
持続する価値を提供するディスプレイ・ソリューションの開発

デジタル・ディプレイの洗練されたシステムは、どんなタイプの組織においてもますます重要になっ
ています。 デジタル看板や公衆キオスクの経路案内サービスから、重要なベッドサイドの情報端
末の魅力的なホスピタリティー体験まで、オンラインに接続されたデジタル・ディスプレイは現実
的なビジネス価値をもたらします。 

インテルはすでに、 Open Pluggable 仕様 (OPS) によって非常に細分化された統合メディア
プレイヤー市場の標準化に取り組んでいます。 現在、 デジタル・ディスプレイはより薄型になり、
ディスプレイの取り付けは、電力消費効率に優れたデザインに統合されているため、インテルは 
インテル ® スマート・ディスプレイ・モジュール ( インテル ® SDM) 仕様を提供しています。 この 
仕様およびリファレンス・デザインは、OPS と同レベルのインテリジェンスと相互運用性を提供
しますが、インテルの最小のフォームファクターでは、すでに最も薄型の統合ディスプレイが採用
されています。 OPS の 3 分の 1 ほどのサイズながら、インテル ® SDM はハウジングを持たない
ため、最大のパフォーマンスを保ちながら、最小空間しか必要としない新しい設計およびアプリ
ケーションに対応できます。 

スリムなデザインへの簡単な統合

消費者および企業は、控え目ながら洗練されたディスプレイを求めています。 一方、メーカーは、
2 年前には不可能だった薄さを実現したデザインによってそうした要望に応えてきました。 エン
クロージャーなしのインテル ® SDM はわずか 60 mm x 100 mm ( ほぼクレジットカード・サイズ ) 
で、薄さも 20 mm ( サーマル・ソリューションによって異なる ) ほどです。

将来を見据えたコネクター 

インテル ® SDM は、複数世代のインテル ® プロセッサーをサポートする高速 PCIe* 接続を提供
します。 このコネクターは、より高い帯域幅と解像度をサポートし、その組込み I/O によって外部  
I/O を追加を必要する必要がなくなり、その分、スペースも節約できます。

豊富なコンピューティング・プラットフォームの選択肢 

インテル ® SDM はコンパクトで電力効率に優れた Intel Atom® プロセッサーから、パフォーマンス 
に優れたインテル ® Core ™ プロセッサー ・ ファミリーまで、 幅広いインテル ® プロセッサーを 
サポートするように拡張されました。 

新しいユースケースのサポート 

ディスプレイに外部接続するか、内部に組み込まれるかにかかわらず、インテル ® SDM は、洗練
されたオールインワン・ディスプレイ、POS デバイス、プロジェクター、インタラクティブ・キオスク、
ビデオウォールなどにおいて、コスト効率の高い設計と管理性を実現します。 インテル ® SDM は
また、入院患者向けのユーザー ・フレンドリーなベッドサイドの情報端末やファクトリー ・オート
メーション・ソリューションなど、最新の IoT アプリケーションもサポートします。

インテル® SDM デザイン

「2010 年、 NEC、 イ ン テル、 そ し て 
Microsoft はグローバルな戦略的提
携関係を築き、 Open Pluggable 仕様 
(OPS) を開発しました。 この提携関係の
目的は、デジタルサイネージ、インタラ
クティブ・ホワイトボード、基幹アプリ向
けの効率に優れ、高性能な規格を提供
する、最適化されたコンピューティング・
プラットフォームを実現することでした。

現在では、 OPS は NEC の大型ディス
プレイと統合型プロジェクターにとって
不可欠な存在となっています。 NEC は
インテル ® スマート ・ ディスプレイ ・ モ
ジュール ( インテル ® SDM) のアーキテ
クチャーを当然の進化の形であると考
えています。 そして、多様なディスプレイ・
フォーム・ファクターに信頼性、パフォー
マンス、標準化、使いやすさをもたらす、
こうした能力の拡張を歓迎しています」

