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世界で数百億台ものデバイスがネットワークにつながる IoT。 インテルは飛躍的に増加するデータを効果的に利用するため、インテル® テク
ノロジーをベースとするエッジからクラウドまで、あらゆるポイントで最大限のパフォーマンスを発揮するエンドツーエンドのハードウェアと
ソフトウェアの幅広いポートフォリオを提供しています。 インテルは、IoT のマーケットを拡大、加速させるため、さまざまなパートナーとエコ
システムを形成し、それぞれの得意分野とインテルのテクノロジーやプラットフォーム、ポートフォリオと組み合わせることで、優れた電力効
率と高いパフォーマンスとともに、導入時間の短縮、コストの削減、リスクの低減などを実現し、IoT ソリューションを活用してさまざまな業
種のビジネス変革を推進しています。

インテルの IoT ポートフォリオ

IoT のセキュリティーでは、ハードウェアとソフトウェアの両方からの保護が欠かせません。 インテルは、パートナーと協力して、エッジデバイスからネットワーク、　　データセンター / クラウド、クライアントまで、IoT に求められるあらゆるレベルをカバーするエンドツーエンドの包括的なセキュリティー ・ソリューションを提供します。

エンドツーエンドのセキュリティー

第2世代インテル® Xeon® 
スケーラブル・プロセッサー

▶▶▶ P4、 P5

インテル® FPGA と
プログラマブル・デバイス

▶▶▶ P4、 P5

インテル® Xeon® プロセッサー 
D 製品ファミリー

▶▶▶ P4、 P5

データセンター/クラウド

エッジ・コンピューティング

IoT で増大するデータの処理に対応する高
性能サーバーや、 高可用性、 柔軟性、 セキュ
リティー機能を備えたストレージ・ソリュー
ション、インテルのエコシステム・パートナー
による、さまざまなクラウド・ソリューション
も提供しています。

データセンター / クラウド

エッジデバイスとデータセンター / クラウド間
に設置するエッジサーバーや、 IoT ゲートウェ
イがネットワークを流れる膨大な量のデータ
を処理し、 応答時間の短縮や帯域幅の解放を
実現します。 インテルは、AI テクノロジーをゲー
トウェイ・レベルまで展開し、あらゆるもののクラ
ウドへの接続を効率化するとともに、内蔵するセ
キュリティー機能によって、ネットワーク間の安全
性を確保して新たな価値を提供します。

エッジ・コンピューティング

ネットワーク
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IoT のセキュリティーでは、ハードウェアとソフトウェアの両方からの保護が欠かせません。 インテルは、パートナーと協力して、エッジデバイスからネットワーク、　　データセンター / クラウド、クライアントまで、IoT に求められるあらゆるレベルをカバーするエンドツーエンドの包括的なセキュリティー ・ソリューションを提供します。

第 8 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

▶▶▶ P4、 P5

インテル® Optane™ メモリー、
インテル® SSD

▶▶▶ P6、 P7

インテル® Pentium® プロセッサー、
インテル® Celeron® プロセッサー、
Intel Atom® プロセッサー

▶▶▶ P4、 P5

エッジデバイス
開発者向け
インテル® ソフトウェア製品

▶▶▶ P8、 P9

エッジデバイス
インテルは、パートナー各社と協同して、エッジでのインテリジェンスを実現するデバイスを提供しています。 初期のデータ収集だけ
でなく、実用的なインサイトをエッジレベルでリアルタイムに獲得することも可能です。 エッジからネットワークおよびクラウドへの
接続や、センサーによる監視、診断、リモート制御などをサポートします。

ビジョン スマートシティー 教 育リテール

産 業 ヘルスケア 自動運転 輸送・物流
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CPU

幅広いラインナップ
インテルの IoT 機器向けプロセッサーは、IoT 機器に求められるさまざまなパフォーマンスに対応するため、インテル® Xeon® プロセッサーから、
インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリー、 Intel Atom® プロセッサーまで幅広い製品をラインナップしています。 高い拡張性、 高信頼性と
長期供給性を特徴とするインテルの IoT 分野向けプロセッサーは、開発時のコスト、開発期間の低減だけでなく、製品そのもののリスクの低減
にも貢献します。

