
コスト削減や市場投入に要する時間の短縮化に向け、通信サービス事業者は、ソフトウェア・
デファインドWAN（SDWAN2.0）仮想化ネットワーク機能（VNF）およびインテル® アーキテク
チャー搭載の業界標準サーバーの次なる進化を活用して NFV の導入を加速しています。

概 要
通信サービス事業者 （CoSP）は、 どうすれば総所有コスト（TCO）を削減しつつ、 ネットワーク・
トラフィックの急増に対応し、 迅速かつ高い費用対効果で新しいサービスを展開できるのでしょ
うか？答えはネットワーク機能仮想化 （NFV）の増強にあります。 NFV の導入を加速することに
より、 通信サービス事業者は、 運用コストと資本コストの低減、 ビジネスの俊敏性の向上、 ベン
ダー・エコシステムの拡大、利益率の向上など多くのメリットを得ます。

通信サービス事業者は、 仮想化ネットワーク機能 （VNF）としてソフトウェア・ デファインド・ ワ
イド・エリア・ネットワーク（SDWAN）を導入することで、NFV を新たなレベルに押し上げられま
す。 仮想化とソフトウェア・ デファインド・ ネットワーキングの組み合わせで、 エッジからデータ
センター、クラウドまでネットワーク全体の可視性、セキュリティー、制御を増強します。

インテルと Nokia は柔軟性および拡張性の高い SDWAN 2.0 プラットフォームを協業で構築し
ました。 通信サービス事業者は、Nuage Networks* SDWAN 2.0 ソフトウェアに対応した最適
化とこのプラットフォームの組み合わせで、 第2世代インテル®Xeon® スケーラブル・ プロセッ
サーおよびインテル®QuickAssist テクノロジー（インテル®QAT）のメリットをすべて享受でき
ます。 インテル®QAT を使用していない前世代のインテル®Xeon® スケーラブル・ プロセッサー
と比較した場合、 最適化されたプラットフォームでは SDWAN IPSec スループットが2倍になり、
VNF 密度も5倍向上します。1
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このソリューション概要では、 革新的な
テクノロジーへの投資によってさまざま
なビジネス課題を解決する方法について
説明します。

組織内の役割に合わせて、 次の内容を確
認できます。

• ビジネス戦略： ソフトウェア・ デファイ
ンド WAN 仮想化ネットワーク機能を
搭載した NFV の導入加速により、 いか
にしてビジネス上の成果を達成するか
についての理解を深めます。

• テクノロジーに関する意思決定： ソフ
トウェア・ デファインドWAN がいかに
して IT やビジネス価値を提供するかに
ついて学びます。

ソリューションのメリット
• コスト効率の改善 : 旧式の高価な専用インフラストラクチャーを、 手ごろで拡張可能な

インテル® アーキテクチャー搭載サーバーに換装。

• 高い柔軟性および拡張性： 新サービスの迅速な開発やカスタマイズが可能。 既存のネッ
トワーク機能仮想化インフラストラクチャー（NFVI）に新しい仮想化ネットワーク機能
（VNF）を追加。

• 容易な管理： 自動化および一元化された Management and Orchestration（MANO）
を使用して、運用上の複雑さの軽減、コストの低減、セキュリティーの強化を実現。
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SDWAN 2.0 プラットフォームは完全に VNF のみの実装であり、 将来
にわたってトラフィックの激増に対応可能なネットワークを備えてい
ます。 このプラットフォームは拡張可能で、 クラウドや通信ネットワー
ク・ トラフィックのニーズに対応しています。 SDWAN 2.0VNF はデー
タ・ センター・ コアでほかの VNF と共存しているため、 パフォーマンス
のより柔軟な拡張が可能です。

ビジネス課題： より多くの作業を、 より迅速に、 より
安価に
通信サービス事業者は主に3つの課題に直面しています（図2参照）。

• ビジネスの俊敏性の向上： 顧客の期待は目まぐるしく変化します。
半年前に人気だったものが、 今から半年後にまだ人気があるとは限
りません。 通信サービス事業者は、サービスをより素早く展開、革新
的なビジネスモデルをサポートし、 サービスを迅速に適用およびカ
スタマイズして顧客要件を満たす、などの必要性に迫られています。

