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第 1 章
デスクトップ/ラップトップ PC のパフォーマンス。問題は何か？
デスクトップ PC やラップトップ PC は、その性能やモバイル電力消費の点で大き
な進化を遂げましたが、同時にソフトウェアやビジネス側からの要求もまた増加し
ています。
本文書では、中小企業のオフィス環境においてクライアント PC が抱える問題を探り、我々がなぜ
AVG PC チューンナップ ビジネスエディション を開発し、その解決を目指したかについてご説明し
ます。
時間の経過とともに、 PC の総所有コスト (TCO: Total Cost of Ownership) は右肩上がりとなりま
す。 日々の作業で新しいソフトやアップデート、ドライバなどをインストール、使用するにつれ、デ
バイスの性能や信頼性は低下し、寿命は縮まります。 そのうちに次のような不満の声が聞こえてくる
でしょう。


動作が遅くなった。PC に高い負荷をかける Adobe Creative
Suite® のようなソフトだけでなく、普通の Office 製品を使
っている時でさえ全体的に動作が遅い



クラッシュや不可解なメッセージ が表示されて、サポートの
負担が増し、信頼性が不安になる



バッテリーの持ちが悪い、電力消費が激しい、発熱がすごい

Wipro と Intel の調査 によれば、デスクトップ PC のサポート
と維持にかかる年間費用の平均は、初年度で $433、 5 年目で
$956 となっています。ラップトップ PC の場合は、初年度 $716
で 2 年目には $1623 かかると言われています。

解決策
このような費用を低減するには、 AVG PC チューンアップ ビジネスエディション のように、サポー
トコストと社員の不満を減らしつつ、生産性もあげられるようなツールを利用することが必要となりま
す。
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第 2 章
PC のメンテナンス： 総所有コストにまつわる 5 つの問題と 1 つの解決策
Windows 7、8、10 を搭載した PC に共通した問題が 1 つあります。PC を使え
ば使うほど、その信頼性が低下していく、という問題です。
よくある例として、頻繁にクラッシュしたり、エラーメッセージが表示されたり、突然遅くなったりと
いう現象が見られ、サポートやメンテナンスの負担が増加します。 AVG PC チューンナップ ビジネ
スディションには、自動メンテナンス (バックグラウンドで自動実行) と ワンクリックメンテナンス
(ユーザーが手動実行) という 2 つの機能が用意され、さまざまなメンテナンス処理を自動で定期的に、
またはユーザーが必要に応じて実行することができますので、システム管理者の手を煩わすことがあり
ません。 メンテナンス機能の内容は次の通りです：

タスク 1 Windows® レジストリエラーの修復
プログラムのインストール、プログラムの使用、プログラムのアンインストール - これら 3 つの要素
こそ、 Windows® レジストリに問題を引き起こす原因です。

AVG Registry Cleaner (レジストリ クリーナー) の画面。 アプリケーションのインストール/アンイ
ンストール時にエラーを引き起こす可能性のある問題を表示
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第 2 章
PC のメンテナンス： 総所有コストにまつわる 5 つの問題と 1 つの解決策
タスク 1 Windows® レジストリエラーの修復 (続き)
Microsoft ブログへのある投稿 によると、レジストリエラーの修復は、システム管理者の仕事におい
て重要なパートを占めているそうです。
「レジストリクリーナーの類は、常に安定した人気がありますが、私はこれまであまり関心がありませ
んでした。 元々、それらの存在には意味があるのだろうとは思ってはいたのですが、レジストリを正
常に保つのに役立つということが最近になって分かり、考え方が変わりました。」
レジストリは Windows® OS で大変重要な役割を果たしているため、レジストリの問題は、プログラ
ムのクラッシュやエラーメッセージの原因につながります。 次のような問題は頻繁に発生する傾向が
あります。


無効なスタートアップエントリ： 起動時にエラーを引き起こす可能性があります



無効なファイルの種類の参照： 不適切なプログラムでファイルが開かれることになります



無効なアンインストーラエントリ： 起動時にエラーを引き起こす可能性があります



無効なファイルの種類の参照： アプリケーションのインストールやアンインストール時にエラー
を引き起こす可能性があります



インストールされていないフォント： プログラムでフォントが正しく表示されない可能性があり
ます



無効な ActiveX および COM コンポーネントポインタ： アプリケーションの実行時にエラー
メッセージを表示する可能性があります
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PC のメンテナンス： 総所有コストにまつわる 5 つの問題と 1 つの解決策
タスク 2 不可視データと不要なブラウザデータのクリーンアップ
問題点： Windows® OS とそこで動作するプログラムは、膨大な量のデータを生成します。 OS もプ
ログラムも、バックグラウンドでログを生成したり、履歴リストを作成したり、一時ファイルを保存し
たりしています。


