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データセンターを変革する

ビジネス要件がますます増える現在のビジネス環境において、企業は耐障害性と柔軟
性が高く、 自動化されたインフラストラクチャー ・リソースを求めています。 IT 部門は、
全体的なクラウド戦略の一環として、 ソフトウェア・デファインド・データセンター ・テ
クノロジーを使用して、従来のデータセンターをより信頼性と柔軟性に優れたソリュー
ションへと変革するロードマップを作成しています。

Windows Server 2016 Datacenter エディションは、 弾力性に富みコスト効率の高
いコンピューティング、ストレージ、ネットワークのソフトウェア・デファインド機能を備
えた高度なデータセンター機能を実現します。 記憶域スペース ダイレクトやシールドさ
れた仮想マシンなど、Windows Server 2016 に搭載されたテクノロジーによって、リ
ソースを最大化し、悪意のある脅威が業務にもたらすリスクを低減するための新たな手
段が提供されます。 Windows Server 2016 は、 インテルのクラス最高のストレージ、
コンピューティング、ネットワーキング・テクノロジーに最適化されており、データセン
ターを変革するための優れたパフォーマンス、最適化、効率性、拡張性を実現します。

業務改革

クラウドは今や、実績のあるデリバリーモデルと
なり、 企業およびサービス・プロバイダーは真の
クラウドが提供する俊敏性と効率性を実現して
います。 主要なテクノロジーが次々と成熟期を
迎える中で、企業はクラウドの導入をプライベー
トからハイブリッドやパブリックといったクラウ
ドモデルに広げる傾向にあります。 こうしたモデ
ルによって、 付加価値ビジネスサービスの範囲
を拡大するさらに多くの手法が提供される可能
性があります。 またこれらのモデルでは、 ビッグ
データや BYOD（従業員が個人所有するデバイ
スの利用）の構想などの最優先課題に対応しな
がら、デバイスやプラットフォームの違いを問わ
ないサービスとしてエンタープライズ・アプリケー
ションを提供します。 私たちの問いかけも、 「なぜ
クラウド戦略が必要か？」というものから、 「どの
ように策定すれば最大の価値を得られるか？」と
いった、業務改革をより意識したものへと変化し
ています。 インテルと Microsoft では、 各企業が
現在のクラウド・コンピューティングの利点を最
大限に活かしながら、 より柔軟なハイブリッド・
モデルに移行するための土台を築けるように、ク
ラウドサービスの提供の簡素化を支援していく
予定です。

インフラストラクチャーの活性化による 
セキュリティー、パフォーマンス、信頼性の実現

ビジネスニーズに対応するためには、IT インフラストラクチャーをさらに進化させて、新
しい取り組みと継続的成長を支援しなければなりません。 Windows Server 2016 と
その環境で実行される重要なワークロードを最大限に活用するには、基盤となるハード
ウェア・インフラストラクチャーをアップグレードする必要があります。 新しいインテル® 
Xeon® プロセッサー E5-2600 v4製品ファミリーは、インテル® アドバンスト・ベクトル・
エクステンション 2.0（インテル® AVX 2.0）やインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー
2.0 などの機能を備え、ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャーで稼動する
次世代のデータセンター向けに設計されています。 そのため、クラウド専用のアプリケー
ション、仮想化されたアプリケーション、従来型アプリケーションの違いを超えて、高い
効率性、パフォーマンス、俊敏性を実現するための機能強化が行われています。

インテル® Solid-State Drive（インテル® SSD）データセンター ・ファミリーは、高いパ
フォーマンスと低レイテンシーを実現し、拡張された書き込み耐久性、エンドツーエン
ドのデータ保護機能、 256 ビット Advanced Encryption Standard（AES）セキュリ
ティーを備えています。

インテル® サーバーボードおよびインテル® サーバーシャーシは、 必要な量の CPU、
メモリー、 ネットワーク、 I/O コントローラー、 ストレージ容量を備え、 各ワークロード
向けに最適に設計された、事前構成、テスト、お検証済みシステムによって、Windows 
Server 2016 の迅速な導入を支援します。



Windows  
Server 2016 と
インテル® 
アーキテクチャー
Windows Server 2016 の機能とパフォーマン
スを最適化するため、 Microsoft とインテルは、
コンピューティング、 ストレージ、 ネットワーク、
セキュリティーの 4 つの分野で連携してきました。

コンピュー 
ティング

ストレージ

ネットワーク

セキュリティー

 コンピューティング

Windows Server 2016 には、 高度な仮想マシン管理を行う
ための新機能が搭載されています。 これらの機能は、 25 分の 1
に削減された設置面積、 ネストされた仮想化、 仮想マシン上で
アプリケーションを隔離する Windows コンテナー、RAM のホッ
トアド / リムーブ機能によって、データセンター全体のコンピュー
ティングおよび仮想化のパフォーマンスと効率を向上させます。

