
革新的なソリューションを後押しする 
第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリー

ビジネス概要
リテール
POS およびデジタルサイネージ向け IoT

高速で効率的な
最新のインテル® テクノロジーによる
優れた体験で顧客を惹きつける

今、実店舗はかつてないほど変化が激しい時代を迎えています。 IoT がイノベーションに拍車を
かける中、物理空間とデジタル空間をシームレスに一体化させる可能性はかつてないほど高まり、
消費者が求めてきたリッチな体験が実現しつつあります。

インテルは、小売企業がスマートな POS トランザクションの他、インタラクティブなキオスク、デ
ジタルサイネージ、メニューボード、さらにはモバイル POS デバイスを利用して顧客に対応する
方法を根本的に変革するために、クラウド・コンピューティング、マシンラーニング、データ分析、
インテリジェント・デバイスの力を活用するツール、プラットフォーム、ソリューションによってユ
ニファイド・コマース環境の改革を推進しています。

インテルはクラス最高のテクノロジー、拡張可能なアーキテクチャー、多彩なパートナー ・エコシ
ステムを融合させ、小売企業が既存の IT 投資をスケーラブルなユニファイド・コマース・プラッ
トフォームに統合できるようにします。 そして、このプラットフォームでは、小売企業のすべてのチャ
ネルとシステムを安全に接続することで、今日の消費者の期待に応えます。

臨場感あふれる驚愕のビデオ体験により、第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーと 
一部のインテル® Celeron® プロセッサーおよび Intel Atom® プロセッサーは、顧客エンゲー 
ジメントを高め、多彩なビジュアル体験への関心を高め、顧客ロイヤルティーを築く体験をパー 
ソナライズし、顧客の購入データと行動データを迅速に収集、分析する小売企業を支援します。インテル 
は、労働生産性、在庫管理、マーチャンダイジングの最適化、そして新たな付加価値サービス 
を推進するデータ駆動型の洞察の活用を支援する、拡張可能でベンダー・ニュートラルなプラッ
トフォームの提供を目指すエコシステムを実現します。そして、こうしたすべてがコンプライアン 
ス以外でも重要なセキュリティーによって可能になります。インテルとそのパートナーは、エンド 
ツーエンドでデータを保護する堅牢なセキュリティー・テクノロジーのポートフォリオを提供します。

Point-of-Sale のパフォーマンスと拡張性 

第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーは、 最新の 14nm テクノロジー上に構築
された低消費電力の 64 ビット・マルチコア・プロセッサーを採用しています。 あらゆる規模の
フォームファクター ・アプリケーション向けに設計されたこのマルチチップ・パッケージには、前
世代に比べて向上したプロセッサー性能と改善された電力効率および幅広い電源オプションが
統合されています。 ハンドヘルド / モバイル POS と固定 POS 用途の両方に適した複数のフォー
ムファクターが提供されています。

• 大容量

• セルフサービス

第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーは、 第 6 世代インテル® Core™ プロセッ
サー ・ファミリーと互換性のあるポートフォリオで 2、いずれも同じ DDR4 対応ボード設計を採用
しており、製品寿命は最大で 7 年延長します。

• 新しく洗練された一体型

• さまざまな用途で使用可能
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インテル® vPro™ テクノロジー対応リモートデ
バイス管理機能は 1 回のサービスコール当たり 
170 ドルを節約します。3

インテル® vPro™ テクノロジーによる管理性と 
セキュリティー

高度に統合されたトランザクション・インフラストラクチャーと小売の
すべての接点において共通するブランド体験を提供するには、 高いレ
ベルの管理性と相互運用性が必要になります。 固定、モバイル、キオス
クのいずれにおいても、デバイス群に対するサービスレベル・アグリー 
メントの管理および維持の複雑さが急速に増しています。 インテル®  
Core™ プロセッサー・ファミリーとインテル® Core™ M プロセッサー ・ 
ファミリーに搭載されているインテル® vPro™ テクノロジーにより、 小 
売企業は、コストと複雑性を削減するユニファイド・リテール・アーキテ 
クチャーを獲得できます。 インテル® vPro™ テクノロジーとインテル®  
アクティブ ・ マネジメント ・ テクノロジー ( インテル® AMT) によって、 
小売業の IT マネージャーとマネージド・サービス・プロバイダー (MSP)  
は、 日々の問題をリモートで解決できます。 その結果、 対人のサービス
コールやオンサイトスタッフの立ち合いなどのニーズが大幅に減りま
した。 

ハードウェア・ベースであるため、 インテル® vPro™ テクノロジーはオ
ペレーティング・システムよりも下位のレイヤーで動作し、ほとんどのソ
フトウェア・ベースのソリューションが実現可能な保護よりも一歩進ん
だセキュリティーのレイヤーを追加します。 これによって、技術者は、OS 
が起動していない状態でも、実際に PC の前に座っているのと同様に、
リモートからサービスを提供できます。 その結果、以下の設定を有効化
することにより、サービス提供コストの削減と顧客体験の向上を同時に
実現できます。 