インテル IoT 機器向けプロセッサーの特徴

高い拡張性、先進性
•  最新機能、性能を備えたハイエンド機

からローエンドまでスケーラブルな 
ラインナップ。

•  すべてのラインナップに対応できる 
共通のソフトウェア開発ツールの提供

•  さまざまな OS をサポート

高信頼性、長期供給性
•  15 年供給保証 

（※ 22nm プロセス以降）

•  ハードウェア・セキュリティー、ECC、 
温度拡張などの信頼性とさまざまな
使用環境に対応

エコシステム
•  全世界で 900 社以上が参加する 

Intel® IoT Solutions Alliance を構築

ブランディング、シリーズ、パッケージの整理

ブランディング
高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CPU パフォーマンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低

用途 シリーズ パッケージ
チップ
構成

特定用途向け
サーバー

高性能エッジ・ 
コンピュー 

ティング

SP 
（サーバー向け。 スケー 
ラブル・プロセッサー）

LGA
２チップ

（CPU+PCH）           

D 
（マイクロサーバー向け）

BGA １チップ           

C（エントリーサーバー） BGA １チップ          

組込み 
用途向け

S（デスクトップ） LGA
２チップ

（CPU+PCH）           

H（モバイル） BGA
２チップ

（CPU+PCH）           

U（ローパワーモバイル） BGA １チップ           

N/J/E 
（エントリーモバイル）

BGA １チップ          

プラットフォームによっては、記載のブランディングをサポートしないものもあります。
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CPUCPU

インテル® Xeon® プロセッサー D 製品ファミリー

開発コード名：
Grangeville (Broadwell-DE)

第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー

開発コード名： Cascade Lake 
用途 : 各種産業向けサーバー、

高度画像処理（医療用、OA 向けなど)、
ワークロード統合システムなど

特徴 : 14nm プロセスノード、最大 22 コア、48xPCIe*、
10GbE イーサネット・コントローラー内蔵

Intel Atom® プロセッサー C シリーズ

開発コード名：
Harrisonville (Denverton)

Intel Atom® プロセッサー

開発コード名 : Apollo Lake
用途 : PLC、HMI、POS システム、ゲートウェイ、

監視カメラ、店舗向けエッジサーバーなど
特徴 : 14nm プロセスノード、最大 4 コア 4 スレッド、

温度拡張対応、最大 10ｘハイスピード I/O、
センサーハブ内蔵

第 9 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ ファミリー S/H シリーズ

開発コード名 : Coffee Lake Refresh S/H
用途 : 産業用 PC、スマートキオスク、

データ解析用エッジサーバーなど
特徴 : 14nm プロセスノード、最大8コア、

WiFi* 802.11ac、Bluetooth* 5.0、
最大40ｘPCIe* 3.0、最大6xUSB3.1 Gen4

第 8 世代インテル Core™ プロセッサー ・ ファミリー ・ U シリーズ

開発コード名 : Whiskey Lake U
用途 : 産業用PC、HMI、サイネージなど
特徴 : 14nm プロセスノード、最大４コア、

WiFi* 802.11ac、Bluetooth* 5.0、
最大16ｘPCIe* 3.0、6ｘUSB 3.1 Gen2
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VPU, FPGA, Connectivity

ビジョン・アクセラレーター（VPU）
VPU は、エッジデバイス上における AI の予測や分析のパフォーマンス強化を目的としたアク
セラレーター ・エンジンです。 エッジデバイス上で直接データを収集 / 分析することで、リアル
タイムな分析や迅速な意思決定が可能になります。 インテルは、企業が求めるパフォーマンス、
コスト、 電力効率に見合うさまざまな製品を備えており、 新たなビジネスの創出、 サービスの
向上、コストの削減などを支援します。

VPU の詳細については、以下を参照してください。
https://www.movidius.com/myriadx/（英語）

FPGA
FPGA は、デバイス内の電子制御機能を現場で変更できる半導体です。 規格の進化や要件の
変更に合わせてカスタマイズすることが可能です。 インテル® FPGA では、コンフィグレーション
可能なエンベデッド SRAM、高速トランシーバー、高速 I/O、ロジックブロック、配線などを提
供。 ソフトウェア・ツールと組み合わせることで、FPGA の開発期間を短縮します。 ヘテロジニ
アス 3D システムインパッケージ (SiP) テクノロジーを採用したインテル® Agilex™ FPGA ファ
ミリーは、インテル初の 10nm プロセス・テクノロジーをベースにした FPGA ファブリックと
第 2 世代インテル® Hyperflex™ FPGA アーキテクチャーを統合したデバイスです。