 ストレージ

Windows Server 2016のソフトウェア・デファ
インド・ストレージ（SDS）は、 幅広い Microsoft 
Hyper-V およびプライベート ・ クラウドのワー
クロードに対応する、 拡張性と柔軟性に優れ、
構成も簡単なソリューションによって、ストレー
ジリソースのプロビジョニングと管理を簡素化
します。 記憶域スペース ダイレクト（S2D）は、ス
トレージ ・ ファブリックとして RDMA 対応イー
サネット・ネットワークを使用して、 業界標準の
インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバー上
のローカルストレージを、 拡張性と可用性の高
いサーバークラスターにハイパーコンバージド
または分離 / コンバージド構成でプールします。
インテル® Xeon® プロセッサーによって、 記憶
域スペース ダイレクトの高度なデータサービス
が実現します。

サーバークラスターでのキャッシングでは、高い
パフォーマンスを得るために、低レイテンシーの
NVMe インターフェイスを使用する PCIe SSD
が推奨されます。 Microsoftとインテルは、スルー
プットの向上およびレイテンシーの低減によっ
て応答時間を短縮するために、 記憶域スペース 
ダイレクト向けの 3 種類の構成について共同で
作業を行いました。 パフォーマンスと信頼性の
維持に関して、 Microsoft では、 5 年間にわたっ
て安定したパフォーマンスと信頼性が得られる
ことから、 インテル ® SSD DC P3700 シリーズ
などの耐久性の高い SSD をこのキャッシュ層に
使用することを推奨しています。 また、インテル® 
SSD DC P3700 シリーズでは一貫した低レイ
テンシーを提供して、 Hyper-V 環境における多
数のユーザーおよび仮想マシンに対応します。

記憶域スペース ダイレクトで使用可能なメディ
アとしては、 コスト効率に優れた大容量 HDD
から SATA や PCIe SSD まで各種デバイスがサ
ポートされます。 データベース、データ・ウェアハ
ウス、VDI、各種 IaaS ワークロードなど、高いパ
フォーマンスを必要し、 遅れが許されないワー
クロードには、 オールフラッシュ構成が適して
います。

インテルによるコンピューティングの最適化

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 を Windows Server 
2016 で実行した場合、 3 年前のサーバーに比べ、 ピーク時の秒当たり
ビジネス・トランザクション数が最大 1.5 倍に増加します。 1

インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション 2 によって、クロッ
クサイクル当たりの FLOPS（秒当たり浮動小数点演算回数）が 2 倍に
なり、コンピューティング・パフォーマンスが大幅に向上します。

インテル® データ・ダイレクト I/O テクノロジーでは、I/O データの主要
送信元 / 宛先にメインメモリーではなくプロセッサーのキャッシュを使
用し、帯域幅の拡大、低レイテンシー、消費電力の低減を実現します。

インテルによるストレージの最適化

NVM Express と記憶域スペース ダイレクトの組み合わせでは、 向上
した IOPS、 強化されたストレージの QoS および読み取り / 書き込み
性能によって、パフォーマンスが最適化されます。

高帯域幅の NVMe 対応インテル® SSD をインテル® プロセッサーとと
もに使用すると、 IOPS が高速化し、 より高いパフォーマンスおよび大
幅なレイテンシー低減が実現します。

http://itpeernetwork.intel.com/3-ready-to-go-configurations-for-windows-server-2016-with-storage-spaces-direct/


SQL Server 2016

最 新 の イ ン テル® Xeon® プ ロ セ ッ サ ー E7-
8890 v4 で SQL Server 2016 を実行すると、
比類なきパフォーマンスが実現します。 3

OLTP の性能

DW の性能

価格 / 性能

アプリ性能比類なき

アップグレードするだけで向上する性能

スループットが7倍高速化
クエリーが24倍高速化
レポート作成が3.6倍高速化

TPC-E のリーダー

スコアが 
1000 倍に高速化

30TB/3TB/1TB の 
TPC-H においてナンバーワン

Windows Server 2016

TPC-E および
1TB/3TB/10TB/30TB の 
TPC-H においてナンバーワン

Windows Server 2016

 ネットワーク

Windows Server 2016 は、 ソフトウェア・デファインド・ネットワーク（SDN）機能の
提供により、仮想および物理ネットワーク・リソース、分離されたネットワーク・インフ
ラストラクチャー（マルチテナントの実現）、SLB と NAT（ネットワーク・スループットの
強化）、NIC チーミング（パフォーマンスの信頼性向上）を一元管理します。

 セキュリティー

Windows Server 2016 では、セキュリティーと監査に関連する新しい機能強化が多
数追加されています。 Just Enough Administration は、Windows PowerShell で管
理可能なすべての対象について代理管理を実現するセキュリティー ・テクノロジーです。
Microsoft の新しいシールドされた仮想マシン・テクノロジーは、ディスクおよび仮想
マシン状態を暗号化し、その VM またはテナントの管理者のみがアクセスできるよう
にすることで、ファブリック内のセキュリティー侵害を受けてしまった管理者または悪
意のある管理者から仮想マシンを保護します。 このハードウェアとソフトウェアの組み
合わせでは、ホストを保護するセキュアブートが強化されるとともに、ハイパーバイザー
と管理 OS カーネルコードの完全性が強化されます。

