
ホワイトペーパー
インテル製品搭載マイクロサーバー

1 概要
クラウド・サービス・プロバイダーやホスティング事業者は、自分たちが
提供するサービスを常に進化、発展させており、その結果、新しいアプリ
ケーションやソフトウェア・モデルが次々に登場しています。例えば、何
百万人ものユーザー向けのコンテンツを処理する多くのクラウド /ホス
ティング・データセンターでは、Web層が増大し、サーバー基盤の大部
分を占めるようになっています。また、分析や非リレーショナル・データ
ベースなどの高度に並列化されたワークロードが一般化しつつありま
す。新しいコンテンツ配信サービスのホストは、デジタルコンテンツを保
存、配信するためのさまざまな方法を取り入れています。

こうしたスケールアウト型ワークロードの大半は、動的で複雑なタスクを
処理する高性能なシステムを必要としていますが、一方では、サーバー
基盤への要求が少ないワークロードも存在しています。こうした軽量な
アプリケーションは、現在のエンタープライズ・データセンターで通常見
られる、充実したメモリー、ディスク、ネットワークなどのオプションで構

成されたメインストリームのサーバー・プラットフォームの能力をフルに
活用しているとはいえません。

マイクロサーバーは、軽量なアプリケーションに対応すると同時にデー
タセンターを効率化するために生み出された、新しいシステム設計の
サーバー分野です。マイクロサーバーの特長は、共通の筐体の中で電
力や冷却ファンなどのインフラストラクチャーを共有するように構成され
た多数のサーバーノードにあります。

高密度化の傾向そのものは目新しいものではありません。この 15年間
のサーバー・アーキテクチャーの技術革新により、効率性、密度、運用
管理性は向上してきました。例えば、ブレードサーバーは企業に幅広く
導入されており、ハーフワイド型ラックマウント・サーバーなどの最近の
システム設計は、クラウド・サービス・プロバイダーのデータセンター環
境を主なターゲットとしています。図 1に示すように、マイクロサーバー
は、密度が最適化された新たなシステムとして、サーバー・フォーム・ファ
クターの 1つとなっています。

インテル® アーキテクチャーを搭載した小型サーバーノードを大量に並べることで、昨今の軽量なスケールアウト型
ワークロードというニーズに対応し、新たなレベルのエネルギー効率の向上と高密度化を実現できます。

マイクロサーバーは、比較的軽量なノード 1を多数追加することで適切なスケーリングが可能となる特定クラスの
ワークロード、例えば低負荷の専用ホスティングや単純なコンテンツ配信などのワークロード向けの選択肢として登
場しました。インテルは、広範なプロセッサー製品からの柔軟な選択肢、ノード密度の向上、ノードの消費電力の削
減によって、このトポロジーをサポートします。このホワイトペーパーでは、マイクロサーバーの設計概念を紹介し、
クラウド・サービス・プロバイダーやホスティング事業者が、自分たちのサーバー基盤へのニーズに対してマイクロ
サーバーが役立つかどうかを判断する際の、正しい意思決定を行うために必要な予備知識を提供します。

さらに、マイクロサーバーが進化した背景とシステム設計の特性について説明し、マイクロサーバーの導入に適した
ワークロードを特定する上で考慮すべきポイントを紹介します。また、インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリー
およびインテル® Atom™ プロセッサー C2000製品ファミリーを搭載したマイクロサーバーの概要も説明します。

軽量なスケールアウト型ワークロードに最適な
柔軟性のある低消費電力マイクロサーバー
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マイクロサーバーとは
マイクロサーバーは新しいサーバー・アーキテクチャーであり、共有筐体インフラストラクチャー内に多数の軽量サーバーノードが並べられて
いる点が特長です。このトポロジーは、高密度、ノード当たりの消費電力の削減、費用の削減、運用効率の向上を主な目的として設計されて
います。マイクロサーバーは、共通のファン、スイッチ、電源、金属筐体を共有することで、ラック・インフラストラクチャーを簡素化し、標準のラッ
クオプションよりも密度を向上させます。

サーバー・フォーム・ファクターの技術革新

2 軽量なスケールアウト型ワークロードに適した 
マイクロサーバー
コンピューティングのプロフェッショナルにとって、自分たちの要件が小
規模から大規模までのどのレベルのシステムに当てはまるかを判定する
ことは、非常に難しい課題の 1つです。クラウド・サービス・プロバイダー
やホスティング事業者が、特定の実装に対しては比較的小規模な多数
のノードの方が少数の強力なノードよりも望ましいと判断した場合、新
しいサーバー分野であるマイクロサーバーは彼らに新たな選択肢を提
供します。

