インテル株式会社

データカンパニーとしてさまざまな課題の解決を
サポートしながらビジネスやイノベーションを加速
膨大なデータを活用するデータ・セントリック（データ中心）時代では、デバイス、データセンター、ネットワークへの投資がこれま
で以上に求められてきます。その中でインテルは、データ・セントリック時代に対応した最先端のテクノロジーと製品を通じて、デー
タセンターにおける TCO の最適化や運用の効率化、AI 活用のサポートなど、さまざまな課題の解決に取り組んでいます。

データカンパニーとしてデータの価値を発展させる
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安定した超低レイテンシーと高い耐久性で
更なる SDS システムの効率化を実現する
「インテル®OptaneTM SSD データセンター」
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図 1 は、インテル

Optane TM SSD と 3D

NAND SSD をキャッシュに使用した場合の
比較です。インテル
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VMWare vSAN* - 3D NAND SDD とインテル ®OptaneTM DC SSD の比較
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AI の実用化により活用できるデータ量が飛躍的に増

データセンターにおいて、 電力は常に悩みの種です。

し、また質の高い情報を得ることが可能になりました。

データセンターの運用効率化をサポートする「インテル

イ ン テ ル は、AI 開 発 /AI 推 論 処 理 向 け に「Intel

デ ー タ セ ン タ ー・ マ ネ ー ジ ャ ー（ 以 下、 イ ン テ ル

TM

Distribution of OpenVINO

Toolkit」を提供しています。

DCM）」は、センサー機器を必要とせず、IT 機器に搭
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ンスが発揮されるよう設計されています。多くの学習済みモ
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エッジデバイスからクラウドまでどこでもワークロードを配置

API により既存ソリューションとの連携も可能です。

でき、スケーラブルな AI ソリューションを効率よく構築する
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DCM は、世界各国の主要データセンター

ことが可能になります。大規模データセンターや拡大が予想

で利用されており、国内最大級の規模を誇る株式会社

されるエッジ環境での AI 処理まで、お客様のデータを活か

NTT データ様の三鷹データセンター EAST で実施されて

した新規ビジネス開発やイノベーションをサポートします。

いるエネルギー効率化の実証実験でも利用されています。
インテル® データセンター・マネージャー バリュー
リアルタイム
パワー、サーマル、ヘルス
＋ インベントリー管理

ダウンタイム削減

モニタリング & アナリティクス

ファンや電源ユニット、CPU など
コンポーネント・レベルでの
ヘルス・モニタリングと予測

クロス・プラットフォーム

集約されたデータ

導入の柔軟さ、手軽さ

物理（部屋・ラック〜サーバーまで）
および論理グループのサポート

サポート

ラック単位・サービス単位などでの状況把握

リモート・マネジメント

更なる効率化

コロケーションのサーバーを
ハードウェア・レベルで監視

サーバー利用トレンド

OS やエージェントに依存しない監視
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低利用率サーバーの発見

インテル ®データセンター・マネージャーの価値
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