これによって次のような問題を引き起こします：

インストールの問題： 数多くのプログラムをインストールし、不要なデータが多く残ると、新し
いプログラムがインストールできない



クラッシュ： 多くのプログラム (時には Windows® のシステムも) が、一時ファイルを使用後
にそれを削除しないため、システムやプログラムが不安定になる



ディスク領域の不足： ハードディスクの空き領域が不足してくると PC の動作が極端に遅くなっ
たり、不安定になる

このような問題は AVG Disk Cleaner (ディスク クリーナー) で解決できます。 このツールは自動的
に起動し、次のファイルを削除します：
クラッシュレポート

PC がクラッシュすると (「ブルースクリーン」 が表示されると)、

(「メモリダンプ」)

Windows® はメモリのイメージを生成します。 クラッシュについての情報
に加え、このイメージにはユーザー個人の情報が含まれる場合もあります。

Winndows® エラーレ

プログラムがクラッシュすると、 Windows® はクラッシュを引き起こした

ポート

エラーに関する情報だけでなく、ユーザーの利用情報 (例えば、クラッシュ
した時に開いていたファイルなど) も含んだレポートを作成します。

ロストクラスタ

ディスクの修復プログラム (Microsoft® の Check Disk など) は、ハード
ディスク上で失われたデータのブロック (クラスタ) を検索し、それをファ
イルとして保存します。 しかし、一般的には、それらのファイルから使用
可能なデータを再構築することは不可能です。

インストールファイル

MSI (Microsoft® Installer) ファイルを使用してインストールした際に残っ

の残り

てしまうファイルです。 多くのプログラムが MSI インストールルーチンを
利用していますが、インストールした後にもう使わないファイル、いわゆる
「ゴミ」 が残ってしまうのです。

一時システムファイル

多くのプログラムや Windows® 機能は、プログラムの実行に必要となる一
時ファイルを作成します。 そしてまた多くのプログラムが、それらのファ
イルを使用後に削除することを 「忘れて」 しまい、時としてそこにはユー
ザー情報が含まれたまま残されることもあります。
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PC のメンテナンス： 総所有コストにまつわる 5 つの問題と 1 つの解決策
タスク 3 システムの起動およびシャットダウン時間の短縮
使用するソフトを制限するポリシーが存在している場合であれ、すべての企業環境において、サポート
されていないアプリケーションは、PC の起動やシャットダウンに時間がかかる問題の原因となります。
自動メンテナンスは、そのような不要なプログラムを通常のデータベースに照らしてチェックし、無効
にします。

タスク 4 断片化の防止
プログラムをインストール、アンインストール、実行したり、またはファイル操作 (ファイルの移動、
コピー、削除) を行うだけでもハードディスク上のデータクラスタはディスクの全域に広がっていきま
す。 これを断片化と呼んでいます。 断片化は、アクセス時間やファイル入出力時間の増加につながり
ます。
自動メンテナンスでは、すべてのハードディスクについて断片化の解消 (デフラグ) を実行し、頻繁に
使うファイルをディスクの高速な領域に移動させるなどしてアクセス時間を低減します。

以上のすべての作業を自動メンテナンスで自動的に、またはワンクリックメンテナンスで手動で実行す
ることが可能です。
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第 3 章
パフォーマンスと電力消費 - 生産性とコスト削減のカギ
1990 年代に PC での作業と言えば、基本的な Office アプリケーションの利用とウェブ閲覧、その他
比較的簡単なグラフィック関連タスクぐらいでした。 今日その状況は大きく変化し、より多様なタス
クを PC で実行するようになっていますが、同時にそれは PC のパフォーマンスやバッテリー寿命に
より大きな負担をかけています。

