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1 概要 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズは、サポートされているインテルのプラットフォームで応答性を高めるために

使用できるシステム高速化ソリューションです。このソリューションは、インテル® Optane™ テクノロジーに基づく 

インテル® Optane™ メモリー・メディアおよびインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST) ドライバー

を利用します。デュアル・メディア・ソリューション (キャッシュに使用する高速メディアと十分なストレージ容量を提供

する低速メディア) で、適切に有効化されるとホスト OS には 1 台の SSD として認識されます。 

これによりインテル® Optane™ メモリーは、頻繁に使用されるドキュメント、画像、ビデオ、アプリケーション・ファイルへ 

のアクセスを高速化したり、電源を切った後でもその情報を記憶したりすることができます。 

1.1 この文書について 

この文書では、インテル® Optane™ メモリー H シリーズ製品のプラットフォーム要件およびインストール手順を説明し

ます。これにはデバイスや以下の製品の管理に利用できるアプリケーションも含まれています。 

 インテル® Optane™ メモリー H シリーズ (例:ソリッドステート・ストレージ搭載インテル® Optane™ メモリー 

H10) このデバイスは、同一モジュール上にインテル® Optane™ メモリー・メディアとインテル® QLC 3D NAND 

メディアを搭載しています。 

注： インテル® Optane™ メモリー M シリーズのインストールおよびユーザーガイドは、 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-
memory.html をご覧ください。 

1.2 最小要件 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズでシステム高速化をサポートするシステム要件は以下のとおりです。 

重要： 

- インテル® Optane™ メモリー対応としてブランド化されているシステムは、必ずしも H シリーズのサポート

に対応しているわけではありません。このブランド化は、M シリーズ (インテル® Optane™ メモリー M10 な

ど) のみに関連しています。 

- インテル® Optane™ メモリー H シリーズは、最寄りの小売店 / オンライン・システム・ベンダーで購入したシ

ステム全体の一部としてのみお求めいただけます 1。 

o 購入の際、デバイスのインテル® Optane™ メモリーの部分がインテル® QLC 3D NAND の部分と

「ペアリング」するよう、システムは適切に設定および有効化されています。 

o 不具合がある場合や高速化を無効にする必要がある場合、プラットフォームに固有のカスタマイ

ズを加えているシステムベンダーに問い合わせることを推奨します。 

o この文書に記載されている詳細情報は、経験豊富なユーザー向けの参考情報として提供されてい

ます。 

 マザーボード：サポートされるマザーボードは、少なくとも M.2 PCIe x4 NVMe ストレージポート x 1 と、 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズをサポートするのに適した BIOS を備えています。 

o この BIOS は、ドライブの両メディアを別々のデバイスとして認識できるため、インテル® RST  

ソフトウェアで管理できます。 

 プロセッサー：各インテル® RST ドライバーのリリースに関して、サポートされるプロセッサーについては 

こちらを参照してください。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040.html
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 インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・デバイス：これらの製品には、インテル® Optane™ メモリー・メディ

アまたは「高速メディア」、およびインテル® QLC 3D NAND メディアまたは「低速メディア」のいずれも同一 

M.2 ドライブ / モジュール上に搭載されています。詳細についてはこちらをご覧ください。 

 オペレーティング・システム：Microsoft Windows* 10 x64 ビット版 (バージョン 1703 / ビルド 15063) 以降

が必要です  

注： インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメントのアプリケーション (セクション 5.1 を参照) では、

Microsoft Windows* 10 x64 ビット版 (バージョン 1803 / ビルド 17134) 以降が必要です。 

 ドライバー / ソフトウェア 

o インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST) の Windows* ドライバー・バージョ

ン 17.9.1.x 以降プロセッサー 毎のサポートされるドライバー・バージョンはこちらをご覧ください。 

o インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーションはこちらで入手でき 

ます。 

注：  1.  パーツは、一部のディストリビューターを通じて「ブラウンボックス」としてオンラインで入手できることがあります。

これらはシステムベンダー向けに用意されたもので、プラットフォーム全体の統合が可能になります。個人の購入

については、現行のプラットフォームではサポートされていない場合があります。 

1.3 インテル® ボリューム・マネジメント・デバイス (インテル® VMD) のサ

ポート  

第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーは、インテル® VMD のサポートが可能になりました。これにより、

これらのプラットフォームでインテル® RST およびインテル® Optane™ メモリー・テクノロジー向けに設定する方法が、

前世代のプロセッサーの時より変わります。 

これらの変更の概要は次のとおりです。ドキュメントの関連セクションでは、非インテル® VMD 対応システムとインテ

ル® VMD 対応システム向けの適切な設定を詳しく説明します。 

プラットフォームがインテル® VMD 対応かどうかを確認する方法については、システム / マザーボード・ベンダーへお

問合せください。 

 BIOS：BIOS の設定は、以前の非インテル® VMD 対応プラットフォームとは異なります。 

 オペレーティング・システムをインストールする 

o インテル® VMD のサポートは、ドライバー・バージョン 18.0.x から始まります。このバージョンは、現在の Windows* 10 

OS ビルドに搭載されていません。 

o インテル® VMD が管理するドライブは、OS のインストール処理中に検出されません。 

o これらのドライブを検出するには、インストール処理中に f6flpy インテル® RST ドライバーをロードする必要があり 

ます。 

 Windows* ドライバー名 

o インテル® VMD 対応 / 有効なプラットフォーム：「iastorVD」 

o 非インテル® VMD 対応プラットフォーム：「 iastorac」 

 デバイス・マネージャー：「PCI Express ルート・コンプレックス」のセクションに一覧表があります。 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040.html
https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-optane-memory-and-storage-management/9mzng5hzwz1t#activetab=pivot:overviewtab
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1.4 制限 / 注意事項 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズのデバイスでシステムを構成する際の注意項目は次のとおりです。 