• 総所有コスト（TCO）の低減： 専用の物理ハードウェアの導入は高
価な上、 そのハードウェア上に新規サービスを展開するには2、3年
かかります。 その間にコストは上昇し続け、新規の収益機会を失って
しまいます。

• 利益率の改善： 従来の通信サービスに関する消費者行動の変化、通
信活動全般では増加しているにも関わらず減少する顧客のサービ
スへの投資額、 通信サービス市場に参入するディスラプターと呼ば
れる新興企業数の増加など、すべてがサービス事業者の利益率を圧
迫しています。2

これに対処するため、 通信サービス事業者は自社のネットワークを
最新化し、 独自の専用アプライアンスから、 仮想化ネットワーク機能
（VNF）やコンテナー化ネットワーク機能（CNF）を搭載したソフトウェ
ア・ デファインド・ ワイド・ エリア・ ネットワーク（SDWAN）にシフトし
ています。 VNF や CNF は業界標準のインテル® アーキテクチャーを
基盤としたネットワーク機能仮想化インフラストラクチャー（NFVI）上
で動作します。

図1. インテル® アーキテクチャーを基盤とするソフトウェア・デファインド・ワイド・エリア・ネットワーク（SDWAN）は、仮想化およびコンテナー
化されたネットワーク機能を使用して、コスト削減、市場投入に要する時間の短縮化、ビジネスの俊敏性の向上を実現。

レガシー・ネットワーク 最新ネットワーク

物理ネットワーク機能 
独自の専用アプライアンス 

• 費用が高額

• 市場投入までの期間が長い

• 柔軟性の欠如

仮想化およびコンテナー化された
ネットワーク機能 
業界標準ハードウェア

• 手ごろな価格

• 市場投入までの時間短縮

• 俊敏で適応力が高い

図2 通信サービス事業者（CoSP）は素早い対応、コスト削減、収益増加のプレッシャーにさらされている。
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VNF として SDWAN を導入
NFVI 内への VNF としての SDWAN 導入は、 ネットワーク全体での自
動化と制御の基礎となります。 ネットワーク全体に VNF として展開す
る SDWAN 機能を搭載し、 コンピュート・ リソースと共に分散すれば、
即座にアプリケーション・レベルの可視性と制御を開くインテリジェン
ト・ オーバーレイでネットワークのプログラムが可能になります。 この
手法では、 ワークロード、 仮想マシン（VM）、 コンテナーが親 VNF を
サポートするよう行き来するため、 常に変化するコンピューティング
要件に適応するためにネットワークをプログラムすることができます。
ネットワークはユーザーに気付かれない形でバックグラウンドに適応
し、 サービスレベル ・ アグリーメント（SLA） 要件を満たせるレベルで
の接続性を維持します。

さらに、 SDWAN の一元化されたポリシーおよび制御インフラストラ
クチャーは、 レイテンシー、 シグナリング要件、 帯域幅要件など独自の
特性に基づいたアプリケーションの最適な階層処理をサポートするた
め、 インテリジェントにネットワークをプログラムするネットワーク ・
ポリシーの作成が可能です。

通信およびクラウドサービス事業者が徐々にエッジ ・ コンピューティ
ングに対応するマルチクラウド環境に移行しつつある中、 SDWAN 
VNF のユースケースも増大しています。 単にネットワークのアンカー
VNF の役割だけでなく、以下の2点における役割もあります。

• SDWAN 2.0 の進化： 各企業のブランチオフィスにおいて、 ファイ
アーウォール、 WAN のオプティマイザー、 ディープ ・ パケット ・ イン
スペクション（DPI）、 セッション ・ ボーダー ・ コントローラーなどの
サービスを提供していた専用のアプライアンスは、 従来の顧客構
内設備 （CPE）ではなく、 インテル® アーキテクチャー搭載サーバー
上で動作する VNF になっています。 VNF としてインストールされた
SDWAN 2.0 により、 既存の統合された SDWAN インフラストラク
チャーは、 フォワーディング・ プレーンのプログラミングに使用され
ると同時に、 オーケストレーションへの明確なインターフェイスの
提供も行います。 これにより、 フォワーディング・ プレーンがプログ
ラム可能なインテリジェント・ ネットワーク・ ファブリックを作成し、
サービス・ チェイニングなどの機能を使用することで、 運用事業者は