Richard Ventura 氏 
NEC Display Solutions of America

ビジネス開発およびソリューション
バイス・プレジデント

インテル® スマート・ディスプレイ・モジュール (インテル ® SDM) の新しい仕様では、統合の柔軟性を最大限に高める 

スタイリッシュなディスプレイをサポートします。

製品概要
インテル ® スマート・ディスプレイ・モジュール仕様

設置面積がコンパクトになった 
強力な統合型ディスプレイ



強力なデバイス管理

デジタル・ディスプレイ・ソリューションの本当のコストは実装時では
なく、管理時に発生します。 インテル ® SDM は、インテルのみが実現可
能なシームレスなデバイス管理を提供します。 

ハードウェア・ベースのセキュリティー

デジタル・ディスプレイは、ビジネス運営の中核を担いつつありますが、
医療やリテール分野に進出するためには、高度なセキュリティーによる 
保護は不可欠です。 インテル ® SDM は、最新のインテル ® ハードウェア 
対応セキュリティーを採用することで、 デジタル・ディスプレイがビジ 
ネス運営における脆弱性となることを回避できます。 

インテル® スマート・ディスプレイ・モジュール (インテル® SDM) の主な仕様

対象用途 デジタルサイネージや、AIO、キオスク、プロ仕様のモニター、POS、プロジェクターなどのビジュアル IoT アプリケーション向けに最適化され
た商用ソリューション

プロセッサーの拡張性 最大 インテル ® Core ™ Y プロセッサー ・ファミリー（TDP 10 以下）

フォームファクター（mm） 60 mm x 100 mm x 最大 20㎜ 

サーマル・ソリューション モジュールに統合 

インターフェイス・コネクター • カードエッジ : 標準 PCIe* x8 (98 ピン )
• I/O パネルのオプションのポート拡張

コネクターの特長 高速 I/O、プロフェッショナル機能と拡張機能 ( パネル・コントロール信号、IoT インターフェイス、SPI、UART、I2C など )

運用環境 商用版

入手方法 ブランド化されたエコシステム、サードパーティーへのラインセンス提供

保守性 高い保守性

  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 
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新しいデザイン、新しいインタラクションがもたらす価値

コンピューティング機能が統合されたウルトラスリムなディスプレイは、
人々や複数の企業、 さらには世界と相互にコミュニケーションを行う
方法を一新します。

インテル ® SDM は、 最もスリムなディスプレイに堅牢なコンピュー
ティング機能を統合して長期にわたる価値をもたらす、将来を見据えた
デザインに向けてオンラインで接続された未来をさらに前進させます。

インテル  ® SDM、OPS、その他のインテル  ® デジタル・ディスプレイ・ソ
リューションについては、 http://www.intel.com/sdmspec/ ( 英語 ) 
を参照してください。

「スケーラブルで、未来を見据えた機能によって、インテル ® スマー
ト・ディスプレイ・モジュール ( インテル ® SDM) は、デジタル・
サイネージ・ネットワークの事業者やインテグレーターの重
要な課題を解決します。 第 7 世代インテル ® Core ™ プロセッ
サー ・ファミリーは、高いパフォーマンスとファンレスの信頼
性を提供します。 また、十分な RAM およびストレージは、既存
の統合ソリューションよりも寿命の長い価値をもたらします。
Windows* および Linux* が完全にサポートされるため、当社
のお客様は、採用対象が限定された独自技術のエコシステム
に縛り付けられることもありません」

Bryan Mongeau 氏  
BroadSign

バイス・プレジデント・オブ・テクノロジー

「新しいインテル ® SDM は、 ViewSonic の Interactive Flat 
Panels (IFP) および Digital Signage 製品ラインの技術革新
の推進に大きく貢献しています。 インテル ® SDM のコンパクト
な設置面積と最適化された処理機能により、当社はユーザーに
対して、教育、企業、小売分野のデジタルサイネージ空間の大
型ディスプレイに利用可能な、最小かつ最も電力効率に優れ
たコンピューティング・エンジンを提供できるようになります」

Brian Wei 氏 
ViewSonic Europe

商用ディスプレイおよび
ソリューション部門ディレクター
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