ノードごとのコンピューティング要件がそれほど高くない分散型で高度
な並列ワークロードは、マイクロサーバーを使用することで効果的にス
ケールアウトできる場合があります。このクラスのシステムはすべての
ワークロードに適しているわけではありませんが、市場セグメントによっ
ては一定の効果を期待できます。例えば、一般的なホスティング環境で
は、ログイン認証の要求や小規模な静的 HTMLページの提供など、そ
れぞれは負荷の軽い計算タスクを大量にサポートする必要があります。

ソフトウェアが高度に並列化され、トランザクションを小さな計算タスク
に分散しやすい場合、マイクロサーバーのトポロジーにおける多数の小
規模なノードは、このようなジョブに最適であると考えられます。ただし、
企業内のジョブの大多数を占める計算集約型タスクが増えると、処理
能力、メモリー容量、ネットワーク、ストレージなど、小規模なマイクロサー
バー・ノードのリソースではまったく手に負えなくなってしまいます。この
ような場合には、従来の高性能サーバー・インフラストラクチャーの方
が有効です。

図 2には、さまざまなサーバー・ワークロードに対するマイクロサーバー
の適合性を評価する際に、考慮すべき主要ポイントを示しています。こ
の図では、3つの重要なサーバー属性が特定の軸にそれぞれマッピン
グされており、各軸に従ってサーバー・ワークロードを当てはめることが
できます。3つの軸は次のとおりです。

•  コア数によるスケーリング：この軸の値が大きいほど（左に行くほど大
きくなります）、高度な並列ワークロードに対応します。各作業ユニッ
トが同じ I/O、システムメモリー、ストレージなどを共有するため、個々
のサーバーに追加するコアの数が増えるほど、ワークロードには多く
のメリットがもたらされます。

•  物理ノードによるスケーリング：この軸でも、値が大きいほど（右に行
くほど大きくなります）、高度な並列ワークロードに対応します。ただ
し、サーバー当たりのメモリー、I/O、ストレージの要件が低いことが
多いため、追加する物理サーバーの数を増やすことで適切にスケー
リングされる傾向があります。

•  強力なコアによるスケーリング：この軸の値が大きいほど（上に行くほ
ど大きくなります）、動作周波数、キャッシュ、メモリー帯域幅などの領
域で、堅牢なコアによって最適にスケーリングされます。これらのワー
クロードはシングルスレッドであるか、並列化が制限されている傾向
があります。

図 2で「ローエンドのスケールアウト型ワークロード」と示されている領
域は、軽量なサーバーを多数追加することで最適にスケーリングされる
ワークロードを表しています。この領域のワークロードの例として、ロー
エンドの Webサービス、基本的なコンテンツ配信、オフライン分析また
はバッチ分析、ローエンドの専用ホスティングなどがあります。

マイクロサーバーの一般的なワークロード
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図 1. 密度が最適化された新たなサーバー分野として登場したマイクロサーバーは、タ
ワー型、ラック型、ブレードの各フォームファクターを補完します。

図 2. この 3Dダイアグラムでは、処理要件が比較的低く、追加する相互接続された物
理ノードの数が多いほど最適にスケーリングされる傾向があるワークロードほど、マイク
ロサーバーにとって最適なワークロードであることを示しています。
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マイクロサーバーの主要要件
•  低消費電力

•  64ビット・プロセッサー

•  インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーのサポート

•  ECCメモリー

•  幅広いソフトウェア互換性

3 タスクに適した性能の選択： 
さまざまなインテル® プラットフォーム
マイクロサーバーの分野においても、どのシステム設計やプロセッサー
を選択するかという問題に対する答えは一律ではありません。堅牢なメ
モリーとストレージを備え、高性能なシングルソケット・プロセッサーを
搭載したマイクロサーバーもあれば、ノード当たりの消費電力が少なく、
処理能力も相対的に低い小型の高密度な構成を多数集積するマイク
ロサーバーもあります。こうした幅広い要件すべてに対応するために、
インテルは小規模から大規模までさまざまなシステムに適したプロセッ
サーの選択肢を用意し、その結果、企業はそれぞれのワークロードに最
適な選択を行うことができます。