インテルによるネットワークの最適化

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710/
XL710 の 10 GbE および 40 GbE ソリューションによってイーサネットを
容易にサポートできます。

インテル® VT-d は、 仮想マシン・マネージャーによる I/O トラフィック監
視の必要性を低く抑えることによって、データの移動を高速化し、パフォー
マンス・オーバーヘッドを削減します。

インテルによるセキュリティーの最適化

インテル® セキュアキーを含むハードウェア支援型セキュリティー機能が
強化され、高品質のセキュリティー ・キー、およびソフトウェア・ベースのキー
生成ソリューション用のランダムビット（RDSEED）が提供されます。

インテル® AES-NI および新しい暗号化アクセラレーションを使用すると、
大量データの暗号化処理が向上してセッション開始プロトコルを保護でき
るため、 アプリケーション処理を低下させることなく広範囲に暗号化を使
用できるようになります。

ホスト・ハードウェアおよびファームウェアのサポートにより、 信頼できる
仮想マシンを TPM 2.0 および UEFI 2.3.1 とともに導入すると、ホストを保
護するセキュアブートを使用できます。

ワークロードの
パフォーマンスと
ベンチマーク

最 新 の イ ン テ ル®  X e o n ®  プ ロ セ ッ サ ー と
Windows Server 2016 との組み合わせへの
更新によって、導入先が従来のデータセンター ・
アーキテクチャー、クラウド、ホストされた環境の
いずれであっても、多様なワークロードにわたっ
て汎用性が提供されます。 例えば、 Microsoft 
SQL Server 2016 と最新のインテル® Xeon® 
プロセッサー E7-8890 v4 をオンプレミスで組
み合わせると、1 時間当たりの実行クエリー数が
最大 2.7 倍に増加し、クエリー当たりのコストが
3 分の 1 未満に削減されるというメリットが得ら
れます。 2



インテル® Xeon® プロセッサー E5
ファミリー

インテル® Xeon® プロセッサー E5-
2600 v4 製品ファミリーで世界記録
を達成したベンチマーク（英語）

Windows Server 2016

インテル® クラウド・ビルダーズ 
（英語）

インテル® ストレージ・ビルダーズ 
（英語）

脚 注

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。

1.  1 秒当たりのトランザクション数が最大 1.5 倍に増加という記述は、

2 基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2、 256GB メモ

リーを搭載したインテル® サーバー（出典：インテル・テクニカル・レ

ポート #3049）と、 2 基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 

v4、512GB メモリーを搭載したインテル® サーバー（出典：インテル

社内でのテスト）を比較した結果です。

2.  パフォーマンスが最大 2.7 倍に向上およびコストが最大 1/3 に削減

という記述は、TPC-H ワークロードに基づきます。 これはベースライン

の HP ProLiant DL580 Gen8 サーバー、 4 基のインテル® Xeon® 

プロセッサー E7-4890 v2、スコア 404,005 QphH、コスト 941,800

ドル、 2.34 ドル /QphH （出典 ： http://tpc.org/3298 （英語））と、

Lenovo x3850 X6 サーバー、 4 基のインテル® Xeon® プロセッサー

E7-8890 v4、 スコア 1,106,832.6 QphH、 コスト 870,459 ドル、

0.79 ドル /QphH（出典 ： http://tpc.org/3325（英語））を比較した

結果です。

3.  Lenovo は、 最新のインテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーを

搭載した Lenovo System x3850 X6 上で SQL Server 2016 と

Windows Server 2016 を使用し、 TPC-H 10TB ベンチマークで

ナンバーワンの世界記録を達成したことを発表しました。 2016 年 5

月、Lenovo は Lenovo System x3950 X6 上で SQL Server 2016

と Windows Server 2016 を使用し、 TPC-H 30TB で新しくナン

バーワンの世界記録を達成したことも発表しました。 これらの結果は、

ソフトウェアやハードウェアのパートナー各社および主要なアプリ

ケーションによる最近のベンチマークに加えて、SQL Server 2016

がアプリケーション向けの世界最速のインメモリー ・データベースで

あることを示しています（出典：https://blogs.technet.microsoft.

com/dataplatforminsider/2016/07/18/sql-server-2016-

posts-world-record-tpc-h-10-tb-benchmark/（英語））。

詳細については、http://www.intel.com/performance/
（英語）を参照してください。

さまざまなクラウド間で 
一貫性のあるプラットフォーム

インテルと Microsoft では、お客様による既存のデータセンターのプライベート・
クラウドまたはハイブリッド・クラウドへの転換を支援しています。 オンプレミ
ス、Microsoft Azure クラウド、または Azure Stack を実行するサービス・プロ
バイダーによってホストされた環境において、一貫性のある単一プラットフォー
ムを提供することで、インテルと Microsoft はクラウド・コンピューティングの
導入を促進しています。

パブリック・クラウド

 Azure 仮想マシン

 Microsoft Azure

サービス・プロバイダー

 Windows Server

Microsoft SQL Server

Microsoft System Center

プライベート・クラウド

 Windows Server

Microsoft SQL Server

Microsoft System Center
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