•  ダウン時も、IT マネージャーによるデバイスの表示、 
制御を可能にするキーボード / ビデオ / マウス （KVM）機能  

• スケジュールされた起動時間と更新間隔

• デバイスおよびターミナルのリモート電源オン

• リモートによる故障したシステムの復旧

HP、NCR、東芝、富士通、Seneca など、デバイスメーカーやソフトウェ
ア・パートナーで構成される大規模なエコシステムと連携することで、
インテルは小売企業に対して単一であることのメリットをもたらしま
す。 単一のインフラストラクチャー、単一のオペレーティング・システム、
単一のアプリケーション、 単一のリモート管理、 そして単一のセキュリ
ティーです。 

ハードウェア・ベースの高度なセキュリティー

POS デバイスは、 ますます巧妙化するサイバー犯罪による脅威にさら
されています。 その中でも小売企業に最もダメージを与えるのは高レ
ベルのセキュリティー侵害です。 数千人もの顧客の個人情報が、わずか
数秒のうちに犯罪者にさらされる可能性があります。 インテル ® テクノ
ロジーによって最も重要な機密データを保護することで、エコシステム
が「デジタルへのシフト」 を促進する革新的なソリューションの開発や
構築を行うことが可能になります。 インテル® vPro™ テクノロジーは、 
ハッカーによる機密性の高いトランザクション情報へのアクセスをよ
り困難にする保護レイヤーを OS よりも下層のレイヤーで提供します。  

インテル® vPro™ テクノロジーは、 特定のコードやデータが公開され 
たり改変されたりしないよう保護し、マルウェアやルートキットのリリー
スを阻止する、 ソフトウェア・ガード・エクステンション (SGX) に対応
しています。 SGX よって保護されるデータは、BIOS、VMM、OS、ドライ
バーなどが侵害を受けても、 保護された状態が維持されます。 つまり、
プラットフォームのフル実行制御権を持った攻撃者でも、 進入を食い 
止めることができるということです。 トランザクション向けインテル®  
データ・プロテクション・テクノロジーなど、 POS においてデータスキ 
ミングを防ぐほかの多くのセキュリティー機能に加えて、 SGX の機能 
は、 最 新 の イ ンテル® vPro™ テクノロジー対応のインテル® Core™ プ 
ロセッサー ・ファミリーとの組み合わせによって最大の効果を発揮しま 
す。 最新のインテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーは、 強固な多要 
素認証とセキュアなプラットフォーム・アクセスおよびロックを実現す
る最新ツールを採用しており、 現時点で最も巧妙なサイバー攻撃に対
しても大きなメリットがあります。

圧倒的なビジュアル・ディスプレイと 
デジタルサイネージ

トランザクション・リテール・ソリューションの改善に加えて、第 7 世代 
インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーは、 デジタルキオスク、 メ
ニューボード、道案内用キオスクや標識、店舗内や公共エリアのインタ
ラクティブなデジタルサイネージ向けの高精度のカラーコンテンツに
よって、顧客によりリッチな体験を提供します。 新たな 4K Ultra HD 機
能によって、 小売企業は最先端のデジタルサイネージを用いて顧客の
関心を惹きつけることができます。  

•  幅広い色域 : 多彩な色の選択肢と向上したビット深度がディスプレイ・
モニター上に美しい絵を生み出します。

•  標準フル HD のピクセル数の 4 倍 : 16 x 9 ディスプレイで 3,840 x 
2,160 ピクセル (830 万ピクセル )

• より高いフレームレート - 最大 120 フレーム / 秒。 

•  HEVC 10 ビット ・ カラー ・ フォーマットによるスムーズなトランジ
ション、10 ビット圧縮による効率性、10 ビット・グラフィックス出力
による色精度を備えた再生。 

•  BT.2020 は、最低 10 ビットのカラー深度を定義することで、フレー
ムの最も明るい領域と暗い領域間のダイナミック・レンジを拡張しま
す。 各色表現に 2 ビットを追加することで、表現可能な色数は 10 億 
7,000 万色 (210 = 1024 x 1024 x 1024) に増加します。  

•  よりスムーズなマルチタスク処理とスムーズなビデオ再生により、最
大 9 時間半の 4K UHD ビデオ再生を実現。



ビジネス概要  |  高速で効率的な最新のインテル ® テクノロジーによる優れた体験で顧客を惹きつける

3

詳細情報

第 7 世代インテル  ® Core  ™ プロセッサー ・ ファミリーが小売 
ビジネスを成長させる方法の詳細については、インテルの担当
者にお問い合わせいただくか、下記のサイトを参照してください。

http://www.intel.co.jp/retail/

革新的な体験

第 7 世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーを搭載したキオ
スクおよびインタラクティブ・ディスプレイは、4K インタラクティブ・ディ
スプレイやジェスチャー認識など 1 対 1 の対応を可能にする要求の厳
しいワークロードをサポートする一方で、リアルタイムのコンテンツ管
理と重要なオーディエンス分析を提供します。 