インテル® Xeon® プロセッサーは、ハイパフォーマンス・コンピューティン
グ、金融サービス、クラウド・コンピューティング、データベースなど、さ
まざまなセグメントのアプリケーションに適しています。マイクロサーバー
のワークロードに対してノードの性能、消費電力当たり性能、柔軟性を
重視する場合、インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリーは最適で
す。インテル® Atom™ プロセッサー C2000製品ファミリーは、インテル® 
Xeon® プロセッサー E3ファミリーを搭載したマイクロサーバーと比べ、
消費電力が極めて少なく、高密度を実現します。

これらのプラットフォームはすべて共通の命令セット・アーキテクチャー
を共有しているため、全領域にわたってアプリケーション・コードを実行
できます。ワークロードの要件が時間の経過とともに変化する可能性が
ある場合には、こうした特性は大きなメリットとなります。例えば、現時
点で存在しているボトルネックが、数カ月の間に、プロセッサー・バウン
ドからメモリーバウンド、さらに I/Oバウンドへと大きく変化する可能性
があります。インテル® アーキテクチャーの柔軟性は、こうした変動性に
対応する上で非常に大きな価値をもたらします。

顧客はこれまで、従来のラック型 /ブレード・サーバー・インフラストラク
チャーに求めてきた機能や性能を、マイクロサーバーにも一貫して求め
てきました。特に、64ビット・ソフトウェアのサポート、仮想化のサポート、
Error Correcting Code（ECC）メモリー、あらゆる電力オプション、幅広い
ソフトウェア互換性を必要としています。84W～13Wのインテル® Xeon® 
プロセッサー E3-1200 v3 製品ファミリーは、マイクロサーバー・プラッ
トフォームの利点をすべて実現します。インテル® Atom ™ プロセッサー 
C2000製品ファミリーも、TDPがわずか 6Wという非常に低い消費電力
枠で、これらのエンタープライズ・クラスのサーバー機能をサポートします。

4 業界全体に拡がりつつある 
インテル製品搭載マイクロサーバーへの期待感
Dell、Hitachi、HP、NEC、Quanta、Supermicro、Tyanなどの業界リー
ダー企業が提供する多様な製品により、OEM分野のマイクロサーバー・
セグメントでは今、新たな期待感が拡がりはじめています。そして、広範
囲にわたる技術革新には、選択肢と柔軟性を提供するインテル® Xeon® 
プロセッサーおよびインテル® Atom ™ プロセッサーを搭載した各種プ
ラットフォームを基盤としたマイクロサーバーが関連しています。

マイクロサーバーにおけるこうした技術革新の広がりは、標準化によっ
てさらに促進されます。標準化を目指すインテルは、Server System 
Infrastructure（SSI）フォーラムで、Quantaや Tyanなどの他の企業
と協力してMicro Module Server Specificationを作成しました。カ
リフォルニア州サンラモンに本拠地を置く業界団体である SSIは、業界
リーダー企業と協力してインフラストラクチャー標準規格を推進していま
す。このフォーラムの目的は、マイクロサーバーのエンドカスタマーを対
象としたエネルギー効率とコスト削減を重視したコンピューティング・テ
クノロジーの標準化によって、市場のさらなる成長を実現することです。

Micro Module Server Specificationは、電力および性能に関する
さまざまな設計ポイントに合わせて簡単に調整できるようにと明確に
設計された、柔軟なノード・ビルディング・ブロックです。この仕様では、
モジュールの寸法やピン配列は規定されていますが、バックプレーン、
インターコネクト、ストレージ構成などのシステム・アーキテクチャーは、
各 OEMごとに柔軟にカスタマイズすることを許可しています。広く市販
され、業界で認められている低コストのコネクターを使用するなど、モ
ジュールの機構については相互運用性が求められますが、電子部分に
ついての相互運用性は各社の裁量にまかされます。

全体的には、このアプローチは、設計を最大限に再利用しながら、各
OEMが自分たちの製品ライン内や競合他社に対して製品の差別化を
図れるようにすることで、柔軟性と標準化との両立を可能にします。この
仕様は、次のようなOEMの多くのメリットを促進します。

