる
「ムーアの法則」 が 50 周年を迎える。 8 月には、 未来を担う小
中学生の技術に対する興味・関心の喚起と向上を目的に、東京・
北の丸公園の科学技術館で 50 周年記念展示を開催。

2015年9月
第 6 世代 インテル® Core™ プロセッサー製品ファミリーを発表。
インテルの 14nm プロセス技術で製造された Skylake マイク
ロアーキテクチャー（開発コードネーム） をベースとし、 これま
で以上に消費電力を低く抑えながらも、 パフォーマンスを強化
し、より実体験に近い PC 体験を提供。

株式会社 東芝と、IoT のセキュリティー ・ソリューションで協業。
東芝の産業インフラ向け IoT ソリューションとインテルのセキュ
リティー ・ソフトウェアを組み合わせ、 サイバー攻撃の脅威や
データ漏えいなどのリスクに対応する高度で堅牢な IoT セキュ
リティー ・ソリューションを提供。

2015年10月
LINE 株式会社とソフトウェア開発者に向けた技術情報支援と
IoT 対応ソリューションの導入促進を目的とした連携で合意。
この取り組みに基づくソリューションとして、キリンビバレッジ
バリューベンダー株式会社が、 インテル® プロセッサーを搭載
したインテリジェント自動販売機を提供すると公表しました。
LINE* ビジネスコネクトと連携した自動販売機によりユーザー
に新たなエンターテイメント体験を提供し、 さらに優れた顧客
体験を提案。
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2015年11月
インテル® IoT プラットフォームの最新技術や、 先進の
IoT 活用を取り組む国内外の企業の事例を紹介する
Intel IoT ASIA 2015 を開催。 会津若松市によるスマー
トシティーへの取り組みや富士通の同社島根工場の取
り組み、パナソニックの小売りに対するソリューション、
取り組みなどを紹介。

2015年12月
日本でも近年注目
を集めている、 PC
オ ン ラ イ ン ゲ ー ム
をスポーツ競技と
し て と ら え る eス
ポーツ （エレクトロ
ニック ・ スポーツ）
の楽しさを紹介するイベント 「Intel® CLUB EXTREME 
GAMERS WORLD」 を秋葉原で開催。

FPGA（Field Programmable Gate Array）技術で業界
をリードするアルテラ コーポレーションの買収を完了。
この買収を通じて、インテの製品群を補完すると同時に、
高成長を続けているデータセンターや IoT 市場での新
しいタイプの製品の投入を目指す。

2016年6月
オーストラリアで開催された光、音楽、アイディアの祭典「Vivid Sydney」 で、
画期的なテクノロジーを駆使し、クリエイターとともに創りだした想像を超
えるさまざまなエンターテイメントで観客を魅了。 特に、 インテルのテクノ
ロジーをベースに音楽に合わせてドローン 100 機を同時に飛行させる光の
ショー「Drone 100」 は祭典の中で最大の注目を集める。

2016 年 7 月
高度な完全自動運転車向けプラットフォームの構築を目指し、 BMW グ
ループ、Mobileye と提携。 自動車、テクノロジー、コンピューター ・ビジョン、
マシンラーニングの専門知識を組み合わせ 2021 年の量産、実用化を目指
す。 2017 年には、インテルが Mobileye の買収を発表。 両社のテクノロジー
を統合し、自動車業界の変革を促す運転ソリューションを提供する計画。

2016 年 7 月
「アクティブ・ラーニング （能動的学習）」「アダプティブ・ラーニング （学び
の個別化）」 などの新たな教育方法の改善・実現に向けて、株式会社内田洋
行と「教育 IoT」 の実装や検証で協業。 ICT や IoT データを活用した新しい
教育プラットフォームづくり、 「教育 IoT」データ活用による授業改善 ･ 新た
な教育方法の実現、 「教育 IoT」データ活用のあるべきシステム環境の検討
（データ処理軽減、セキュリティー）、 「教育 IoT」 の実装と実証研究によるエ
ビデンスのとりまとめに着手。

第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリー 
（2016年8月）

2016年4月
クラウド移行をより簡単、 より高速に実現させる要素技術を発
表。 先進な Software-Defined Clouds （SDC）基盤を実現する
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリーや、
新たに 3D NAND を採用し、 高速かつ信頼性の高いデータ・アク
セスを実現するインテル ® SSD により、 クラウド・ソリューション
の導入を加速化。

2016年4月
インテル、 最新の職場環境を実現する第 6 世代インテル® Core™ 
vPro™ プロセッサーを発表。 2 in 1、 Ultrabook™、 All-in-One か
ら最新のデスクトップ PC に至るさまざまなフォームファクター向
けに認証によるセキュリティー、性能の向上、コラボレーションの
強化など最新のイノベーションを提供することで、大規模企業に求
められるセキュリティーや生産性の向上などのニーズに対応。