FPGA の詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/programmable.html

コネクティビティー
インテルは、データセンターのコアからネットワークの末端まで業界トップクラスの製品をラ
インナップしています。 インテル® Wireless-AC は、 最新の Wi-Fi* と Bluetooth* をサポート
し、高度に統合されたシステム・プラットフォーム、省電力機能など、最先端の接続テクノロジー
を提供します。 イーサネット製品は、業界をリードするインテル® イーサネット・コントローラー
を用意。 ネットワーク機器やイーサネット・アダプター、ラック・アーキテクチャー、組込みアプ
リケーションなどに対応します。

ワイヤレス製品の詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/wireless.html

イーサネット・コントローラーの詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/network-io/ethernet/
controllers.html

VPU

FPGA

ワイヤレス製品
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SSD, RealSense, NUC/Compute CardVPU, FPGA, Connectivity

インテル® SSD
半導体素子メモリーを使った SSD は、HDD と比べて発熱や消費電力が少なく、読み書きの速
度が速いことが特徴です。 サイズが小さく軽いため、近年はストレージに採用が進んでいます。
インテル® Optane™ メモリーは、PC の応答性を高めるスマートなテクノロジーです。 電源を
オフにした後でもそのアクセスを記憶しているため、頻繁に使用するドキュメント、画像、動画、
アプリケーションに素早くアクセスし、制作・編集作業を進められます。

インテル® SSD の詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/solid-state-
drives.html

インテル® RealSense™ テクノロジー
インテル® RealSense™ テクノロジーは、 3D カメラ、 ソフトウェア開発キット （SDK） で構成
される製品群です。 3D カメラでとらえた映像や音声を知覚、理解、連携し、学習する能力をデ
バイス自身に搭載することで、さまざまな用途に利用することができます。 3D 情報を抽出する
インテル® RealSense™ デプスカメラは、 既存のプロジェクトにも容易に組込みが可能なカ
メラです。 インテル® RealSense™ SDK はさまざまな OS とプログラミング言語をサポートし
ます。 インテル® RealSense™ デプスモジュールによって奥行きの認識が可能になり、VR/AR、
ロボティクス、ドローンなどの製品を迅速に開発することができます。

インテル® RealSense™ テクノロジーの詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/realsense-
overview.html

インテル® NUC/ インテル® Compute Card
インテル® NUC は、 10 × 10cm サイズで手のひらにも余裕で乗るコンパクトサイズのミニ
PC です。 Windows* 10 に最適化され、フル HD の動作再生、動画や静止画などの画像処理、
ウェブの閲覧、トップクラスのゲームプレイなどを快適にこなす性能を持ちます。 製品は、フル
構成ですぐに使えるボックス型のミニ PC から、自分で組み立てができ、構成のカスタマイズが
可能なキットタイプ、すぐに組込みができるボードタイプの 3 つを用意しています。

インテル® Compute Card は、クレジットカード・サイズで厚みが約 5mm のカード型 PC です。
本体にプロセッサー、メモリー、ストレージ、ビデオ機能などの基本環境が搭載。 デジタルサイ
ネージ、自動券売機、スマート TV、家電などに実装したカードスロットにモジュールとして差
し込むことで、コンピューティング能力を柔軟に統合できます。

インテル® NUC の詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/boards-kits/nuc.html

インテル® Compute Card の詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/boards-kits/compute-card.
html

インテル® Optane™ メモリー H10 
（ソリッドステート・ストレージ対応）

インテル® RealSense™ トラッキング・カメラ T265

インテル® NUC
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Development tool 

開発者向けキット
ソフトウェア開発
インテルは、デバイスや機器に搭載されたプロセッサーの処理性能を最大限に引き出すためのソフトウェア開発ソリューションを用意しています。
インテル® ソフトウェアによってハードウェアの性能を最大限まで高めることができ、ユーザーに対して優れた体験をもたらすことが可能になり
ます。 インテル® ソフトウェアは、グローバルなテクノロジー ・エコシステムと協働で提供。 開発者はインテルのテクノロジーを活用して革新的
なアプリケーションやエンドツーエンドのソリューションを生み出すことができます。 さらに市場投入までの時間短縮やリスク低減などのメリッ
トをもたらします。