それぞれのパケットフローが適正な VNF を経由して処理されてい
ることを確認できます。 例えば、 ビデオ ・ パケット ・ フローはある最
終宛先に向かう場合、 宛先に行く前にサービスチェーンが確立され、
ローカルでホスティングされているビデオ最適化機能を通るよう仕
向けることもあります。 そして、 同じパケットがセントラルオフィス
にホスティングされるセキュリティー機能またはほかのデータセン
ターに送られ、それから最後に最終宛先に送られます。

• 5G テクノロジー： 現在、 レイテンシーの削減、 容量増加、 マシン ・
ツー・ マシン通信の向上などの進化や、 高速化に向けた準備は整っ
ています。 スマートシティーのセキュリティー、 自動運転車、 視覚機
能搭載のコネクテッド・マシン、高解像度カメラ搭載の高度なドロー
ン、 製造装置に搭載されるセンサーなどはすべてトラフィックの爆
発的増加を誘発する原因となります。 そして通信サービス事業者の
セキュリティー、 ネットワーク、 分析機能もそれに備えなければな
りません。 ネットワークのエッジに配置される SDWAN はこれら新
しいアプリケーション向けの可視性や制御を提供し、 各アプリケー
ションのニーズに合わせたネットワーク ・ パフォーマンスを提供し
ます。 また、 ソフトウェア定義のセキュリティー対策により各アプリ
ケーションのセキュリティーの向上も実現します。

ソリューションの価値： 拡張性、 俊敏性、 値ごろ感
など
物理的構築の落とし穴を認識し、 積極的に将来に向けての対策をとっ
ている通信サービス事業者各社は、 NFV で容量の増加と新規サービ
スの開発を進めています。 NFV は、 多数の仮想化ネットワーク ・ ノー
ドが同一の汎用サーバー上で稼働できるように、 ネットワーキング ・
ハードウェアをサービス・ソフトウェアから分離します（図3参照）。

この仮想化の手法により、幅広いメリットを享受できます。

• 設備投資の削減： 新しいサービスの展開に、 もはや専用のアプライ
アンスは不要となりました。 その代わり、 新しいサービスには、 商用
オフザシェルフのハードウェア上で稼働し、 ほかのサービスとリソー
スを共有する、 手ごろな価格の業界標準 VNF または CNF が使用さ
れます。

今後の仮想化ネットワーク機能

独自のソフトウェア

専用のハードウェア

仮想化 俊敏性を実現する
オーケストレーション

NFVI： 汎用的かつ 
ハードウェアを高速化

共通の管理

オープンソースOS
サービス・ 
ソフトウェア

NFVI=ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャー

図3. 旧式なアプライアンスの仮想化、コンテナー化された最新のネットワーク機能への換装は、多くのメリットをもたらします。

独自
の 
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• 運用コストの削減： 自動化および一元化された Management and 
Orchestration（MANO）、 設備の削減による省エネおよびデータセ
ンターの省スペース、 管理にかかわる人員を削減する標準化された
設備などすべてが、運用コストの低減に役立ちます。

• 利益率の拡大： 新しいサービスを迅速に展開し、 これらのサービス
をエンドユーザーのニーズに合わせ手ごろな価格でカスタマイズで
きれば、 通信サービス事業者は既存顧客の維持と新規顧客を惹き
つけることが可能です。 競争力の維持において、 ユーザー中心の高
品質な体験の提供はますます重要性を増しています。

• 俊敏性の向上： トラフィック需要は、 予測不能な場合もあるバース
トにより、 急に変わることがあります。 NFV を実装した SDWAN は、
需要に対応するため必要に応じて VNF や CNF を追加することで、
このような変化に迅速に適応でき、 ユーザー体験にマイナスの影響
を与えません。 そして、 すべてがソフトウェア定義であるため、 新し
いサービスの導入は自動化されたテストやデプロイメント、 標準の
アプリケーション・ プログラミング・ インターフェイス（API）の使用
によりスピードアップします。

