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堅実な選択肢：インテルが誇るパ
フォーマンス、価格、そして品質

概要

規模の違いにかかわらず、従来の機械式の
ハードディスク・ドライブ (HDD) の制限
が、システム性能における深刻なボトル
ネックになっていると感じている企業は少
なくありません。データセンターでは、増
え続けるデータをサポートするためにより
多くの仮想化アプリケーションが使用さ
れ、ユーザーは、コンテンツおよびリアル
タイムのデータアクセスへの需要を増やし
つつあります。 

HDD ストレージデバイスは、その I/O 性
能の低さとレイテンシーの長さによってボ
トルネックを生み出しています。エント
リーレベルのデータセンター向け SSD で
ある SATA インテル ® SSD DC S3100 シ
リーズを導入すれば、アプリケーションに
とって重要な低レイテンシー、高信頼性、
高パフォーマンスが実現します。インテ
ル ® SSD DC S3100 シリーズは、IOPS (I/
O 回数 /秒 ) 当たりのコストを下げるこ
とで、顧客により優れたサービスを提供す
るデータセンターを実現します。 

Web ホスティング、コンテンツのキャッ
シュ、検索インデックスの作成などのワー
クロードは、いずれも安定した性能、手ご
ろな価格、低レイテンシー、高い信頼性
を必要としています。インテル ® SSD DC 
S3100 シリーズは、優れた費用効果を確保
しつつ、こうした読み込み負荷が高いワー
クロードを高速化するための最高の選択肢
です。 

シングル・レベル・セル (SLC) と トリプ
ル・レベル・セル (TLC) NAND を組み合
わせたアーキテクチャーを持つインテル ® 
SSD DC S3100 シリーズは、パフォーマン
スと価格の最適なバランスを実現します。

最適化されたコスト 

インテル ® SSD DC S3100 シリーズは、手
ごろな価格が特長のエントリーレベルの
ドライブです。この製品は、最新の業界テ
スト済みファームウェア技術と 16nm TLC 
NAND を組み合わせることで、データセン
ター向けの高信頼性、低コストのインテル
® SSD を実現します。インテル ® SSD DC 
S3100 シリーズでは、低コストを実現する
ために、パワー・ロス・イミネント (POL：
緊急電力損失 ) プロテクションといった
インテルのデータセンター固有の機能や、
完全にエンドツーエンドなデータ保護機能
はあえて除外しています。その結果、非ミッ
ション・クリティカルなデータセンター・
アプリケーション向けにコストが最適化さ
れ、手ごろな価格で手に入る SSD が誕生
しました。

決め手はパフォーマンス

インテル ® SSD DC S3100 シリーズは、
535/118MB/ 秒 ( 詳細は仕様表を参照 ) 、
4K ランダム読み出し / 書き込み IOPS は 
59K/4.7K IOPS という高性能と ¹、180GB、
240GB、480GB、1TB の容量を、2.5 インチ・
フォームファクターとして提供します。 

もう回転は不要です。堅実なパフォーマンスと手ごろな価格を実現。

インテル初のトリプル・レベル・セル (TLC) NAND 型データセンター SSD は、 
アプリケーションにとって重要な低レイテンシーとパフォーマンスを魅力的な価格で提
供します。
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アプリケーションは、従来の HDD の最大 
4.5 ミリ秒をはるかに上回る、インテル ® 
SSD DC S3100 シリーズの 55 μ 標準読み
込みレイテンシーによる高速データアクセ
スの恩恵を得られます。OS の起動、エッ
ジキャッシュ、検索インデックスの作成な
ど非ミッション・クリティカル・アプリケー
ションでは、HDD の代替製品に最適です。

総保有コスト (TCO) の削減

SSD は HDD よりも消費電力がはるかに少
ないため、インテル® SSD DC S3100 シリー
ズは当初の取得コストの低さに加えて、
データセンターの運用コストの削減にも
効果を発揮します。インテル ® SSD S3100 

シリーズは、専用の「XOR」NAND を備えて
おり、ブロック、ページ、あるいは全機能
停止の障害からの内蔵 RAID のような保護
機能を提供し、低い故障率を実現します。
データセンター SSD の信頼性という点で
インテルがもたらす具体的なメリットとし
ては、従来の HDD に比べて、データセン
ターのドライブ故障率やサービスコール頻
度が圧倒的に低下することが挙げられま
す。² 低消費電力、高信頼性のインテル ® 
SSD DC S3100 シリーズで、データセンター
の IOPS 当たりのコスト、消費電力コスト、
設置面積を最適化しましょう。 

¹ パフォーマンスは、IOMeter* を使用し、転送サイズを 128KB (131,072バイト)、キューの深さを 32、1TB 密度で測定しました。

² https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliability-stats-for-q2-2015/ (英語)

³ 3 年間は 0.1 DWPD。72 TBW または E9=1 については 5 年間保証。

⁴ インテルが実施した全 JEDEC テスト用のシステム構成：インテル® DX79SI マザーボードにインテル® Core™ i7-3960x プロセッサー、BIOS バージョン 0537、8GB、DDR3、LSI-9265-8i、FW 3.190.25-1776、インテル® 
SSD DC S3100 FW LSDG200

本資料に記載されたすべての情報は、予告なく変更されることがあります。インテル製品の最新の仕様およびロードマップをご希望の場合は、担当のインテル社員までご連絡ください。

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。詳細については、intel.com またはハードウェア・
メーカーや販売店にお問い合わせください。

インテルは、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、および非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過程、または取引
での使用から生じるあらゆる保証を含みますが、これらに限定されるわけではありません。

本資料は、(明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず) 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。インテル製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が
含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合わせください。

テストでは、特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を文書化しています。ハードウェア、ソフトウェア、システム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。購入を検討される場合は、ほかの情報も参考にして、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。性能やベンチマーク結果の詳細については、http://www.intel.com/performance/ (英
語) 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コンピューター・システムはありません。データやシステムの紛失や盗難、あるいはそれによって生じたいかなる損害に対してもインテルは責任を負いません。

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。

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あるいは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。

性能やベンチマーク結果について、さらに詳しい情報は、http://www.intel.com/benchmarks/ (英語) を参照してください。
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インテル® Solid State Drive DC S3100 シリーズの詳細について
は、http://www.intel.co.jp/SSD/ を参照してください。

製品スポットライト

• インテル初のデータセン
ター向け TLC SATA ドラ
イブ

• 最も低価格のデータセン
ター SSD

• 読み込み負荷の高いアプ
リケーションに最適

• 0.1 Drive write per day 
(DWPD)³

• 低レイテンシー

• AES 256 ビット暗号化

仕様⁴

製品 容量 4K ランダム読
み出し IOPS

4K ランダム書
き込み IOPS

連続読み出し 
/ 書き込み 

MB/秒

読み出し / 書
き込み時
電力 

アイドル時
電力

インテル® SSD DC S3100 180GB 50,400 2,900 510/81 2.2/2.5W 0.65W

インテル® SSD DC S3100 240GB 54,000 4,400 535/106 2.8/3.8W 0.65W

インテル® SSD DC S3100 480GB 55,300 4,700 501/118 3.5/3.9W 0.65W

インテル® SSD DC S3100 1TB 59,000 3,900 501/114 3.6/4.9W 0.7W
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