インテル® System Studio
インテル® System Studio は、システム /IoT デバイス・アプリケーション向けのソフトウェア
開発ツールスイートです。 電力効率に優れ、ハイパフォーマンスと信頼性を有する組込み系の
ソフトウェアを短期間で開発することができます。 インテル® System Studio は、デバッグ、解
析、ビルドの 3 つを軸に構成され、最適化コンパイラー、高度にチューニングされたライブラ
リー、解析ツール、デバッグツール、高度なクラウドコネクター、400 を超えるセンサーへのア
クセスなどの機能を提供します。

インテル® System Studio の詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/en-us/system-studio/（英語）

OpenVINO™ ツールキット
OpenVINO™ ツールキットは、 アプリケーションに高性能なコンピューター ・ ビジョンや
ディープラーニングを短期間で組み込むための開発キットです。 開発者やデータインサイト
は、 カメラからクラウドまでインテルのプラットフォーム全体において、 ワークロードの処理
やディープラーニングの展開を効率よく、スピーディーかつ簡単に実行できるようになります。
OpenVINO™ ツールキットは、インテル® アーキテクチャー、VPU、FPGA などのディープラー
ニング・アクセラレーターにおいて、システムの機能や性能を向上させ、効率的で高性能なア
クセラレーターを自由に組み合わせることが可能になります。

OpenVINO™ ツールキットの詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/internet-of-things/openvino-toolkit.html

インテル® メディア SDK
インテル® メディア SDK は、Windows* 上でメディア・アプリケーションを開発するためのクロス・プラットフォーム API です。 アプリケーション
に高速なビデオ再生、 エンコード、 処理を追加することができます。 プラグインの Media RAW Accelerator for Windows* や Audio for 
Windows* を追加することで RAW 形式の写真やビデオを視覚的に優れたメディアにしたり、AAC、MPEG-1、MPEG-2 向けの音声を高品質化
したりすることが可能です。

インテル® Media SDK の詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/en-us/media-sdk/（英語）

インテル® Context Sensing SDK 
インテル® Context Sensing SDK は、コンテキストを理解するための機能をアプリケーションに組み込むための開発キットです。 アクションや
イベントのコンテキストを構築することで、ユーザーの好みを理解し、行動を予測することが可能になります。 インテル® Context Sensing SDK
には、コンテキスト対応アプリケーションを作成するコンテキスト API と、コンテキストに基づいてルールを作成し、条件に合致するとアクション
を起こすエンジンの 2 つがあり、サービス単独または組み合わせ利用することができます。

インテル® Context Sensing SDK の詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/en-us/context-sensing-sdk/（英語）
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Development tool Development tool 

Python* 向けインテル® ディストリビューション
Python* 向けインテル® ディストリビューションは、インテルのプラットフォーム上で Python* アプリケーションのパフォーマンスを向上する
ためのツールです。 科学計算、 マシンラーニング、 ディープラーニング、 データ解析向けに最適化されたパッケージによって、 NumPy、 SciPy、
scikit-learn など Python* の計算を高速化します。 インストーラーによって Python* 環境を簡単に設定、管理することができ、Python* コード
のボトルネックを特定するインテル® VTune™ Amplifier を使うことで正確にチューニングすることができます。

Python* 向けインテル® ディストリビューションの詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/en-us/distribution-for-python/（英語）

デバッグプローブ
デバッグプローブは、機器に組み込まれたアプリケーションのデバッグを効率化するためのエミュレーション・ツールです。

デバッグプローブの詳細については、以下を参照してください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/support/support-resources/software/debugging.html

ハードウェア開発
IoT や AI を実現するために開発に必要なツールをセットにしたキット製品です。

ニューラル・コンピュート・スティック
ニューラル・コンピュート・スティックは、USB スティック型のディープラーニング用デバイス
です。 AI プログラミングの外部演算装置として扱うことで、クラウドを利用することなくローカ
ル環境上で画像処理やディープラーニングを実行することが可能になります。 プロセッサー
は Movidius の VPU を搭載し、OpenVINO™ ツールキットを使ってプログラムを開発するこ
とができます。