上図は Intel 社が数年前に発表 した、90 年代から現在に至るまでのビジネス環境で実行されるアプ
リケーションのリストを元に作成しています。
フォアグラウンド (表の上半分) もバックグラウンド (下半分) も時代が進み、ビジネスの要求が増え
るにつれて同様にプロセスが増加していることがわかります。 現在の高性能な PC でさえも、これだ
け多くのプロセスを平行して処理するのは大きな負荷であり、結果的に生産性の低下につながっていま
す。 次の章では、 AVG PC チューンナップ ビジネスエディションがこれらの問題にどのように対応
し、IT の全体的な効率化を実現できるかをご紹介します。
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第 3 章
パフォーマンスと電力消費 - 生産性とコスト削減のカギ
AVG PC チューンナップ ビジネスエディションのパフォーマンス ツール

3.1

AVG Program Deactivator
バックグラウンドで動作するプロセスや Windows サービス、また多くのプログラムと一緒にインス
トールされるスケジュール タスクなどは PC のリソースを多く消費する場合があります。 そして、
実際にはもう使っていないプログラムと関連付けられたコンポーネントが動作したまま、リソースだけ
を無駄に消費していることも多いのです。

利点


メモリ消費を抑え CPU リソースを確保する



ハードディスクが動作している時間を低減する



デスクトップ/ラップトップ PC の電力消費を抑える



Windows® 起動時などに表示される鬱陶しいメッセージ画面などを消す

AVG Program Deactivator (プログラム ディアクティベーター) は、不要なコンポーネントを無効に
し、必要になったら再度それを有効に戻すことで、問題に対応します。 Program Deactivator は PC
の起動時間を遅くするプログラムコンポーネントを認識し、それらを完全に無効化できます。
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3.1

AVG PC チューンナップ ビジネスエディションのパフォーマンス ツール

AVG ライブ最適化
バックグラウンドのタスクが CPU サイクルを消費していると、フォアグラウンドで使用しているアプ
リケーションの動作が異常に遅くなる場合があります。 この問題に対応するのが AVG ライブ最適化
です。 この機能はバックグラウンドで自動的に動作し、実行中のすべてのアプリケーションの優先度
を改善します。 高度なアルゴリズムで PC にかかっている負荷をリアルタイム監視し、効率的なリソ
ース配分を行います。これによって次のメリットがあります。



高速なプログラム起動： 高負荷がかかっている状態でユーザーがプログラムを起動すると、その
優先度を高め、プログラムの起動を高速化します。



実行中のプログラムのパフォーマンス向上： CPU 使用の激しいプロセスが、アクティブに利用
されていない場合は、 CPU 優先度を下げます。 ユーザーが実際に使用しているプログラムはす
べて優先度が上がります。
ライブ最適化はアクティブでないプロセスの優先度を
自動的に下げ、ユーザーが実際に使用しているプロセ
スに PC パフォーマンスを集中します。
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第 3 章
パフォーマンスと電力消費 - 生産性とコスト削減のカギ
3.1

AVG PC チューンナップ ビジネスエディションのパフォーマンス ツール

Startup Manager – 不要なスタートアップ プログラムを検出して無効化
サポートされていないアプリケーションを業務用 PC にインストールすると、問題を引き起こす場合
があります。 余計なプロセスが起動時間や日々のパフォーマンスに重大な影響を与えるのです。通常、
管理者はそのようなアプリケーションをインストールさせないようにしますが、柔軟性を求めるクライ
アントのニーズによって、制限ポリシーを実現できない場合もあります。
また、 Windows の msconfig や Autoruns のように、スタートアップアプリケーションを無効化
するための一般的なツールには、最近追加されたエントリを確認する機能がありません。 AVG
StartUp Manager (スタートアップ マネージャー) を使えば、最近追加された項目や標準的でない
アプリケーションエントリを見つけやすくなります。

ターボモード
業務用アプリケーションのパフォーマンス低下を避けるための方策として、 必要でない OS の機能を
無効にしたいと考えることもあるでしょう。これは AVG PC チューンナップの ターボモード 機能で
簡単に実現できます。70 以上にも及ぶサービスや、スケジュールされたタスク、プロセスを無効にす
ることができ、もちろん管理者が自由に有効/無効を設定できます。

エコノミーモード
最近の PC には CPU や SSD の電力消費を抑える機能が追加されていますが、それでもまだ改善の
余地はあります。 AVG のエコノミーモードは、より細かく調整されたパワーマネージメントシステム
を利用することでこの問題を解決します。
•