• ベンダー・エコシステムの拡大： NFV の実装により、ハードウェアと
ソフトウェアの両方を提供する単一のベンダーに縛られなくなるた
め、 通信サービス事業者は幅広いサプライヤーを利用できるように
なります。 これにより、 柔軟性も向上し、 コスト交渉に役立つ場合も
あります。 加えて、 例えばソフトウェア・ ベンダーの A 社と B 社が提
供するアプリケーションはどちらも業界標準ハードウェア上で稼働
するため、通信サービス事業者は、より簡単かつ客観的にソフトウェ
アの性能や機能を比較することができます。

上述の通り、NFV の強化と拡張のメリットは非常に魅力的です。 では
実際、 VNF および CNF 実装 SDWAN はどのように機能するのでしょ
うか？

ソリューション ・ アーキテクチャー： 将来に対応で
きるインテル® テクノロジー搭載ソフトウェア ・ デ
ファインドWAN
VNF および CNF は、 仮想化ゲーミング、 ボイスオーバー IP（VoIP）、
ロードバランサー、 コンテンツ・ デリバリー・ ネットワーク（CDN）その
他、ネットワーク上のあらゆるサービスに使用できます。 ソフトウェア・
デファインド ・ ネットワーキング（SDN） は、 ネットワーク内でのサー
ビスのニーズや問題に対応するために、 自動的かつ動的にソフトウェ
ア（つまり VNF および CNF）を1つのサーバーから別のサーバーに移
動できます。 データセンターの物理ハードウェアからエッジまで、 ネッ
トワークのすべてを SDN ベースの制御と実行でつなげインテリジェン
トな通信を可能にします。 物理ルーター同士の会話方法、 また、SDN
コントローラーがサービス・ オーケストレーション・ エンジンと一緒に
ネットワーク上の各サービスのニーズを把握する方法を、SDN がサー
バー上の仮想スイッチ（vSwitches）を使用して構築しています。

より多くのソフトウェア機能がネットワーク上で動き始めるのに伴い、
そのネットワーキングを管理するものが必要となりました。 それが
SDWAN ソリューションです。 一元化されたソフトウェア制御は、（リ
アルタイムで）ネットワーク機能の管理、構成、割り当て、監視、プロビ
ジョニングを行いますが、 SDWAN は、 この一元化されたソフトウェ
ア制御により、 ネットワーク機能に弾力性を持たせ、 さまざまなサー

ビスのニーズに対応可能となります。 新しいサービスの開始は、 サー
ビス・ オーケストレーターに接続しているポータルへのアクセスや要
求されるサービスの選択と同じぐらい簡単です。 サービス・ オーケスト
レーターは適切なサーバーにソフトウェアを送信、 展開します。 次に、
VNF マネージャーが必要なリソースを使用してインスタンスを構成し、
それをオペレーション・サポート・システム（OSS）に接続します。 これ
により、 インスタンスがシステムに統合されます。 最後に、 OSS がデ
プロイメントの成功をサービス・オーケストレーターに報告します。 手
動での構成は不要で、すべてソフトウェアが自動で行います。

インテルは Nokia の Nuage Networks* および AirFrame* チームと
協業し、SDWAN の VNF としての使用を可能にする最適化されたエッ
ジツーコア・インフラストラクチャー・プラットフォームを構築しました。
プラットフォーム（図4参照）は、NFVI 全体でのセキュリティーの強化
と、VM / VNF の密度向上を目的とした同一サーバー上で利用可能な
CPU サイクル数の最大化、この2点を中心に最適化されています。

Nokia Nuage Networks* SDWAN 2.0プラットフォームは、インテル® 
QAT アクセラレーション ・ アダプターおよび Nokia Nuage Virtual 
Network Gateway*を組み合わせた第2世代インテル®Xeon® スケー
ラブル・プロセッサーを活用しています。

• 第2世代インテル ®Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー： これらの
CPU は、 仮想スイッチング、 ベクトルパケット処理、 セキュリティー
などのネットワーキング ・ ワークロードおよび NFVI 向けに最適化
されています。 また、 インテル® スピード ・ セレクト ・ テクノロジー
（インテル®SST）も備えているため、 通信サービス事業者は同一の
CPU を使用しつつも、VNF によって周波数の高低を使い分けて、 ト
ラフィックの突然の増加やパフォーマンス ・ クリティカルな VNF を
処理できます。 インテル®Xeon®Gold プロセッサーには3つのモデ
ルがあります（6252N、6230N、5218N）。

