
インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリー

将来への最適な道筋

IT中心にビジネスが展開されるようになった結果、ビジ
ネスリーダーたちは、イノベーションの促進、ビジネスの
差別化、収益の創出、柔軟な拡張が可能なうえ、非常に
高い信頼性を備えたソリューションを ITに求めるように
なりました。IT部門は、この高まりつつある要求に応え
るために必要な基盤を築かなくてはなりません。データ
センターの仮想化と統合によるコスト削減から始め、可
用性を向上させ、アプリケーションの導入を迅速化する
ための自動化に着手します。次の段階では、自動プロビ
ジョニングや使用量に応じたエンドユーザーへのチャー
ジバックなど、クラウド的なサービスを積み重ねていきま
す。これらのツールによって、サービスの提供とコスト構
造はこれまで以上に最適化が進みます。

しかし、期待が膨らむに連れて、課題も大きくなります。
今後数年間で、さらに10億人のユーザーが、よりスマー
トなデバイスを使ってインターネットに接続することが予

想されます。顧客満足度の向上を目指し、製品やプロセ
スへセンサーを組み込むなどの取り組みが進んでいま
す。これらのデバイスや次世代のデバイスは膨大なデー
タを収集、集積するため、当然、そのデータを統合、格納、
管理、分析し、そして意味ある情報として抽出する必要
が生じてきます。

こうした課題に対応するために規模の拡張や適合のス
ピードアップを図るには、ＩＴの進化を継続することが必
要となります。データセンターの変革を着実に進めてい
くことで、効率性、セキュリティー、機敏性を最大限に高
めた、高度に最適化されたプライベート・クラウドが構築
され、柔軟な拡張性と優れた可用性を手にすることがで
きます。

柔軟で効率的なデータセンターの新基準となるプロセッサー

インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーは、次世代のデータセンター、プライベート・クラウド、およびビ
ジネスに対して、パフォーマンス、コスト、機能の最適な組み合わせを提供します。

つい最近まで、ITソリューションが顧客の目に直接触れることはほとんどありませんでした。ITソリューション
は表に出ることなく、舞台裏からツールや情報を提供していました。しかし、広くITが普及した現在では、そ
の影響は顧客からもはっきりと見えるようになっています。販売、マーケティング、ソーシャル・ネットワーキン
グ、顧客サポートなど、すべての活動がオンラインで行われるようになりました。ITインフラストラクチャーの
スピードとその機能は、ほぼすべての活動において顧客満足度に影響を及ぼし、利益と損失、成長と衰退、
成功と失敗の分かれ目になる可能性を持っています。

今や ITはビジネスをサポートするだけの存在ではありません。ITがビジネスそのものになりつつあります。
そして、IT部門の役割はかつてないほど重要になり、IT部門への期待はますます高まっています。

ソリューション概要
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仮想化されたデータセンターの重要な課題

IT部門は、高度に仮想化された今日のデータセンターが抱えるいくつ
かの重要な課題に対処する必要があります。

•  データの爆発的な増加：より多くのユーザーがより多くのデバイスか
ら接続し、より多彩なオンライン体験を求めるようになったことで、スト
レージ・ソリューションの柔軟性、性能とコストの効率性を向上する必
要が生じました。また、大量の構造化データおよび非構造化データを
サポートするために、これらのストレージ・ソリューションの拡張も必要
です。

•  I/Oのボトルネック：仮想マシンの密度を高めることで、基本的なコ
ストメリットが得られますが、一方で I/Oへの負荷も増大します。その
結果、仮想マシンが十分な帯域幅を得られなくなるなどの I/Oスルー
プット問題が生じることがあります。

•  新しいセキュリティー上の脅威：マルチテナンシー、自動化、動的な
ワークロード管理は、次世代の ITの効率性をサポートするために不
可欠ですが、新たなセキュリティー上の問題も生み出します。高度に
仮想化された環境では、一般的な「統合」によってセキュリティー・リ
スクが生じます。これは、ハイパーバイザーが乗っ取られた場合、物
理サーバー上に存在するすべての資産が危険にさらされる可能性が
あるためです。仮想化環境およびクラウド環境でビジネス資産を効率
的に保護するためには、ハードウェア・ベースの根本的な対策が必要
となります。

