Product Brief
ハイパフォーマンス・コンピューティング

インテル® Parallel Studio XE

パフォーマンスを
引き出すコードを生成

Software

インテル® Parallel Studio XE は、HPC、エンタープライズ、クラウド・アプリケーションの
開発者が、高速、スケーラブルで、移植性の高い並列コードを生成できるように支援します
インテル® Parallel Studio XE は、最新のインテル® プロセッサーのパフォーマンスを
最大限に引き出すモダンコードを高速かつ簡単に開発できる、開発ツールスイートです。
このツールスイートは、ベクトル化、マルチスレッド、マルチノード、メモリー最適化におけ
る最新の手法を用いてコードの作成を単純化します。インテル® Xeon® プロセッサーと
インテル® Xeon Phi™ プロセッサー向けのインテル® アドバンスト・ベクトル・エクステン
ション 512 (インテル® AVX-512) 命令による強力で一貫したプログラミングに加えて、
最新の標準規格と統合開発環境 (IDE) をサポートします。MPI、CPU、FPU、メモリーの使用
状況を表示するインテル® VTune™ Amplifier のパフォーマンス・スナップショット機能、
パフォーマンスへの影響が大きく、最適化が不十分なループを特定するインテル® Advisor
のルーフライン解析機能、HPC を高速化するハイパフォーマンス Python* などの新機能
が含まれています。

対象ユーザー
•

HPC、エンタープライズ、クラウド・ソリューションを作成している C、C++、Fortran、
Python* ソフトウェアの開発者

•

現在および将来のインテル® プラットフォームでソフトウェアのパフォーマンスを最
大限に引き出す方法を求めている開発者

概要
•

高速なコードを開発 1。業界最先端のコンパイラー、数値ライブラリー、パフォーマン
ス・プロファイラー、コード・アナライザーにより、現在および将来のインテル® プラット
フォームでスケーリングする優れたアプリケーション・パフォーマンスを実現。

•

コードを迅速に開発。高速で安定したスケーラブルな並列コードの作成プロセスを簡
素化。

•

プライオリティー・サポートを提供。インテルのエンジニアに技術的な質問を直接問い
合わせることができます。また、製品の以前のバージョンやアップグレードを無料で入
手できます。プライオリティー・サポートの期間は 1 年間で、有償ライセンスの購入者
が対象です。

新機能
•

インテル® AVX-512 命令でインテル® Xeon® プロセッサーとインテル® Xeon Phi™
プロセッサー向けアプリケーションの効率とパフォーマンスを向上。

•

パフォーマンスへの影響が大きく、最適化が不十分なループをインテル® Advisor の
ルーフライン解析機能で特定。

•

ハイパフォーマンスな Python* で HPC を高速化。

•

apt-get、yum、conda コマンドを利用して最新のインテル® パフォーマンス・ライブラ
リーとインテル® Distribution for Python* に簡単にアクセス可能。

•

C++14、C++17 (ドラフト)、Fortran 2008、Fortran 2015 (ドラフト)、OpenMP* 5.0
(ドラフト)、Python* 2.7/3.6 のサポートおよび Microsoft* Visual Studio* 2017 へ
の統合を含む、最新の標準規格と IDE をサポート。

•

MPI、CPU、FPU、メモリーの使用状況を表示するインテル® VTune™ Amplifier のパ
フォーマンス・スナップショット機能を使用してコードの高速化の可能性を素早く特定。

•

インテル® パフォーマンス・ライブラリーとインテル® Distribution for Python* の新
しく広範な再配布権。

エディションの選択

1 年間のプライオリティー・サポートとアップデート
インテル® ソフトウェア開発製品のすべての有償バージョンには、購入日から 1 年間の Online Service Center でのプライオリティー・サ
ポートが自動的に含まれます (インテル® ソフトウェア開発製品のプライオリティー・サポートは英語でのみ受け付けています)。サポート
サービス期間はお得な価格で更新できます 2。
•

製品の新しいアップデートおよび以前のバージョンへの無料アクセス。

•

インテルのエンジニアに直接問い合わせて、機密の質問やコードサンプルを提出。

•

現在および以前のバージョンの技術的な質問やその他の製品ニーズに対応するヘルプ。

•

すべてのインテル® ソフトウェア開発製品をカバーするコミュニティー製品フォーラム。

•

過去数十年のハイパフォーマンス・コード作成の経験を基に構築されたヘルプ・ドキュメントのライブラリーへのアクセス。

ビルド - Composer Edition
•

最先端の標準規格に準拠した C++ および Fortran コンパイラーを使用して再コンパイルするだけでパフォーマンスが向上 1。

•

ビルトインの直観的な並列モデルを備えた並列処理とベクトル化サポートにより、簡単に並列化。

•

最新のハードウェア用に最適化された高度なライブラリーを追加。

•

インテル® パフォーマンス・ライブラリーを活用した統合型ディストリビューション・パッケージのハイパフォーマンス Python* で
HPC を高速化。
インテル® C++ コンパイラー
•