CPU の動的クロック変更の無効化： 負荷の度合いに関わらず、 CPU を省電力モードにして常に
最低クロック周波数で動作させます。

•

画面の明るさをコントロール： ラップトップ PC の画面の明るさを落とします。

•

省電力： ハードディスクの動作、ワイヤレスアダプタ、視覚効果や画面設定などの項目で省電力
を実現します。
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第 4 章
テスト結果
AVG PC チューンナップ ビジネスエディションのツールは、PC のパフォーマンス
に極めて大きな効果をもたらすことがわかりました。 本章では、これまで紹介した
ツールがパフォーマンス、電力消費の点でどれほどの効果をあげたか詳しく見てい
きます。
データはサンプルマシン上での結果であり、すべての PC で同じ結果となることを保証するものでは
ありません。 効果を正確に反映するよう、サンプルマシンとして、比較的古めのマシンと最新のマシ
ンを用意しました。
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4.1 テスト環境とガイドライン
1.

テストに使用したマシンはいずれも ECMA-383 (PC の電力消費を計測する基準) 準拠の環境に
おき、測定しました：


気温： 摂氏 23 度



相対湿度： 10 - 80 %



周辺光： 250 +/- 50 ルクス

2.

電源オプションのプランは 「バランス (推奨)」 に設定しました

3.

一般的なユーザーの使用環境を想定し、ワイヤレスアダプタは有効にしました

4.

すべてのテストは、 Microsoft® ハードウェア デベロッパー センターのガイドラインに則って
行いました：


すべてのマシンは 4 週間実際に使用したものを使いました



「Rundll32.exe advapi32.dll, ProcessIdleTasks」 コマンドを使って、 Windows® にフ
ァイル配置の最適化タスクを実行させました



テストを開始する 24 時間前にすべてのマシンで Windows Update を正常に完了し、シス
テムを 5 回再起動しました。 その後 Windows Update を無効にしました



Windows エクスペリエンス インデックスを計測しました



Windows® 8 と 10 の新機能である 「自動メンテナンス」 を最初に実行し、その後無効
にしました



「SuperFetch (スーパーフェッチ)」 機能は有効のままにしました



Windows 検索インデックスは完全に作成しました



スケジュールされたタスクは実行しました

5.

各ベンチマークテストは 3 回ずつ実行し、平均値を使用しました

6.

すべてのデバイスは 100 % 充電完了状態から 1 % になるまで使用しました
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4.2 テストに使用した PC とその理由
今回のテストでは、 AVG PC チューンナップの効果を多様な環境で確認するため、古い Windows 7
搭載のデスクトップから Windows 10 搭載の最新ウルトラブックまで、
以下の 4 台を用意しました。
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4.3 高負荷シミュレーション
このテストでは、大量のアプリケーションが PC にインストールされた状態で、そのパフォーマンス
を測定しました。 これは、 a) アプリケーションがかける高い負荷がシステムにどれほど影響するか、
b) AVG PC チューンナップ ビジネスエディションがパフォーマンスを最適化できるか、を評価するた
めに実行しました。
高負荷をシミュレートするため、各マシンで次の作業を行いました。

手順 1

Microsoft® のガイドライン (4.1 参照) に則って、テストマシンを準備しました。

手順 2

Microsoft® の 「recimg」 コマンドを使用し、クリーンインストールのイメージを取得し
ました。

手順 3

負荷をシミュレートするため、一般的に人気のあるプログラムを約 150 種類ほどインスト
ールしました。

手順 4

インストール完了後、すべてのプログラムを最低 1 回は起動しました。

手順 5

その後 3 日間に渡って、システムを 15 回再起動しました。 これにより、アプリケーショ
ンのインストール後に実行されることが多いバックグラウンド処理のほとんどをテストか
ら排除しました。

手順 6

すべてのベンチマークテストはすべて Microsoft® のガイドラインに則って実行しました。

手順 7

AVG PC チューンナップ ビジネスエディションをインストールし、次の作業でパフォーマ
ンスの最適化を試みました：
- ワンクリックメンテナンス：既定の設定のまま実行
- ターボモード：有効
- Program Deactivator：すべてのプログラムを無効化 (再起動が 2 回必要)
- Startup Manager：残っているすべてのスタートアップ項目を無効化
- ライブ最適化： 有効

