
エントリーサーバーに 
不可欠なパフォーマンス
最新のインテル® Xeon® E プロセッサーが刷新され、重要なデータの処理と保護に不可欠の 
パフォーマンス、信頼性、セキュリティー、管理機能をスモールビジネス向けの価格帯で提供できる
ようになりました。デスクトップ PC でも基本的なサービスを提供できるかもしれませんが、業務運
用に耐えるような設計ではありません。わずか 4 年前に購入したサーバーも、今日のワークロード
に対応するために必要な、最新のテクノロジーと OS 互換性を備えていません。 新しいインテル® 
Xeon® E プロセッサーは、企業がデータを保護し、今日の需要を満たせるように特別に設計された
プロセッサーです。
会話のきっかけ： SMB、エントリーサーバー、ビジネスクラスのワークロード、ストレージのスケーラビリティー、 
リモート管理、可用性、保守性、セキュリティー、ウェブ・ホスティング、Windows Server* OS 

推奨のタイミング
サーバーは、スモール・ビジネス・インフラストラク 
チャーの基盤であり、必須の要素です。定期的にアッ
プデートし、急速に増大するデータとセキュリティーの
需要に付いていく必要があります。これらのコスト効
果の高い、汎用的なエントリーレベルのサーバーが
お客様のニーズに適合するかどうか確認するよう、お
客様に頻繁にお知らせください。

アップグレードをする理由

本製品が最適なお客様
• ビジネスクラスのツールとアプリケーションを導 

入する機会から、急成長を経験する可能性がある 

• 4 年前のサーバー・インフラストラクチャーの刷新
による劇的なパフォーマンス向上のメリットがある 

• 規制、予算、またはセキュリティー上の理由、あるい
は、レガシー・アプリケーションをクラウドに移行で
きないことが理由で、データをオンプレミスに保存
している 

• 業務をデスクトップ PC で遂行しており、業務の中
断やデータ損失のリスクを放置している

以下の内容をお客様にご説明ください

現代の 
ワークロード需要に適合

信頼性、セキュリティー、 
管理性の強化

• 4 年前のシステムと比べ、最大 2 倍の 
処理パフォーマンス¹

• ストレージを拡張する柔軟性と業務に合わせて 
容量を拡大できる接続性 

• ファイル共有、ストレージ & バックアップ、 
仮想化、および従業員の生産性の向上

• 最先端の OS 機能とサーバーハードウェアの 
サポート

• インテル® トラステッド・エグゼキューション・ 
テクノロジー、インテル® ブートガード、インテル® 
BIOS ガード、インテル® メモリー・プロテクション・エ
クステンションによるセキュリティーの強化 

• インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーによるビ
ジネスデータとホスト・クリティカルなソフトウェア・
ソリューションの保護 

• インテル® サーバー・プラットフォーム・サービスによ
る電力、熱、リソースの使用状況の監視と管理 

• 24 時間 365 日のオンプレミス可用性によるアップ
タイムの最大化 

「現在インフラストラクチャーをリモートで
管理していますか？あるいはだれかがリ 
モートで診断し、業務の継続を助けてくれ
るように、将来的にリモート管理できるよ
うにしたいですか？」

「Microsoft* Windows Server* 2008 お
よび Exchange Server* 2008 のサポー
トは 2020年1月で終了します。Windows 
Server* 2012 のサポート終了もそれほ
ど先ではありません。今、新しいサーバー
に移行すれば、ダウンタイムやセキュリ 
ティー・リスクを回避できます」 

「デスクトップ PC の容量が一杯になっ
たときに、オフィスのストレージを拡張
するプランをお持ちですか？」

「新しいサーバーの導入やサーバーの
アップグレードで、業務の効率や信頼
性がとのように変わるか検討したこと
がありますか？」 



成長のためのビジネスの位置取り デスクトップ PC とサーバーの設計は、想定された使い方に応じて大きく異 
なります。インテル® Xeon® E プロセッサー搭載のエントリー・サーバー・ソリュー
ションで利益を保護することがビジネスの鍵を握るのはこのためです。

新しいインテル® XEON® プロセッサー
新しい 8 コア製品 2 つに加え、既存の 4 コアおよび 6 コアのインテル® Xeon® E  
プロセッサー全 10 製品が刷新され、価格はほぼそのままでパフォーマンスが 
向上しています。