標準規格に基づく最先端の C++
ツールを使用してアプリケーション
のパフォーマンスを向上。

•

主要なコンパイラー、開発環境、オペ
レーティング・システムとのシームレ
スな互換性を提供。

•

最新の OpenMP* 5.0 並列プログ
ラミング・モデルによる優れたベクト
ル化と並列化機能 (インテル® AVX512 命令を含む)。

システム構成: ハードウェア: 2x インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM、ハイパースレッディング有効。ソフトウェア: インテル® コンパイラー
18.0、GCC 7.1.0、PGI* 15.10、Clang/LLVM 4.0。Linux* OS: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-514.el7.x86_64。SPEC* ベンチマーク
(www.spec.org (英語))。SPECint* ベンチマーク測定時の CXX テストには SmartHeap* 10 を使用。SPECfp* テストは C/C++ コードのパフォーマンスのみ測定。
SPECint*_rate_base_2006 コンパイラー・オプション: C++ テストには SmartHeap* 10 を使用。インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m32 -xCORE-AVX512 -ipo -O3
-no-prec-div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3。C++ コードは -static を追加。GCC 7.1.0: -m32 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse
-funroll-loops。Clang 4.0: -m32 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。C++ コードは -fno-fast-math を追加。SPECfp*_rate_base_2006
コンパイラー・オプション: インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec- div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3 -auto-p32。
C コードは -static を追加。インテル® Fortran コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -qopt-mem-layout-trans=3 -static。
GCC 7.1.0: -m64 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。
SPECint*_speed_base_2006 コンパイラー・オプション: C++ テストには SmartHeap* 10 を使用。インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo
-O3 -no-prec-div -qopt-prefetch -auto-p32。C コードは -static -parallel を追加。GCC 7.1.0: -m64 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。
C コードは -ftree-parallelize-loops=40 を追加。Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。C++ コードは -fno-fast-math
-fno-fast-math を追加。SPECfp*_speed_base_2006 コンパイラー・オプション: インテル® C/C++ コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div
-qopt-prefetch -static -auto-p32。C コードは -parallel を追加。インテル® Fortran コンパイラー 18.0: -m64 -xCORE-AVX512 -ipo -O3 -no-prec-div
-qopt-prefetch -static -parallel。GCC 7.1.0: -m64 -Ofast -flto -march=core-avx2 -mfpmath=sse -funroll-loops。C コードは -ftree-parallelize-loops=40 を追加。
Clang 4.0: -m64 -Ofast -march=core-avx2 -flto -mfpmath=sse -funroll-loops。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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ビルド - Composer Edition (続き)
インテル® Fortran コンパイラー
•

優れた Fortran アプリケーション・
パフォーマンスを提供。

•

Fortran 2008、Fortran 2015 (ドラ
フト) を含む最新の Fortran 標準規
格を広範にサポート。FORTRAN 77
との互換性もあります。

•

最新の OpenMP* 並列プログラミ
ング・モデルによる SIMD ベクトル
化とスレッド化機能 (インテル®
AVX-512 命令を含む)。

システム構成: ハードウェア: 2x インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM、ハイパースレッディング有効。ソフトウェア: インテル® Fortran
コンパイラー 18.0、PGI* Fortran 17.5、Open64 4.5.2、GFortran 7.1.0。Linux* OS: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-514.el7.x86_64。
Polyhedron* Fortran ベンチマーク (www.fortran.uk (英語))。Linux* コンパイラー・オプション: Gfortran: -Ofast -mfpmath=sse -flto -march=haswell -funroll-loops
-ftree-parallelize- loops=8。インテル® Fortran コンパイラー: -fast -parallel -xCORE-AVX2 -nostandard-realloc-lhs。PGI* Fortran: -fast -Mipa=fast,inline
-Msmartalloc -Mfprelaxed -Mstack_arrays -Mconcur=bind -tp haswell。Open64: -march=bdver1 -mavx -mno-fma4 -Ofast -mso。
ベンチマークの出典: インテル コーポレーション