このように最適化された状態を 「最適化後」 として次ページ以後の表で青色で表示します。
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4.4 PC 起動時間
PC の起動時間は多くのユーザーにとって大きな関心事であり、各プログラムが全体的な起動の処理に
おいてどのような影響を及ぼしているかを示すものです。 AVG PC チューンナップの効果を測定する
ため、PC の起動時間を Microsoft Windows Performance toolkit で計測しました。 結果は以下の
通りです。
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150 種類ものアプリケーションがインストールされた状況では、無数のスタートアップ項目、サービ
ス、ドライバ、スケジュールされたタスクが読み込まれるため、いくらパワフルな PC でも最初の数
分間はほとんど使えない状態でした。

すべての PC で 1 分以内に Windows デスクトップ、タス

クバーおよびすべてのアイコンが表示されましたが、使える状態ではなく、使えても非常に遅かったこ
とも注意すべき点です。 アイコンが表示されたからと言ってそれで使える状態になったわけではなく、
起動時間は最後のプログラムが読み込まれ、 PC が実際に使える状態になるまでを計測しています。
結果として、 AVG PC チューンナップに含まれる様々なパフォーマンスツールを使用して PC を最適
化すると、 32 - 77 % も起動時間を短縮できることがわかりました。

4.5 ウェブ閲覧、文書作成、ビデオチャットのパフォーマンス
次のテストでは有名なベンチマークソフトである PCMark 8 を使用して、ウェブ閲覧や Office 2013
製品、 Adobe Creative Suite グラフィック製品、その他ツールなど、実際に家庭やビジネスの環境
での利用状況を再現したテストを行いました。 PCMark 8 の 「Work」 テストを使用し、タスクの完
了にかかった時間やウェブ閲覧、文書作成、ビデオ会議の際のレンダリング性能 をミリ秒単位で計測
しています。

PCMark 8 は複雑な演算処理を実行してタスクの完了にかかった時間を計測します
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ローエンド CPU を搭載した Sony Vaio では、 150 種類ものアプリケーションの負荷の影響でベン
チマークもやっと完了したような状態でした。 しかしながら、 AVG PC チューンナップを使用した
後は、全体のスコアが 901 から 2196 に向上しています。 その他のケースでも 1.5 - 8 % ほど
パフォーマンスが改善しています。
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4.6 Office 2013 のパフォーマンス
次のテストは PCMark で Word、 PowerPoint および Excel の自動化アクションを実行し、パフォ
ーマンスを測定しました。
これには Excel での数千にもおよぶデータセットの演算などが含まれますが、 AVG PC チューンナ
ップが驚くべき効果を発揮しています。
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PowerPoint の複雑なアニメーション、 Excel の演算や Word の実行で 50% 近くものパフォーマ
ンス改善が見られました。 150 種類ものアプリケーションは、動作速度に大きな影響を与えることも
同時に示しています。
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4.7 Adobe Creative Suite のパフォーマンス
ウェブ閲覧や Office 製品の使用は誰もが行う一般的な作業ではありますが、より負荷のかかる作業で
キビキビとした動作を必要としているプロの方々もいらっしゃいます。 例えば Adobe Creative
Suite を使うようなグラフィックのプロフェッショナルです。
Photoshop や InDesign、 Illustrator ファイルの作業は、マシンの速度と利用できるリソースに大
きく依存します。
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巨大な Photoshop 画像にフィルターを適用したり、 InDesign ファイルを変換したりするようなタ
スクの完了にかかった時間を測定したところ、ここでも良好な結果が出ています。 時間のかかるタス
クの連続である Adobe 製品での作業は、1 回に数 % の改善でもその積み重ねで大きな時間短縮と
なる可能性があります。
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4.8 作業時のバッテリー寿命
テストには定評のあるベンチマークソフト、 PC Mark 8® を使用しました。 PC Mark 8® はビデオチ
ャット、ウェブ閲覧、写真編集、ゲームなど、さまざまな角度からパフォーマンスを計測するものです。
結果は驚くべきものでした。