•  共有できないリソースプール：標準外のシステムやテクノロジーは、リ
ソースの共有を阻み、運用の複雑さを高め、結果的に非効率性を生
み出し、コストを増大させます。次世代のクラウドモデルをサポートす
るには、サーバー、ストレージ、およびネットワークの資産をオープン
で標準的な技術を採用したものに進化させる必要があります。

•  電力コストの上昇：仮想化とクラウド・コンピューティングによって使
用率は向上します。これは電力効率を高める最も効果的な方法の 1
つですが、将来的にはそれだけでは十分ではありません。個々のコン
ポーネントから施設全体に至るまで、データセンターのあらゆるレベ
ルで電力効率を向上する取り組みを継続する必要があります。

課題へのコスト効果の高い対処

インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーは、こうした要件を満たす
ことを目的に設計されました。インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミ
リーを基盤としたサーバーおよびストレージのソリューションは、柔軟性、
効率性、コスト効率、拡張性を備えた仮想化データセンターおよび次世
代プライベート・クラウドを支えるパフォーマンスとさまざまな機能の最
適な組み合わせを提供します。

データ量の爆発的増加に伴うストレージの課題への対処
インテル® Xeon® プロセッサーは、動的なクラウド環境に向けて特別に
設計された、コスト効率に優れた次世代ストレージ・ソリューションに対
応しています。高コストな独自のストレージ・プロセッサーをインテル® 

Xeon® プロセッサーと交換することで、ストレージベンダーは、高いレ
ベルの効率性とコスト効率を実現するインテリジェントなソフトウェアを
開発することが可能となりました。容量を徐々に拡張でき、特定の使用
モデルに基づいてパフォーマンスを最適化できるようにデータが自動的
に階層化されます。また、データの重複除外などの高度な機能によって
データ管理が大幅に強化されます。

I/Oボトルネックの解消による密度とパフォーマンスの最適化
インテルは、次世代の I/Oをプロセッサーに統合することで、パフォー
マンスと帯域幅の大幅な向上を実現しました。大量のデータを処理する
アプリケーションをサポートするため、データの流れが高速化され、信
頼性も高められています。仮想マシンの密度を高めることで使用率を向
上させ、コストを削減しながら、応答性に優れたアプリケーションを維持
できます。

さらに強化されたセキュリティー機能
インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーは、次の 2つの方法によっ
て、強固なセキュリティーをサポートします。

•  全面的な暗号化によるデータ保護の向上：暗号化のサポートをハー
ドウェアに組み込むことによって、企業が基幹業務データの暗号化を
控える原因となっていた「パフォーマンスの低下」が大幅に緩和され
ます。このハードウェアによる暗号化支援は、現在最も広く使用されて
いるオペレーティング・システム、データベース、およびセキュリティー・
アプリケーションの多くで提供されている機能との互換性を備えてい
ます。これにより、全面的な暗号化の実装が可能となり、保管時およ
び転送中のデータを保護するための高コストなアクセラレーターも不
要となります。

•  リソースプールの信頼性を担保：従来のセキュリティーのアプローチ
では、新しい攻撃を阻止するための防御策を絶えず更新する必要が
あり、常に脅威との競争を強いられてきました。インテル® Xeon® プロ
セッサー E5 ファミリーは、従来とは全く異なるアプローチを採用しま
した。それは、オペレーティング・システムとハイパーバイザーが、「信
頼できる環境」でのみ起動するというものです。これにより、システム
とソフトウェアがどのような種類の未承認コードも挿入されていない
ことを保証して起動し、ハードウェアによる「信頼のルート（root of 
trust）」が確立されます。

ネットワークの統合によるコストの削減
インテルのイーサネット対応プラットフォームでは、サーバーおよびスト
レージのネットワークを統一された高帯域幅 10ギガビット・イーサネッ
ト・ネットワークに統合するハードウェア・アクセラレーションが提供され
ます。これにより接続が容易になり、ケーブル数が削減され、電力消費
量が低減されて、より単純でコスト効率の高いネットワークが実現され
ます。その結果、短期間でコストを削減できるだけでなく、事業拡大に
向けたシンプルで拡張性の高い基盤の構築が可能となります。