インテル® Distribution for Python*
•

Windows*、macOS*、Linux* で利
用可能な Python* アプリケーショ
ンのパフォーマンスを向上する統合
型ディストリビューション。

•

マルチスレッド化によりパフォーマ
ンスが向上するインテル® MKL のよ
うな標準のインテル® パフォーマン
ス・ライブラリーで
NumPy*/SciPy*/scikit-learn パッ
ケージを高速化。
システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 @ 2.20GHz (2 ソケット、ソケットあたり 22 コア、コアあたり 1 スレッド - ハイパースレッディング
無効)、256GB DDR4 @ 2400MHz。OS: CentOS* 7.3.1611 (Core)。ソフトウェア: Stock: python 3.6.2、pip 9.0.1、numpy 1.13.1、scipy 0.19.1、scikit-learn 0.19.0。
インテル® Distribution for Python* 2018 Gold: mkl 2018.0.0 intel_4、daal 2018.0.0.20170814、numpy 1.13.1 py36_intel_15、openmp 2018.0.0 intel_7、
scipy 0.19.1 np113py36_intel_11、scikit-learn 0.18.2 np113py36_intel_3。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション

インテル® マス・カーネル・ライブラリー
(インテル® MKL)
•

インテル® プロセッサーと互換プロ
セッサーで最もよく使用されている
高速な数学ライブラリー。

•

現在および将来のインテル® プラッ
トフォームで最適なパフォーマンス
になるようにチューニング済み。

•

コードへの統合を容易にする業界標
準の API。

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー、2x28 コア、2.50GHz、38.5MB L3 キャッシュ、376GB RAM。オペレーティング・システム:
Ubuntu* 16.04 LTS。ソフトウェア: インテル® MKL 2018。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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ビルド - Composer Edition (続き)
インテル® データ・アナリティクス・アクセ
ラレーション・ライブラリー
(インテル® DAAL)
•

アプリケーションがより速くより優
れた予測を行い、同じ計算リソース
でより大きなデータセットを解析で
きるように支援。

•

最高のパフォーマンスを引き出せる
ようにデータの取り込みとアルゴリ
ズムの計算を最適化。

•

広範なアプリケーションのニーズを
満たすオフライン、ストリーミング、
分散型使用モデルをサポート。

システム構成: ハードウェア: 2x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 @ 2.60GHz、128GB。ソフトウェア: インテル® DAAL 2018。交互最小 2 乗 (ALS) - Users=1M
Products=1M Ratings=10M Factors=100 Iterations=1、MLlib=165.9 秒、インテル® DAAL=40.5 秒、パフォーマンス向上=4.1 倍。相関 - N=1M P=2000 サイズ=37GB、
MLlib=169.2 秒、インテル® DAAL=12.9 秒、パフォーマンス向上=13.1 倍。PCA - n=10M p=1000 Partitions=360 サイズ=75GB MLlib=246.6 秒、インテル® DAAL
(seq)=17.4 秒、パフォーマンス向上=14.2 倍。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション

インテル® インテグレーテッド・パフォー
マンス・プリミティブ (インテル® IPP)
•

インテル® ストリーミング SIMD 拡
張命令 (インテル® SSE) とインテル®
アドバンスト・ベクトル・エクステン
ション (インテル® AVX) 命令セット
を使用して高度に最適化された画像
処理、信号処理、データ圧縮、暗号化
アプリケーションを作成。

•

マルチコア、マルチ OS、マルチプ
ラットフォームに対応。プラグイン
API によりアプリケーションのパ
フォーマンスを迅速に向上。

•

開発時間を短縮しコストを軽減。

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Platinum 8168 プロセッサー @ 2.70GHz、109GB、L3 キャッシュ=33MB、2x24 コア、ハイパースレッディング有効。オペレー
ティング・システム: Ubuntu* 16.04 LTS。ソフトウェア:インテル® コンパイラー 18.0、インテル® IPP 2018。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション

インテル® スレッディング・ビルディング・
ブロック (インテル® TBB)
•

スレッドを操作する代わりにタスク
を指定。論理タスクをスレッドにマッ
プ (入れ子構造の並列処理を完全サ
ポート)。

•

実証済みの効率良い並列処理パ
ターンとワークスチールを使用して
適切なロードバランスを実現しタス
クの実行時間を短縮。

•

ライセンス版は Linux*、
Windows*、macOS* で利用可能。
複数のコンパイラーおよび
インテル® プロセッサーと互換。
システム構成: ソフトウェア: インテル® C++ コンパイラー 17.4、インテル® TBB 2018。ハードウェア: 2x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 @ 2.20GHz、44 スレッ
ド、128GB RAM。オペレーティング・システム: Red Hat* Enterprise Linux* Server 7.2 (Maipo)、カーネル 3.10.0-327.4.5.el7. x86_64。注: sudoku、primes、tachyon は
インテル® TBB に含まれているコードを使用。ベンチマークの出典: インテル コーポレーション
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ビルド - Composer Edition (続き)
ローグウェーブ IMSL* Fortran
ライブラリー
•