ソフトウェア・デファインドのセキュリティー
および SDWAN 2.0 の進化
従来の境界ベースのセキュリティー機能は、 ネットワーク内部
でのイーストウエスト通信では、 アプリケーションの十分な可
視性や検知機能を提供しません。 5G や IoT の大幅な増加によ
り、 状況はさらに悪化するでしょう。 エッジに向かうコンピュー
ティング・リソースの大規模な分散により、ネットワークの攻撃
対象になる範囲が広がってしまいます。

ソフトウェア ・ デファインド ・ ワイド ・ エリア ・ ネットワーク
（SDWAN）により、 エンドツーエンドでネットワーク全体にセ
キュリティーを容易にプログラムできます。 これが SDWAN を
より一層強力なツールにしています。

各アプリケーションに関してエンドツーエンドの可視性と制
御があるため、 事業者はリソースを高粒度で検知および保護
し、 リアルタイムで脅威に対応するため自動化を使えます。 例
えば、 サービスチェーンを使用して、 パケットフローを検閲ま
たはルーティングし、 セキュリティーをより高度にすることもで
きます。
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図5. 実環境における SDWAN パフォーマンスの前世代プロセッサー
との比較（値が大きい方が良い）。

• インテル®QAT： このプラットフォームは、 パフォーマンス向上のた
めに、VM または VNF ごとに特定のインテル®QAT アクセラレーショ
ン機能を割り当てます。 システムは1枚のアクセラレーター・ カード
につき最大3つの物理機能をサポートし、 それぞれのカードに最大
48の VNF が搭載されています。 ここでの重要なポイントはセキュ
リティー・ アクセラレーションを別々のテナント、 または別々の VNF
に分割する能力です。

• Nokia Nuage Networks Network* Services Gateway（NSG）：
NSG は、ブランチのユーザーからパブリック・クラウドまたはプライ
ベート・クラウドにあるワークロードに拡大するエンドツーエンドの

ポリシー、 データプレーン制御、 Software as a Service（SaaS）を
提供します。

最近のテストでは、 SDWAN 2.0 プラットフォームはインテル®QAT
を搭載していない前世代のインテル®Xeon® スケーラブル・ プロセッ
サーを使用した類似のプラットフォームと比較して、 SDWAN IPSec
スループットが2倍に、VNF 密度も5倍に向上するという結果が出ま
した。3

+ =

プラットフォーム

インテル®SSTベース・ 
フリークエンシー搭載第2世代 
インテル®Xeon® スケーラブル・

プロセッサー

インテル®QuickAssist 
テクノロジー（インテル®QAT） 

アクセラレーション・ 
アダプター8970

Nokia Nuage Networks* 
SDWAN 2.0仮想ネットワーク・

サービス・ゲートウェイ

ネットワーク機能 
アクセラレーション対応

図4. インテルと Nokia* の最新のテクノロジーを組み合わせたソフトウェア・ デファインド・ ワイド・ エリア・ ネットワーク（SDWAN 2.0）プラット
フォーム。

まとめ
NFV は、 通信サービス事業者のコスト削減、 利益率やビジネスの俊
敏性の向上をサポートし、 彼らの主要課題を解決できます。 通信サー
ビス事業者は、 Nokia Nuage Networks* と統合され、 かつ、 Nokia 
Nuage Networks* 向けに最適化されたインテルの最新プロセッサー
とアクセラレーション ・ テクノロジーを組み合わせた SDWAN 2.0 プ
ラットフォームを使用して、 ネットワークの最新化を加速できます。 こ
れにより、VNF 密度を向上させつつ SDWAN IPSec スループットを増
強します。 通信サービス事業者は、 このプラットフォーム拡張性を活
用し、 現在および今後のトラフィックの処理、 新サービスの展開、 顧客
満足の向上に対応できます。

2倍
5倍

パフォーマンス向上

SDWANスルー
プットの増加1

VNF密度の向上1

組織に最適なソリューションをご確認ください。 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、 http://www.intel.
co.jp/networktransformation/ を参照してください。