多くのエコシステム・パートナーとインテル® リテール・クライアント・
マネージャーは、 強力なコンテンツ管理向けにビデオ、 テキスト、 グラ
フィック・コンテンツの開発およびリアルタイム管理をサポートします。
小売企業は、 インテル® AIM スイートの測定および分析ツールやほか
のサードパーティー製ビューアー分析アプリケーションによって、自分
たちのコンテンツが適切なタイミングで適切なオーディエンスを獲得
しているかどうかを把握します。 最後に、ジェスチャー ・ベースのインタ 
ラクションやフィードバック向けにインテル® RealSense™ テクノロ
ジーが使用されます。

インテル ® vPro™ テクノロジーによる 
効果的なディスプレイ管理と電源利用

小 売 企 業 は、 インテル® vPro™ テクノロジー対応インテル® Core™ プ
ロセッサー ・ファミリーに搭載されているインテル® AMT によってデ 
ジタル・サイネージ・ネットワークをリモートに管理、 維持できます。 そ
れによって、 サービスコストを削減し、 シームレスで常時接続された消
費者体験を実現します。 多くのディスプレイや看板のある大規模な環境
では、インテル® vPro™ テクノロジーのリモート管理機能を使用するこ
とで、 1 台の中央ターミナルから迅速かつ効率的に開店および閉店時
にディスプレイの電源のオン / オフを切り替えられ、電気代を節約でき
ます。

ハードウェア・ベースおよびソフトウェア・ベースのインテル ® セキュリ
ティー ・ソリューションの緊密な統合により、エンドポイントからクラウ
ドまで、デバイスおよびデータを保護し、安全な画面上のコンテンツ配
信と、管理ができるようになります。

モバイル U シリーズ・プロセッサー ・ファミリーの 
インテル® Iris™ グラフィックス
• プロセッサーの生産性が最大 12% 向上 4

• 3D グラフィックス・パフォーマンスが最大 80% 向上 4

http://www.intel.co.jp/retail/


1.  第 6 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載プラットフォームとの比較結果はインテル社内での分析またはアーキテクチャーのシミュレーション / モデリングに基づくものであり、情報提供 
のみを目的としています。システム・ハードウェア、ソフトウェア、構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。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。 

2.  LGA プロセッサー・ソケットの互換性のみを指します。ソフトウェアについては、新しいグラフィックス / メディア・ハードウェア機能をサポートするために、新しいグラフィックス・ドライバーが必要です。

3.  出典: インテル® ISG の予測、業界ベンチマークを使用、2016、インテル® リテール・ソリューション・ディビジョン、2016.

4.  インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー (インテル® HD グラフィックス 520 搭載)、比較対象: インテル® Core™ i7-6560U プロセッサー (インテル® Iris™ グラフィックス 540 搭載) およびインテル®  
Core™ i7-6567U プロセッサー (インテル® Iris™ グラフィックス 550搭載)

 構成情報: 

 •  インテル® CRB、インテル® SKL-U 2+2 PL1=15W、インテル® Core™ i7-6500U プロセッサー (インテル® HD グラフィックス 520 搭載) (トップビンでの計測からの推定)、TDP、2C4T、ターボ時最大 
3.10GHz、メモリー: 2x4GB DDR4-2133、ストレージ: インテル® SSD、ディスプレイ解像度: 1920x1080。  

 •  インテル® CRB、インテル® SKL-U 2+3e、インテル® Core™ i7-6560U プロセッサー (インテル® Iris™ グラフィックス 540 搭載)、PL1=15W TDP、2C4T、ターボ時最大 3.40GHz、メモリー: 2x4GB 
DDR4-2133、ストレージ: インテル® SSD、ディスプレイ解像度:1920x1080。  

 •  インテル® CRB、インテル® SKL-U 2+3e、インテル® Core™ i7-6567U プロセッサー (インテル® Iris™ グラフィックス 550 搭載)、PL1=28W TDP、2C4T、ターボ時最大 3.60GHz、メモリー: 2x4GB 
DDR4-2133、ストレージ: インテル® SSD、ディスプレイ解像度:1920x1080。

  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、ほか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、http://www.intel.com/benchmarks/ (英語) を参照してください。

  Intel、インテル、Intel ロゴ、intel Core、intel vPro、Celeron、Intel Atom または Intel Iris 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 またはその子会社の商標です。

*  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。
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