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PCIe*/NVMe* 対応のインテル® SSD 
を選択する理由

PCIe* とは、周辺機器を接続するための高速ハードウェア・インターフェイスです。PCIe* 
は、マザーボード・レベルのインターコネクト、パッシブ・バックプレーンのインターコネ
クト、そしてアドインボード用の拡張カード・インターフェイスとして、消費者、サーバー
および産業用アプリケーションで使用されています。

NVMe* - NVM Express* 仕様は、PCI Express* (PCIe*) ベースのソリッド・ステート・ド
ライブ (SSD) 用に最適化されたレジスター・インターフェイス、コマンドセットおよび機
能セットを定義します。NVM Express* は、現在そして将来に渡って、PCIe* SSD の潜在
力を解き放ち、PCIe* SSD インターフェイスを標準化させていくことを目的として設計さ
れました。
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NVMe* の効率性は、 アプリケーショ
ン間で大幅なレイテンシー削減のメ
リットをもたらします。

NVMe* は、 SAS や SATA SSD と
比べ、 より高速なデータ転送速度
を実現します。

NVMe* に最適化されたソフトウェア ・
スタックは、 インテル ® Xeon® プロセッ
サーが、 より少ないクロックサイクルで
データを転送することを可能にします。

インテル® SSD DC 
P4500 シリーズ

 

インテル® SSD DC 
P4600 シリーズスケールアウト・ストレージ

ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー (SDI) とハ
イパーコンバージド・アーキテクチャーは、高性能 SSD を採用
することで、より手頃な価格で構築可能になります。

データベース
NVMe* は、従来のリレーショナル・データベースにおいて、一
貫して低いレイテンシーと高帯域幅のパフォーマンスを実現
しています。

ビッグデータ / 分析
分析と NoSQL データベースで NVMe* のパフォーマンスを
十分に活用して、ほぼリアルタイムに結果を提供できます。

ハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC)
NVMe* によって HPC の高帯域幅の需要に対応し、ワークフ
ロー全体のスピードを何倍も向上することができます。代
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1. これらの結果は、 以下の構成に基づいてインテルが測定したものです。 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。 構成 ： パフォーマンスの主張
はデータシートから取得、 連続読み取り / 書き込みのブロックサイズは、 NVMe* お
よび SATA で 128k、 SAS で 64k。 インテル ® SSD DC P3700 シリーズ 2TB、 SAS 
Ultrastar* SSD1600MM、 インテル ® SSD DC S3700 シリーズ 

2. インテル。 インテル ® Xeon プロセッサー E5-2690 v2 (3.00 GHz) (x2) 搭載の Dell* 
R720 サーバー (CPU 当たり 10 コア + 20 スレッド ) 、 Fast Path ( デュアルコア ・ テ
クノロジー ) 対応のオンボード ・ コントローラー Dell* PERC H710P を搭載。

3. http://www.principledtechnologies.com/Lenovo/ 
RD650_storage_performance_0415.pdf ( 英語 )

4. インテル。 2014 年 9 月、 インテルラボにおいて Splunk* Enterprise によって
行われた試験による。 基本構成とベンチマーク ・ スコア ： インテル ® Xeon® プロ
セッサー E5-2697 v3 (2.60 GHz) (x2) 搭載の インテル ® プロダクション ・ サー

バー、 64 GB DDR4 (2134 MHz)、 インテル ® DC S3700 SSD、 Splunk* 6.0 ( ビ
ルド ： 182037)、 CentOS* 6.3 スコア ： 1 秒当たり 5.044 のクエリ、 最小 CPU 使
用率 10% テスト構成とベンチマーク ・ スコア ： インテル ® Xeon® プロセッサー E5-
2697 v3 (2.60 GHz) (x2) 搭載のインテル ® プロダクション ・ サーバー、 64 GB 
DDR4 (2134 MHz)、 インテル ® DC P3700 SSD、 Splunk* 6.0 ( ビルド ： 182037) 、
CentOS* 6.3 スコア ： 1 秒当たり 15.745 のクエリ、 最小 CPU 使用率 10%。 http://
www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/
big-data-xeon-processors-splunk-white-paper.pdf ( 英語 )

5. インテル。 http://communities.intel.com/community/
itpeernetwork/healthcare/blog/2014/11/12/
sc14-accelerating-life-sciences-at-80-gbits?sr=stream&ru=99237 ( 英語 )

6. www.principledtechnologies.com/Intel/R730_step-up_0415.pdf ( 英語 )
7. www.principledtechnologies.com/Lenovo/ 

RD650_storage_performance_0415.pdf ( 英語 )
8. www.principledtechnologies.com/SAS/SAS_Intel_E5_E7v3_0415.pdf

状況はさまざまです。 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。
インテルは、 本資料で参照している第三者のベンチマーク ・ データまたは Web サイト
について管理や監査を行っていません。 本資料で参照している Web サイトを参照し、
本資料で参照しているデータが正確かどうかを確認してください。

Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 Xeon は、 アメリカ合衆国および / またはその他の国に
おける Intel Corporation またはその子会社の
商標です。

* その他の社名、 製品名などは、 一般に各社
の表示、 商標または登録商標です。

© 2017 Intel Corporation. 無断での引用、
転載を禁じます。

ビッグデータ、データベース、分析

パフォーマンス サーバー効率

NoSQL ビッグデータ⁶ 5 倍 4 倍

Microsoft* SQL データベース⁷ 7 倍 4 倍

SAS* Business Analytics⁸ 14 倍 6 倍

データセンターの高速化
PCIe* SSD によるパフォーマンスと総保有コストの改善

の高速の 
データ解析⁴

2 倍向上¹2 倍削減¹ 6 倍向上¹
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