Fortran アプリケーション用の数値
解析関数。

•

多くの数学アルゴリズムと統計アル
ゴリズムを含む。

•

インテル® Parallel Studio XE ス
イートのアドオンとして利用可能。

解析 - Professional Edition
Composer Edition のすべての機能に加えて以下の機能が含まれます。
•

CPU、スレッド、メモリー、ストレージのアプリケーション・パフォーマンスのチューニングに役立つ高度なパフォーマンス・プロファイ
ラー。

•

ベクトル化の最適化とスレッドのプロトタイプ生成に役立つベクトル化/スレッド化アドバイザー。

•

メモリーエラーと断続的なスレッドエラーを効率良く見つけられるメモリー/スレッドのデバッガー。
インテル® VTune™ Amplifier
•

C、C++、Fortran、Python*、Go*、
Java* に加えて、言語が混在した
コードを正確にプロファイル。

•

CPU、メモリー、ストレージの最適化
に役立つさまざまなデータを提供。

•

迅速に結果を表示。豊富な解析によ
りデータを考察してコードの最適化
にかかる時間を短縮。
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解析 - Professional Edition (続き)
インテル® Advisor
•

最新のプロセッサーのパフォーマン
スを引き出すにはコードのベクトル
化とスレッド化が不可欠。

•

反復回数、データ依存性、メモリー・
アクセス・パターンなどを取得。

•

コードを高速化するヒントを含む簡
単な最適化ワークフローに従って作
業。

•

強力なルーフライン解析を使用し
て、パフォーマンスへの影響が大き
く、最適化が不十分なループを特定。

インテル® Inspector
•

メモリーエラーとスレッドエラーを
デバッグ。

•

コスト削減。メモリーエラーとスレッ
ドエラーの根本的な原因を早期に特
定。

•

時間を節約。断続的な競合とデッド
ロックを素早くデバッグ。

•

労力を軽減。特別なビルドは必要な
く、通常のビルドを利用可能。

スケール - Cluster Edition
Professional Edition のすべての機能に加えて以下の機能が含まれます。
•

複数のファブリックを備えたインテル® アーキテクチャー・ベースのクラスターでアプリケーションのパフォーマンスを向上。

•

MPI アプリケーションをプロファイルしてボトルネックを素早く特定し、並列クラスター・アプリケーションで優れたパフォーマンスを
実現。

•

クラスター・コンポーネントがクラスターのライフサイクルを通じて連携して動作することを確認。
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スケール - Cluster Edition (続き)
インテル® MPI ライブラリー
•

分散型アプリケーションのパフォー
マンスを向上。

•

複数のファブリックを備えた
インテル® アーキテクチャー・ベース
のクラスターで MPI アプリケーショ
ンを柔軟に実行。

•

継続的なスケーラビリティー — 低
レイテンシー、高帯域幅、より多くの
プロセス。

•

インテル® マルチコアシステムと
インテル® メニーコアシステムをサ
ポート。

システム構成: ハードウェア: インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー @ 2.40GHz、192GB RAM。インターコネクト: インテル® Omni-Path ホスト・ファブリック・インター
フェイス (HFI) シリコン 100 シリーズ [ディスクリート]。ソフトウェア: Red Hat* Enterprise Linux* 7.3、IFS 10.2.0.0.158、Libfabric 1.3.0、インテル® MPI ライブラリー
2018 (I_MPI_FABRICS=shm:ofi)、インテル® MPI Benchmarks 2018 (インテル® C++ コンパイラー 18.0 for Linux* でビルド)。ベンチマークの出典: インテル コーポレー
ション

インテル® Trace Analyzer & Collector
•

パフォーマンスに特化して MPI アプ
リケーションをプロファイルおよび
解析。

•

スケーラブル — 低オーバーヘッド
で効果的な視覚化。

•

ワークフローへ柔軟に統合: コンパ
イル、リンク、実行。

•

OpenSHMEM* をサポート。

インテル® Cluster Checker
•

高度なクラスター診断エキスパー
ト・システム・ツールで、ハイパフォー
マンスかつ信頼性の高い HPC プ
ラットフォームを保証。

•

クラスター機能の改善およびパ
フォーマンスの向上のために問題の
診断を単純化。

•

API を使用してほかのソフトウェア
に統合。

•

包括的なクラスター環境チェック
(カスタムテストにより拡張可能)。
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ライセンスのオプション