データセンター全体でのパフォーマンスの向上
古いサーバーを更新する利点の 1つとして、アプリケーションのパフォー
マンス向上が挙げられます。インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミ
リーを搭載したサーバーは、前世代のサーバーに比べてパフォーマン
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スが最大 80%向上しており、より高い統合比率とアプリケーション応
答性を実現します。1 これらのプロセッサーは、幅広いシステム製品をサ
ポートしているため、広範な選択肢からベンダーとサーバー構成を選
ぶことができます。複数の世代のプロセッサー間でのライブ・マイグレー
ションもサポートされるため、新しいサーバーを追加する場合も、単一
の仮想化リソースプールを維持できます。

消費電力当たりの価値の向上
データセンターの電力コストと冷却コストは増加を続け、一部の企業で
は、新しいサーバーの取得コストを上回っています。2 インテル® Xeon® 
プロセッサー E5 ファミリーは、個々のサーバーだけでなく、サーバーラッ
ク単位、ラック列単位、およびデータセンター全体で電力消費とパフォー
マンスを最適化することが可能であり、消費電力当たりの価値を高める
ことができます。インテルのすべての主要サーバー・コンポーネントには、
ワークロードに基づいて電力使用量を調整するインテリジェントな機能
が内蔵されています。インテルでは、既存の管理フレームワークに組み
込むことで、施設全体の電力、冷却、およびパフォーマンスをかつてない
レベルで把握し、制御できるツールの提供も行っています。

柔軟で効率的なデータセンターを実現する最適なプラット
フォーム 

パフォーマンス、機能、およびコスト効率に優れたインテル® Xeon® プロ
セッサーを搭載したサーバーは、現在のニーズに対応しながら、将来的
な拡張性とイノベーションの基盤を整備するためのプラットフォームとし
て最適です。

先進的な企業は、資本コストおよび運用コストを 100万ドル単位で削
減しながら、インフラストラクチャーを簡素化することで、サーバー設置
面積および電力の要件を 90%も削減するなど、これらのサーバーの
利用によってめざましい成果を上げています。3 さらに重要なのは、多数
の企業が、新しいアプリケーションの導入を簡素化し、現在および将来

の需要を満たす優れた拡張性を実現する、柔軟なオンデマンドのプライ
ベート・クラウドの構築を進めている点です。これらの企業は、ITソリュー
ションおよびビジネスの、迅速かつ効率的な拡張と適応が可能な環境
を構築しつつあります。

次世代クラウドに最適な基盤

クラウドは ITの未来像であり、インテルはクラウド開発の最前線に立っ
ています。インテルは、世界中の主要な企業と連携し、現時点での課題
と次世代の要件を定義しています。インテル®クラウド・ビルダーズ・プ
ログラム（ht t p : / / w w w . i nt e l . co . j p / c l o u d b u i l d e r s /）を通じて、
インテルのエンジニアは、主要ハードウェア /ソフトウェア・ベンダーおよ
びクラウド・プロバイダーと協力して、プライベート、パブリック、およびハ
イブリッド・クラウドを実装するためのリファレンス・アーキテクチャーとベ
スト・プラクティスを開発しています。

こうした取り組みを通じてインテルのテクノロジー・ロードマップが示され
た結果、インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーなどの新しいサー
バー製品によって、優れたパフォーマンスと電力効率が実現されるだけ
でなく、さまざまな課題を解決して、次世代クラウド・ソリューションを円
滑に構築するための重要なテクノロジーの開発が促進されます。現在
のデータセンターのニーズに対応しながら、同時に規模拡大やイノベー
ションに備えた柔軟で効率的な土台を確立するうえで、極めて信頼性
の高い基盤を実現することが可能となります。

インテルのテクノロジーの導入事例
IT@Intel

インテルの IT部門は、プライベートなエンタープライズ・クラウド・コンピューティング・モデルへの移行により、データセンター使用率を8%から
80%へと順調に向上させています。この戦略のカギとなる要素としては、最新のインテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーおよびストレージ・
ソリューションと、インテル® 10 GBイーサネットおよびインテル® Solid-State Driveを使用したインフラストラクチャーの更新が挙げられます。