2016 年5月
Computex Taipei 2016 で成長の好循環を生み出す取り組みを
紹介。 数十億台規模に達するネットに接続されるスマートデバイ
ス、豊富なデータを活用した新しいサービス、そして IoT により急
成長するクラウド・アプリケーションにより、 次世代のコンピュー
ティングの波が到来するとし、クラウドと機械学習への注力、PC の
継続的な進化、ネット接続される“モノ” の拡大、5G 基盤となるネッ
トワークの変革を目指す。

2016 年8 月
第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーを発表。
インテルの 14nm プロセス技術を改良した 14nm+ の採用
により性能向上が図られ、 UHD（Ultra High Definition）4K 
の映像コンテンツにも対応。

2016年11月
インテル、最先端の人工知能に関する戦略を発表。 AI 向けと
して最も包括的なデータセンター向け AI コンピューティング・
ポートフォリオとなる Intel® Nervana™ プラットフォームを
発表。 スマート・ファクトリーやドローンからスポーツ、 不正
の検知、 自動運転まで、 あらゆるモノの AI 機能を進展させる
広範なテクノロジーを体系化。

2016 年11月
シェイクスピア没後400 年を迎え、劇団 Royal Shakespeare 
Company（RSC） と劇場公演での特殊効果テクノロジーの
活用で協力。 シェイクスピアの大作「テンペスト」 の冬季公演
で、 モーション・キャプチャー ・テクノロジーを活用して俳優
の 3D アバターを舞台に投影とするといった新しい演出を楽
しめる舞台が披露。

〜2016
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2017年1月
CES 2017 で、 自動運
転 車 や 5G で 業 界 を
けん引するリーダーと
して、 また、 仮想現実
（VR） や、 さらに進ん
だマージドリアリティ
の革新における中心
的 存 在 と し て の 役 割
を果たすためのさまざ
ま な 技 術 を 発 表。 次
世代 CPU （コードネーム ： Cannon Lake） を搭載した最初のデ
バイスとなる 2 in 1 PC の披露に加え、 インテルの VR 技術である
VOKE VR を Oculus Rift に搭載する計画など、インテルは、より素
晴らしいユーザー体験の実現に向けて、テクノロジーの限界をさら
に押し広げるための取り組みを紹介。

2017年2月
レディー ・ ガガ、 Pepsi 社、 NFL と協力し、 Pepsi Zero Sugar* 
Super Bowl LI  ハ ー フ タ イム ・ シ ョ ー で 披 露 し た イ ン テル® 
Shooting Star™ ドローンのフライトが観客を魅了。

2017年4月
関西電力ほか、 クラウドおよびハードウェア事業協力社の
協力のもと、世界標準の IoT プラットフォームを採用した家
庭向け宅内 IoT プラットフォームの実証実験を開始。 家庭
で収集されたデータを活用した新規サービスを通じて経済
活動の向上や、より快適な生活の実現を目指す。

2017年5月
イ ン テル の Silicon 
Valley Innovation 
Center 内に、自動運
転 技 術 の 実 現 に 向
け た Autonomous 
Driving Garage を
開設。 オーニング時
に開催されたワーク
ショップには、 BMW
や Delphi、Ericsson、HERE も参加し、進行中の自動運転の
研究開発の紹介に加えレベル 4 の自動運転車での公道走
行も実施。

2017年3月
リテールテック JAPAN 2017 で、 次世代のショッピング体験を実現する
インテルのリテール向けテクノロジーを展示。 また、パートナー企業との共
同展示を通じて、店舗解析、POS、デジタル・サイネージやバーチャル試着
など、デモンストレーションを通して紹介。

2017年3月
Intel Technology and Manufacturing Day を開催し、近い将来において
ムーアの法則が終焉を迎えることはないとし、 業界とテクノロジーのリー
ダーシップを発揮していくとの姿勢を示す。 また、ファウンドリー向けの新
しい超低消費電力 22nm FinFET プロセスや、 第 3 世代の FinFET テクノ
ロジーを採用した 10nm プロセスの情報を開示。

2017年4月
東京でインテル AI Day を開催し、人工知能（AI） に分野に関するインテル
の最新の取り組みを紹介。 AI アプリケーションをあらゆる業界で仮想的に
構築するためのエンドツーエンドのハードウェアやソフトウェアの提供、
AI 事業への継続的な投資に加え、顧客、研究者、開発者とのパートナシッ
プを通じて、この“AI コンピューティング時代” をリードする企業として、す
べての人々が AI を活用できる時代の構築を目指す。