•  システム・フォーム・ファクター、筐体、冷却、スイッチ、管理などの領域
では、標準化の枠組み内での技術革新により、製品の多様な要件に
対応できる。

•  さまざまなアプリケーションや市場セグメントをターゲットとする複数の
製品でシステム設計への投資を活用することで、ROIが最大化できる。

•  仕様そのもの、既存の設計、インテルの検証と設計資料を活用して設
計を効率化することで、市場投入までの時間を短縮できる。

最終的に、こうした設計の柔軟性と効率性の結果として生じるメリットを
享受するのはエンドカスタマーです。低コストと高い ROIを実現すると
同時に、進化するビジネスニーズに応える革新的な製品を利用できると
いう点で、設計の柔軟性と効率性はエンドカスタマーに大きな恩恵をも
たらします。

5 まとめ
インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200 v3 製品ファミリーから
インテル® Atom™ プロセッサー C2000製品ファミリーまでのインテル® 
アーキテクチャーを搭載したマイクロサーバーは、ローエンドの専用ホ
スティングや静的 Webサービスなど、軽量なスケールアウト型ワーク
ロードのニーズに最適なコンピューティング・ソリューションを導入する
ための超低消費電力、高密度のシステムを提供します。マイクロサー
バーは、ファンや電源などのシステム・インフラストラクチャーを減らすこ
とで、効率性というメリットをもたらします。

また、マイクロサーバーによりシステムの密度を高めることが可能とな
り、既存のラックや電力インフラストラクチャーの新たな利用方法も提供
します。業界ではすでに、既存の利用モデルや新しい利用モデルへのマ
イクロサーバーの組込みを開始しています。特定クラスのワークロード
をサポートするサーバーシステムの TCOの改善において、マイクロサー
バーの可能性は今後さらに拡がります。



柔軟性のある低消費電力マイクロサーバー

4

1  ノードは最低 1つ以上の SoCとローカル・システム・メモリー、必要な I/Oコンポーネントにより構成されます。

  本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。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。製品に付
属の売買契約書『Intel 's Terms and Conditions of Sale』に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる
特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む）に関してもいかなる責任も負いません。インテルによる書面での合意がない限り、インテル製品は、その欠陥や故障によって人身事故が発生するようなアプリケーションでの使用を想定
した設計は行われていません。

  インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。機能または命令の一覧で「留保」または「未定義」と記されているものがありますが、その「機能が存在しない」あるいは「性質が留保付である」という状態を設計の前提にしないでく
ださい。これらの項目は、インテルが将来のために留保しているものです。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりしても、インテルは一切責任を負いません。この情報は予告なく変更されることがありま
す。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでください。本資料で説明されている製品には、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。最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。本書で紹介されている注文番号付きのドキュメントや、インテルの
その他の資料を入手するには、1-800-548-4725（アメリカ合衆国）までご連絡いただくか、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、http://www.intel.com/performance/（英語）を参照してください。
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最適化されたスケーリングのためのプロセッサーの選択
プロセッサーの機能とデータセンターの特定のワークロードのスケーリング特性を適合させることは、マイクロサーバーのビジネス価値を
最大化する上で不可欠です。

 インテル® Xeon® プロセッサー 
E3-1200 v3製品ファミリー

インテル® Atom™ プロセッサー 
C2000製品ファミリー

インテル® Atom™ プロセッサー 
S1200製品ファミリー

コア数（最大） 4 8 2

プロセッサー周波数（最大） 3.60 GHz 2.60 GHz 2 GHz

メモリー容量（最大） 32 GB 64 GB 8 GB

PCI Express*（PCIe*）レーン数 16（PCIe* 3.0）、8（PCIe* 2.0） 16（PCIe* 2.0） 8（PCIe* 2.0）
消費電力（最小） 13W 6W 6.1W

•  ノードの性能によるスケーリング：インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200 v3製品ファミリーは、上記の 3つの選択肢の中で最も高い
シングルスレッド性能とノード当たりの性能を備えているだけでなく、最も堅牢な PCIe*接続と高度なグラフィックスをサポートしています。

•  ノード数の規模によるスケーリング：インテル® Atom™ プロセッサー C2000製品ファミリーおよびインテル® Atom™ プロセッサー S1200
製品ファミリーは、高いノード密度を実現します。インテル® Atom™ プロセッサー C2000は、高度な並列ワークロード間で共有する大容量
メモリーとPCIe*機能を備えており、インテル® Atom™ プロセッサー S1200製品ファミリーと比べ、ノードの性能と消費電力当たり性能が
向上します。

インテル® アーキテクチャー搭載マイクロサーバーの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/servers/microservers.html を参照してください。
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