AVG PC チューンナップに搭載されている エコノミーモード やフライトモードを使用することで、
Sony Vaio ではバッテリー寿命を 55% も改善しました。 時間にして 2 時間 25 分から 3 時間
45 分に 延びています。 これだけ改善されると、長時間のフライト中に、プレゼンテーションを 1 つ
仕上げることができるかもしれません。 Windows 10 搭載の HP Spectre x360 でも似たような結
果が出ています。
これは、消費電力の多い CPU の使用を効率的に抑え、不要なハードウェアを無効にするなどして実現
したものです。
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4.9 Adobe Photoshop 使用中の電力消費
ラップトップやタブレット PC ではバッテリー寿命が気になりますが、より強力なワークステーショ
ンや通常のデスクトップ PC では電力消費量の多さが懸念されます。

PC 1 台の年間の電気代は次

の式で計算できます。
X ワット * (8,760 時間/年) / 1000 = Y (キロワット時)
X は PC の平均消費ワット数で、 Y は結果 (キロワ
ット時) です。 次に、お住まいの地域のキロワット
時の価格を調べます。 アメリカ合衆国労働省労働統
計局 によれば、2014 年の米国でのキロワット時の
平均価格は 14.28 セントです。 続いてキロワット
時に平均価格を掛け、 100 で割ると、 $ 単位での
年間の電気代が計算できます。 Y キロワット時 *
14.28 セント / 100 = Z ($ 電気代/年)
AVG PC チューンナップのエコノミーモードを使用
したところ、古いデスクトップ PC (Medion) で電力
消費量が 144 ワットから 114 ワットに削減されま
した。 上記の計算式に当てはめると、 PC を 24 時
間 365 日電源を入れっぱなしにした場合 1261.44
キロワット時を消費することになり、年間 $176 の
電気代がかかります。 エコノミーモードを使用する
と、これが $140 まで下がります。

24/27

第 4 章
テスト結果
4.10 クリーニングテスト
これまでは PC のパフォーマンスやバッテリー寿命などの測定を行ってきましたが、 PC を長期間使
用しているとギガバイト単位のデータがハードディスクに蓄積されていき、これも問題となる場合があ
ります。 最近購入したばかりの PC (Asus UX-501) ですら、150 種類以上のアプリケーションと
Windows 8.1 から 10 にアップグレードした際のファイルで 38.5 GB もの不要ファイルが検出さ
れました。Windows のアップグレードファイルと Windows Update の残りファイルなどで 75 GB
以上もの不要ファイルが検出された例もありました。
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この文書の報告で、 AVG PC チューンナップ ビジネスエディションの有用性がご
理解いただけたと思います。 IT 管理者の負担軽減と従業員の生産性アップ実現の
ため、是非本製品の導入をご検討ください。
サイレントインストールで素早くデプロイ
AVG PC チューンナップ ビジネスエディションは、サイレントモードでのセットアップも用意されて
いますので、インストールの手間を大幅に省くことも可能です。 重要な設定やダイアログの表示/非表
示などのルールを予め決め、パッケージを全社一斉にデプロイできるのです。 サイレントモードでの
インストールについての詳細は、担当者までお問い合わせください。

自動メンテナンス。 管理者権限不要で実行。
自動メンテナンスとライブ最適化機能の実行に管理者権限は不要ですので、あらゆるオフィス環境で便
利にお使いいただけます。 管理者はどのメンテナンスをどのくらいの頻度で実行するかを決めること
ができ、ライブ最適化の有効/無効も同様です。 従業員の誰もがメンテナンスの行き届いた PC を利
用できる生産性の高い環境を構築しましょう。
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AVG PC チューンナップ ビジネスエディション に関するお問い合わせは下記まで
お願いいたします。
株式会社デジカ
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目 5 番 10 号 いちご吉祥寺ビル 8F
メール: off_sales@degica.com
TEL: 050-6861-0240

FAX: 0422-20-2210

法的放棄声明
Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
Bluetooth® は Bluetooth SIG の登録商標です。
Windows®、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 10、Skype®、
Microsoft Office®、ActiveX® および Internet Explorer® は Microsoft Corporation の登録商標です。
Nero® は Nero AG の登録商標です。
GeForce® は Nvidia Corporation の登録商標です。
Medion® Akoya® は Medion Electronics Ltd. の登録商標です。
AlienwareTM は Alienware Corporation の登録商標です。
HPTM は Hewlett-Packard Development Company, L.P. の登録商標です。
Sony Vaio® は Sony Corporation の登録商標です。
Asus® Zenbook® は Asus Corp. の登録商標です。
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