 デバイスのインテル® Optane™ メモリー・メディアは、モジュール上にあるインテル® QLC 3D NAND 以外の

ストレージ・デバイスを高速化することができません。 

 「低速メディア」(インテル® Optane™ メモリー H シリーズ) は、オペレーティング・システム (システムドライブ

高速化 )、または OS (データドライブ高速化 / DDA) ではなくデータのみを搭載することが可能です。詳細は

セクション 6.1 をご覧ください。 

 高速化が有効になるまで (セクション 5.1.1 で定義)、オペレーティング・システムはモジュールの両メディア

を個別のストレージ・デバイスとして表示します。この状態でのモジュールの使用は検証もサポートもされま

せん。また、結果は保証されません。 

 ダイナミック・タイプ・ドライブはサポートされず、基本タイプのみになります。 

 MBR パーティション構造はサポートされていません。オペレーティング・システムは、 GUID パーティション構

造 (GPT) の UEFI ブートタイプでインストールする必要があり、これによりサポートされます。オプションにつ

いてはセクション 2.2 を参照して、パーティション構造を確認し、必要に応じて変更してください。 

 システム 1 台に使用できるインテル® Optane™ メモリー・ボリュームは 1 つだけです。起動中に複数のボ

リュームが検出された場合、 2 つ目のボリュームはオフラインになります。 

 ドライブが「オフライン」になると、オペレーティング・システムはドライブを検知することができな

い状態になります。インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーションおよ

びシステム BIOS (インテル® RST メニューの下) では、ドライブは検出されます。 

 モジュールのインテル® 3D QLC NAND のメディアについては、高速化されるディスク (最大 LBA) に 5 MB 

以上 の「未使用」の空き容量が最終的に必要です。 

 インストール後に修正が必要な場合、セクション 8 を参照してください。 

 

§ 
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2 システム構成設定 

インテル® Optane™ メモリー・デバイスによるストレージ高速化は、プラットフォームの機能です。セクション 1.2 記載の

最小要件と伴せて、システム BIOS に特定の設定が必要になります。 

セットアップを簡単に行うには、新しいシステムビルドなのか、または既存のシステムに追加 (OS のインストールと併

せてセットアップ) されたインテル® Optane™ メモリー・デバイスなのかなど、状況に応じて下記手順および処置に従っ

てください。 

2.1 新規システムの構築と設定 

新規システムは、オペレーティング・システムがインストールされていない新しいシステム (マザーボード、プロセッ

サー、DRAM などがインストール済み) として定義されます。 

システムをインテル® Optane™ メモリー H シリーズ向けに適切に設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. 始める前に、最小要件 (セクション 1.2) および注意すべき制限 (セクション 1.4) を確認してください。 

2. ハードウェアをインストール: 

a. マザーボードの PCIe x4 NVMe M.2 コネクター対応のインテル® Optane™ メモリー H シリーズ・

モジュール(これに関する適切な方法についてはこちらを参照してください) 

注： システム / ボードのメーカーでサポートされるコネクターを確認してください。 

3. システム BIOS を設定します (セクション 3 を参照)。 

4. 最新の Windows* 10 x64 ビット版オペレーティング・システムをインストールします (セクション 4 を参照)。 

注： モジュールのインテル® Optane™ メモリー・メディアに OS をインストールしないでください。 

5. インテル® Optane™ メモリ―対応ソフトウェアをインストールします (セクション 5 を参照)。 

2.2 インテル® Optane™ メモリー H シリーズのデバイスを追加して既存のシ

ステムをアップグレードします 

既存のシステムとは、Windows* 10 x64 ビット版オペレーティング・システムが既に搭載されているシステムと定義さ

れ、OS を再インストールせずにインテル® Optane™ メモリー・デバイスを追加することができます。 

注： アップグレード処理中に問題が発生した場合、セクション 7 のトラブルシューティング・オプションを参照してく

ださい。 

以下の手順に従い、システムを適切にアップグレードしてください: 

1. 始める前に、最小要件 (セクション 1.2) および注意すべき制限 (セクション 1.4) を確認してください。 

2. ハードウェアをインストール: 

a. マザーボードの PCIe x4 NVMe M.2 コネクター対応のインテル® Optane™ メモリー H シリーズ・

モジュール(これに関する適切な方法についてはこちらを参照してください) 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023979.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023979.html
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注： システム / ボードのメーカーでサポートされるコネクターを確認してください。 