サポートサービスの更新オプション

各ソフトウェアを購入すると期間無制限の恒久ライセンスが提供
されます。2 種類のライセンスモデルがあります。

•

期限内更新。現在のシリアル番号のサポートサービス期間の
終了日から 12 カ月間延長されます。期限内 (終了日から 1 カ
月まで) に更新した場合、期限切れ更新よりもお得な価格で更
新できます。サポートサービス期間は 12 カ月間で終了します。

•

期限切れ更新。終了日から 12 カ月以内に更新した場合、同じ
シリアル番号のサポートサービス期間が延長されます。新しい
サポートサービス期間は購入日から開始されます。終了日か
ら 12 カ月経過後は、新しいライセンスを購入してください。シ
リアル番号は新しくなります。

•

特定ユーザーライセンスは、特定のユーザーのみ製品を使
用できます。

•

フローティング・ライセンスは、ライセンスサーバーにより管
理され、複数のシステムで複数のユーザーが同時にライセン
スを共有できます。2-Pack または 5-Pack ライセンスがあ
ります。ユーザーがライセンスを解放したら、別のユーザーが
そのライセンスを使用できます。

教育機関向けのアカデミック価格および学生、教育関係者、オー
プンソース貢献者向けの無料バージョンも用意されています。

動作環境
プロセッサー

複数の世代のインテル® プロセッサーと互換プロセッサーをサポートしています。
例: インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー、インテル® Xeon Phi™ プロセッサー/
コプロセッサー

言語

•

Microsoft* コンパイラー、GCC、インテル® コンパイラー、その他の言語標準に準拠するコンパイラー
で動作。

•

C、C++、Fortran、Python*1、C#2、Go*3、OpenSHMEM*4

オペレーティング・システム

Windows*、Linux*、macOS*

開発環境

•

詳細

software.intel.com/articles/intel-parallel-studio-xe-release-notes (英語) を参照

Microsoft* Visual Studio* (Windows*)、Eclipse* (Linux*)、XCode* (macOS*) に統合。

1

インテル® DAAL およびインテル® VTune™ Amplifier のみ。
インテル® Advisor およびインテル® VTune™ Amplifier のみ。
3
インテル® VTune™ Amplifier のみ。
4
インテル® Trace Analyzer & Collector のみ。
2

コンポーネント
機能
インテル® C++ コンパイラー

ビルド

インテル® Fortran コンパイラー
インテル® Distribution for Python*2
インテル® MKL
インテル® DAAL
インテル® TBB

解析

インテル® IPP

Composer Edition1

Professional Edition1

Cluster Edition

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

バンドルおよびアドオン

アドオン

アドオン

Windows* (Visual Studio*)
Linux* (GNU*)
macOS* (XCode*)5

Windows* (Visual Studio*)
Linux* (GNU*)

Windows* (Visual
Studio*)
Linux* (GNU*)

インテル® VTune™ Amplifier3
インテル® Advisor
インテル® Inspector
インテル® MPI ライブラリー3

スケール

インテル® Trace Analyzer & Collector
インテル® Cluster Checker
ローグウェーブ IMSL* Fortran ライブラリー4
オペレーティング・システム
(開発環境)

1

C++ または Fortran のいずれか、あるいは両言語で利用できます。
Windows*、Linux*、macOS* で利用できます。
スイートのバンドルまたはスタンドアロンで利用できます。
4
Fortran Windows* スイートのアドオンまたは Composer Edition の同梱されているバージョンで利用できます。
5
1 つの言語スイートとして利用できます。
2
3
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インテル® Parallel Studio XE 製品情報 >

1

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なかにも、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

2

プライオリティー・サポートは有償ライセンスでのみ利用できます (インテル® ソフトウェア開発製品のプライオリティー・サポートは、https://supporttickets.intel.com/servicecenter?lang=en-US (英語)
から英語でのみ受け付けています)。
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、他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、https://www.intel.com/performance (英語) を参照してください。
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 Web サイトの設計や実装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 Web サイトまたは類似の性能ベ
ンチマーク・データが報告されているほかの Web サイトも参照して、本資料で参照しているベンチマーク・データが購入可能なシステムの性能を正確に表しているかを確認されるようお勧めします。
この文書および情報は、インテルのお客様向けの参考情報として記載されているものであり、現状のまま提供され、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商
品適格性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害性への保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。本資料は、本資料に記述、表示、または記載されたいかなる知的財産権のライセンス
も許諾するものではありません。インテル製品は、医療、救命、延命措置、重要な制御または安全システム、核施設などの目的に使用することを前提としたものではありません。
© 2017 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Xeon、Intel Xeon Phi、VTune 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 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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