また、NFV をサポートするためのインフラストラクチャーの最適化につ
いてチームで検討・決定するために必要な情報は、ブリーフィング・シー
ト Building virtualized, cloud-optimized, 5G-ready networks.
を参照してください。

詳細情報
以下のリソースを参照してください。

• Nuage Networks*（英語）

• 第2世代インテル®Xeon® スケーラブル・プロセッサー

• インテル®QuickAssist テクノロジー

• Intel® Network Academy の無料5G トレーニング 
基礎コース（英語）

• NFVI 向けインテル®Select ソリューション（英語）

• Nuage Networks* VNS, an SDWAN solution for CoSPs 
and Enterprises（英語）

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/network-transformation.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/network-transformation.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/homepage.html
https://www.nuagenetworks.net/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/intel-quick-assist-technology-overview.html
https://www.coursera.org/learn/network-transformation-101
https://www.coursera.org/learn/network-transformation-101
https://builders.intel.com/intelselectsolutions/intelselectsolutionsfornfvi
https://onestore.nokia.com/asset/183178
https://onestore.nokia.com/asset/183178


1 2018年2月14日に Nokia との連携でインテルによって記録された結果。 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製品またはコンポーネントはありません。

 ベースライン構成： 第2世代インテル®Xeon®Gold 5118プロセッサー x2搭載 Neon City プラットフォーム、 メモリー総容量192GB（12スロット /16GB/DDR4 2667MHz）、 ucode 0x4000019、
BIOS:PLYXCRB 1.86B.0568.D10.1901032132、 uCode:0x4000019、 CentOS*7.5、 カーネル： 3.10.0-862、 KVM* Hypervisor； インテル® イーサネット ・ コンバージド ・ ネットワーク ・ アダプター 
X520-SR2； アプリケーション： Nokia Nuage Networks* SDWAN NSGv 5.3.3U3.

 テスト構成 （インテル®QuickAssist テクノロジー使用）: 第2世代インテル®Xeon®Gold 5218N プロセッサー x2搭載 Neon City プラットフォーム、 メモリー総容量192GB（12スロット /16GB/DDR4 
2667MHz）、ucode 0x4000019、BIOS:PLYXCRB 1.86B.0568.D10.1901032132、uCode: 0x4000019、CentOS*7.5、カーネル：3.10.0-862、KVM* Hypervisor；インテル®QuickAssist アダプター
8970 x1、Cipher： AES-128 SHA-256； インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X520-SR2； アプリケーション： Nokia Nuage Networks* SDWAN NSGv 5.3.3U3.

2 McKinsey and Company、 2017 年 1 月 「Overwhelming OTT: Telcos’ growth strategy in a digital world.」 https://www.mckinsey.com/industries/telecommunications/our-insights/
overwhelming-ott-telcos-growth-strategy-in-a-digital-world（英語）

3 巻末注1参照。

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。

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.co.jp/benchmarks（英語）を参照してください。

性能の測定結果はシステム構成の詳細に記載された日付時点の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参照してください。 絶対的なセキュリティーを提供できる製品またはコンポーネントはありません。

インテルは、 本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・ 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にアクセスし、 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。

記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを
目的としています。 状況はさまざまであると考えられます。 インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。

最適化に関する注意事項 : インテル® コンパイラーでは、 インテル® マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、 他社製マイクロプロセッサー用に同等の最適化を行えないことがあります。 これに
は、インテル® ストリーミングSIMD 拡張命令2、インテル® ストリーミングSIMD 拡張命令3、インテル® ストリーミングSIMD 拡張命令3補足命令などの最適化が該当します。

インテルは、他社製マイクロプロセッサーに関して、いかなる最適化の利用、機能、または効果も保証いたしません。

本製品のマイクロプロセッサー依存の最適化は、 インテル® マイクロプロセッサーでの使用を前提としています。 インテル® マイクロアーキテクチャーに限定されない最適化の中にも、 インテル® マイクロプ
ロセッサー用のものがあります。 この注意事項で言及した命令セットの詳細については、該当する製品のユーザー・リファレンス・ガイドを参照してください。

注意事項の改訂 #20110804

ここに記載されているすべての情報は、予告なく変更されることがあります。 インテルの最新の製品仕様およびロードマップをご希望の方は、インテルの担当者までお問い合わせください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon 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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