インテル IT部門のクラウド戦略により、すでにインテルでは 900万米ドルのコストを削減し、新たなキャパシティーの提供に要する時間も 3カ
月からわずか 3時間へと短縮しています。インテル IT部門では、実装と最適化がさらに進むにつれて、プロビジョニング時間をわずか数分のレ
ベルまで短縮しながら、今後 3年にわたって年間 600万米ドルのコストを削減できると見込んでいます。

詳細については、「The New CIO Agenda: Intel® Cloud Computing Insights 2011」（http://www.intel.com/content/www/us/en/
cloud-computing/cloud-computing-new-cio-agenda-paper.html ）を参照してください。

http://www.intel.co.jp/cloudbuilders/
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-new-cio-agenda-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-new-cio-agenda-paper.html
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関連情報

インテル® Xeon® プロセッサー： 
http://www.intel.co.jp/xeon/

クラウド導入のためのインテルの関連情報： 
http://www.intel.co.jp/cloud/

1  SPECint*_rate_base2006、SPECfp*_rate_base2006、STREAM*_MP Triad、Linpack*ベンチマークの結果の幾何平均を使用して行ったパフォーマンス
の比較。ベースラインとなる幾何平均スコア 166.75は、http://www.spec.org/ （英語）に掲載された SPECrate*の最良の公表値と、STREAM*_MP Triadお
よび Linpack*を使用して行った2011年 12月5日現在のインテル社内での最良の測定値に基づく、前世代の 2-wayインテル® Xeon® プロセッサー X5690プラッ
トフォームの数値です。新しい幾何平均スコア 306.74は、2基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2690、ターボおよび EIST有効、ハイパースレッディング使用、
128 GB RAM、Red Hat* Enterprise Linux* Server 6.1 beta for x86_6、インテル ® コンパイラー 12.1、THP無効（SPECfp*_rate_base2006）および有効
（SPECint*_rate_base2006）を搭載したインテル® Rose City プラットフォームを使用してインテル社内で測定した推定値に基づきます。

2   「電力サージ：熱、そしてコストも上昇している。これは、過密状態のサーバーが大量の電力を消費するためである」、Darrell Dunn、InformationWeek、2006年
2月27日。http://informationweek.com/news/180207724/ （英語）

3  出典：「University Sees Major Savings with Data Center Consolidation」、Ciscoの顧客事例。コロラド大学が 300台のレガシーサーバーをわずか 10台の 
インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーに交換し、サーバー設置面積を95%削減し、電力消費量を90%削減した例について説明しています。http://www.
cisco.com/web/strategy/docs/education/u_of_colorado_cs.pdf （英語）

  性能および他社製品との比較に関する情報はすべて本文書発表時のデータに基づいています。これらに関する最新情報については、http://www.intel .co. jp/jp/
performance/ 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。

  性能に関するテストや評価は、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、またはそれらを組み合わせて行ったものであり、このテストによるインテル製品の性
能の概算の値を表しているものです。システム・ハードウェア、ソフトウェアの設計、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。システムやコンポーネントの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。インテル製
品の性能評価についてさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、http://www.intel.co.jp/jp/performance/resources/benchmark_limitations.htm を
参照していただくか、1-800-628-8686または 1-916-356-3104（アメリカ合衆国）までご連絡ください。

  本資料に記載されているすべての製品および日付は、現在の予想に基づくものであり、計画以外の目的ではご利用になれません。

  各ベンチマークの相対パフォーマンスは、最初にテストしたプラットフォームの実際のベンチマーク結果をベースラインとして、1.0の値を割り当てることによって計算
されます。ベースラインとなるプラットフォーム以外のテスト対象プラットフォームの相対パフォーマンスは、各プラットフォームのベンチマークの結果を、ベースライン
となるプラットフォームの実際のベンチマーク結果で割り、報告されたパフォーマンスの向上に比例する相対パフォーマンスの数値を割り当てることによって計算して
います。
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