ニューラル・コンピュート・スティックの詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/en-us/neural-compute-stick/（英語）

UP Squared* AI Vision X Developer Kit
UP Squared* AI Vision X Developer Kit は、CPU、GPU、またはオプションの VPU を使用して、コンピューター ・ビジョン・ソリューションを
実装し、詳細な学習推論を実行します。

UP Squared* AI Vision X Developer Kit の詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/up-squared-ai-vision-dev-kit/（英語）
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Solution

ソリューション
世界の IoT リーダーたちがエコシステムを形成し、先進的な IoT ソリューションの提供を支援する Intel® IoT Solutions Alliance や、ビジネス
の現場ですでに成果を出し、 今すぐに導入が可能なエンドツーエンドの IoT ソリューションを提供するインテル® IoT マーケット・レディー ・
ソリューション （インテル® IMRS）、現場で展開およびテストされたハードウェア、ソフトウェア、サポートを提供するインテル® IoT RFP レディー
キットをソリューションとしてご紹介しています。 豊富なパートナー ・エコシステムによって導入の効率化とスピード化を図り、インテリジェント
なビジネスをすぐに実現可能にします。

 
Intel® IoT Solutions Alliance
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/partner/solutions-
alliance/program-overview.html

インテル® IoT マーケット・レディー ・ソリューション （インテル® IMRS）
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/internet-of-things/
market-ready-solutions/market-ready-solutions.html

インテル® IoT RFP レディーキット
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/solutions/iot.html
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サポート、購入Solution

開発者向けサポート
開発者向けサポートに関しては以下 URL をご参照ください。

インテル® デベロッパー ・ゾーン
インテル® デベロッパー ・ゾーンでは、インテルのハードウェアおよびソフトウェア開発の公式資料を提供します。 IoT、AI、コード、ゲーム開発、
自動運転、産業自動化などさまざまな分野において、ドキュメント、コードサンプル、開発ツール、クラウド環境、テーマ別フォーラム、トレーニン
グ環境などを用意。 ニュースレターに申し込むと、開発者向けの最新トピックやコードサンプル、ツールのアップデート情報などをいち早く入
手することが可能です。

インテル® デベロッパー ・ゾーンの詳細については、以下を参照してください。
https://software.intel.com/（英語）

• 製品サイト
 https://software.intel.com/en-us/system-studio/（英語）

• 入門ガイド / ドキュメント
 https://software.intel.com/en-us/system-studio/documentation/featured-documentation/（英語）

• サンプルコード / トレーニング
 https://software.intel.com/en-us/system-studio/documentation/code-samples/（英語）

• Tech.Decoded ウェビナー、HOW TO ビデオと記事 
 https://techdecoded.intel.io/（英語）

• エキスパート・コミュニティー ・サポート・フォーラム
 https://software.intel.com/en-us/forums/intel-system-studio/（英語）

開発用ソフトウェア、部品購入、その他お問い合わせ
開発用ソフトウェア、部品購入に関しては以下 URL をご参照ください。

• CPU の購入

• インテルソフトウェア開発製品の購入
 エクセルソフト株式会社
 https://www.xlsoft.com/jp/products/category_intel.html

• インテル® システム・デバッガー用インターフェイスの購入、テクニカルサポート
 フラットーク株式会社
  http://www.flatoak.co.jp/

製品のサポートについてのお問い合わせは下記 URL をご参照ください。 
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/contact-support.html
あるいは以下メールアドレスからもお問い合わせいただけます。  jpinsidesales@intel.com

 アヴネット株式会社
 https://www.avnet.com/wps/portal/japan?locale=ja-JP

 岡谷エレクトロニクス株式会社
 https://www.oec.okaya.co.jp/

 菱洋エレクトロ株式会社
 https://www.ryoyo.co.jp/

旭エレクトロニクス株式会社
http://www.aec.co.jp/

東京エレクトロンデバイス株式会社
https://www.teldevice.co.jp/

株式会社レスターエレクトロニクス
https://www.restargp.com/
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