2017〜

2017年1月
自動車、 コネクティビティ、 クラウドを連携させる
自動車向けソリューションの新たなブランドと
してインテル® GO™ を発表。 次世代インテル® 
Atom™ プロセッサーやインテル® Xeon® プロセッ
サーという選択肢が用意され、開発者が必要とす
るパフォーマンスに合わせて拡張が可能な複数の
開発キットと、自動運転車に特化した業界初の 5G
対応開発プラットフォームを提供。 この新しいソ
リューションを通じて、 完全自動運転の実現に向
けた自動車業界の取り組みを加速させ、市場に新
たなユーザー体験を実現。
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2017年6月
これまでのインテル製品の中で最も拡張性に優れ、 入手しやす
さと高性能を備えたプラットフォームとなるインテル® Core™ X
シリーズ・プロセッサー製品ファミリーを発表。 業界最高の性能を
提供し、 仮想現実向けのコンテンツ制作やデータのビジュアル化
などのデータ要件の厳しいタスクを根本的に変革。

2017年6月
国際オリンピック委員会（IOC）
と長期的なテクノロジー ・パー
ト ナ ー シ ッ プ を 発 表。 ワ ー
ルドワイド ・ スポンサーシッ
プ ・ プログラムの「TOP（The 
Olympic Partner）」 に加わ
り、 2024 年までワールドワイ
ド TOP を務め、最先端の技術
を用いたファンとの新次元の
交流を実現したオリンピック
大会の未来を描く。

2017年7月
データセンター ・プラットフォーム向けに 業界最高水準の性能と豊富な機能を提
供するインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを発表しました。 リアルタイム
分析や仮想化インフラの構築、ハイパフォーマンス・コンピューティングなど演算処
理能力が必要なタスクにおいて、かつてないほどの性能向上を実現し、この 10 年で
最大規模となるプラットフォームの進化を実現するデータセンター／ネットワーク
向けプロセッサー。

2017年7月
エネルギー企業および関連サービス事業者に
向け、 国内での IoT プラットフォーム 「エネル
ギーコレクティブ プラットフォーム」 の構築に
向けた取り組みを開始。 IoT、 AI の革新的な技
術を備えるプラットフォームを提供し、 電力会
社、家庭およびサービス事業者による新しい価
値の創出を支援。

2017年7月
ハウステンボス株式会社、株式会社 hapi-robo 
st とともに、長崎のハウステンボスで、インテル® 
Shooting Star ™ ドローン・ライトショーを日本
で初めて開催。 300 機の機体が音楽に合わせ、
様々なシーンや 3D アニメーションで飛行する
最先端のショーで観客を魅了。

2017年9月
特許庁が、 インテルのサウンドロゴを音楽
的要素のみからなる音商標として登録。 「イ
ノベーションを起こす企業」 としてのブラン
ディング活動とそれに伴う社会への寄与に
取り組んできた成果となる顕著な出来事。

2017年11月
NTT ドコモ、 トヨタ自動車、 エリクソンと、
自動車における 5G の活用に向けた実証実
験を東京臨海副都心地区で開始。 小型車載
アンテナを用いて、 複数の 5G 基地局に跨
る走行実験に成功したことにより、2020 年
の 5G 商用環境に近い状況でのコネクテッ
ド・カーの実現可能性を立証。

2017年8月
株式会社デンソー、 トヨタ自動車株式会社、 株式会社トヨタ IT
開発センター、 日本電信電話株式会社、 株式会社 NTT ドコモと
ともに Automotive Edge Computing Consortium（オートモー
ティブ・エッジ・コンピューティング・コンソーシアム） の創設に
向けた活動を開始。 インテリジェントな車両制御、 リアルタイム
データを用いた地図生成、 クラウド・コンピューティングによる
運転支援など、 今後、 コネクティッドカーの実現に向け必要とな
る様々なサービスを支える基盤づくりを推進。

2017年8月
第 8 世代インテル® Core™ プロセッサーの提供を開始。 最初の
製品となるモバイル向け第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー
は、 性能が前世代のプロセッサーとの比較で最大 40％、 5 年前
に発売されたシステムでの比較では 2 倍に向上。 今だけでなく、
未来でも楽しめるコンピューティング体験の実現を目指す。

インテル® Core™ X シリーズ・プロセッサー 
製品ファミリー （2017年6月）

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー 
（2017年7月）

モバイル向け第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー 
（2017 年 8 月）
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インテルは、 「イノベーションを起こす企業」 として、コンピューティングのみならず、 

AI や自動運転、5G、IoT など、未来を創造するさまざまなテクノロジーの実現に取り組んでいます。 

Intel Newsroom では、そんなインテルの最新技術や国内外での活動などを紹介しています。

https://newsroom.intel.co.jp/Intel Newsroom の紹介

https://newsroom.intel.co.jp/
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