サーバー向けインテル® XEON® E-2200 
プロセッサーの概要

最大 全く新しい 

2 倍 8 
のパフォーマンス コア 
向上SKU 

4 年前のサーバーとの比較 (推定値)¹4 年前のインテル® Xeon® プロセッサー 
E3-1280 v5 は 4 コア

最大 

5 GHZ 
インテル® ターボ・ブースト・ 
テクノロジー 2.0 

2 倍 4 年前のシステムと比べた 
ECC メモリー容量 

28GB DDR4-2666 対 64GB DDR4-2133

インテル® Xeon® E プロセッサーにより、お手ごろ価格でサーバーグレードの機能を実現します。 認定インテル® ディストリビューター
にお問い合わせいただくか、Intel.com/xeone にアクセスしてください。

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、intel.co.jp/benchmarks をご覧ください。 
パフォーマンス実績は、構成の記述に記載された日に実施したテストに基づくものであり、公開されているすべてのセキュリティー・アップデートが反映されていない可能性があります。詳細については、公開されている構成情報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製品やコンポーネントはあ
りません。 
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。 
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。 
1. テストは 2019年6月3日にインテル社内で実施。インテル® Xeon® E-2288G プロセッサー x1、プラットフォーム：Moss Beach 8、16GB DDR4 2666 ECC (64GB 2666MHz) x 4、OS：Ubuntu* 18.04.2 LTS (カーネル 4.15.0-47-generic)、ベンチマーク：SPECrate*2017_int_base (評価値)、コンパイラー：

ICC 19.0.1.144、BIOS：CNLSE2R1.R00.X188.B13.1903250419、HT=On、Turbo=On、uCode：0xb0、ストレージ：インテル® SSD D3-S4610 シリーズ 1.92TB、スコア：56 (評価値)。テストは 2019年5月23日にインテル社内で実施。インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v5 x 1、プラットフォーム：
S1200SP、16GB DDR4 2400MT/s ECC (64GB 2400MHz) x 4、OS：Ubuntu* 18.04.2 LTS (カーネル 4.15.0-45-generic)、ベンチマーク：SPECrate*2017_int_base (評価値)、コンパイラー：ICC 19.0.1.144、BIOS：S1200SP.86B.03.01.1029.01252018838、HT=On、Turbo=On、uCode：0xc6、 
ストレージ：インテル® SSD DC S3710 シリーズ 400GB、スコア：28 (評価値)。 
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サーバー利用の検証済み
• 通常、デスクトップ PC は、サーバーとして機能するように設計されていないため、

サーバーのユースケースに対応していないことがよくあります。
• サーバーはサーバー用オペレーティング・システムと仮想化環境に対応するよう

に設計・テストされています。 

サーバーの管理にかける時間を減らし、業務にかける時間を増やす
• デスクトップ PC はビジネスニーズに対応する管理機能やレポート作成機能を 

備えていないことがあります。
• サーバーは、予防的なレポート作成機能と総合的なリモート管理機能によって、

ダウンタイムを削減できます。
• 適切なタイミングのパッチ適用により、ビジネスオーナーは顧客に専念できます。 

クラウドサービスとの連携
• デスクトップ PC の限られたストレージ、メモリー、処理能力、クラウド・インテグ

レーター機能によって、ビジネスの成長が阻害される可能性があります。
• サーバーをクラウドサービスと組み合わせ、一部のデータをローカルに保持する

ことで、ワークロード需要に合わせて簡単に拡張できます。 

生産性の向上
• デスクトップ PC をサーバーとして使うと、システム障害やデータ損失のリスクが

高まり、破壊的な結果がもたらされる可能性があります。 
• 適切なハードウェアを実装することで、サーバー・アプリケーションの応答が改善

され、生産性が向上します。 

データの所有
• デスクトップ PC には、ローカルストレージ要件に応じて容量を拡張する機能が

備わっていないことがあります。
• 拡張性の高い PCIe* SSD ストレージサポートがあれば、データをローカルに保

存し、セキュリティーや規制に対して厳格な管理が可能になります。 

最大 

40 
PCIE* レーン  
(サーバー 1 台当たり)

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/e-processors.html
https://intel.co.jp/benchmarks