3. ディスク・パーティション構造を確認します (MBR および GPT の確認はセクション 9 を参照)。 

a. GPT はサポートされていますが、MBR はサポートされていません。セクション 9 の手順では、現行の

構造を確認し、必要に応じて GPT に変更する方法を説明します。また、必要に応じてブート設定を

UEFI (必須) に変更します。 

b. この手順が完了できない場合、セクション 2.1 で説明しているとおり、すべてのデータをバックアップ

して、オペレーティング・システムを再インストールする必要があります。 

4. ディスク・パーティション構造が GPT の場合、次の手順として、BIOS 設定の確認について次のとおり 説明し 

ます。 

重要： システム設定がこれらに一致しない場合、BIOS 内で直接変更しないでください。OS の起動ドライブが動

作しなくなったり、データが失われるおそれがあります。 

a. ブート設定 = UEFI (ステップ 3 により、すでに設定されている場合があります) 

b. 非インテル® VMD 対応プラットフォーム (第 11 世代インテル® Core™ プラットフォーム以前のイン

テル® Optane™ メモリー H シリーズ対応プラットフォーム)。 

注： 設定が下記のように設定されていない場合、すべてのデータをバックアップしてからセクション 2.1 の手順を開始

してください。 

i. SATA モード = インテル® RST プレミアム ... 

ii. 再マッピング = 無効化または RST が制御されていない 

1. インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・モジュールの両メディアを含むポート

向けに、これを無効化する必要があります。 

c. インテル® VMD 対応プラットフォーム (セクション 1.3 を参照) 

注： 設定が下記のように設定されていない場合、すべてのデータをバックアップしてからセクション 2.1 の手順を開始

してください。 

i. VMD コントローラー = 有効 

ii. VMD ストレージポート = 有効 

1. インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・モジュールの両メディア向けに、これ

を有効化する必要があります。 

5. インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーションをインストールします (セクション 5); 

§ 
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3 システム BIOS 設定 

最新のインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー対応の OS 起動前 UEFI ドライバーを搭載した UEFI 準拠のシステ

ム BIOS サポートの有無と、システム BIOS に搭載されている現行バージョンをシステム・ベンダーに確認します。 

注： 最適な互換性を確保するため、インテル® RST の Windows* ランタイム・ドライバーのバージョンと同じベースラ

イン (17.x など) のシステム BIOS の Pre-OS ドライバーを使用することを推奨します。 

第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーは、インテル® VMD のサポートが可能になりました。これにより、

インテル® Optane™ メモリー・デバイス向けに BIOS を設定する方法が以前のプラットフォームから変更になります。 

このセクションは、インテル® VMD 対応と非インテル® VMD 対応に分かれています。プラットフォーム / プロセッサー

がインテル® VMD 対応かどうかシステムベンダーに確認してください。インテル® Optane™ メモリー H シリーズに関

するこの 2 つのプラットフォームのセットアップの違いは、セクション 1.3 にまとめられています。 

どちらの場合も、インテル® Optane™ メモリー・デバイスは UEFI のみをサポートしていますので、ブート設定が適切に

設定されていることを確認してから OS をインストールしてください。 

 

3.1 非インテル® VMD 対応プラットフォーム  

このセクションでは、インテル® VMD をサポートしていないシステムで特定の設定が必要な BIOS 設定について説明

します。第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・プラットフォーム以前のインテル® Optane™ メモリー H シリーズ対

応プラットフォームはすべて対象です。詳細については次のとおりです。インテル® Optane™ メモリー対応ソフトウェア

およびプラットフォーム。 

注： BIOS のフィールド名とメニュー位置はベンダーによって異なりますので、メーカーのユーザーガイド / サポートサ

イトで確認してください。 

ブート設定で UEFI を有効化したら、SATA モードをインテル® RST プレミアムに設定して、インテル® Optane™ メモ

リー H シリーズ・デバイスを搭載したポート向けに 再マッピングが無効化されているか、または RST が制御されてい

ないことを確認してください。 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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高速化が有効になるまで、インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・モジュールの両メディアは OS 内で 2 つの個別の

ストレージ・デバイスとして検出されるのでご注意ください。 

 

3.2 インテル® VMD 対応プラットフォーム 

このセクションでは、インテル® VMD をサポートするシステムで特定の設定が必要な BIOS 設定について説明します。

第 11 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーは、インテル® RST ドライバー・バージョン 18.0.1.x 以降でサポー

トが可能になりました。サポートの詳細については、下記を参照してください：インテル® Optane™ メモリー対応ソフト

ウェアおよびプラットフォーム。 

注： BIOS のフィールド名とメニュー位置はベンダーによって異なりますので、メーカーのユーザーガイド / サポートサ

イトで確認してください。 

手順 1：ブート設定で UEFI を有効化した後、VMD コントローラーを有効化します。 

 

手順 2：両メディア (インテル® Optane™ メモリー・メディアの「高速メディア」とインテル® QLC 3D NAND メディア向け

「低速メディア」) 向けポートを有効化します。これによりモジュールが調整され、インテル® VMD は制御されます。 

高速化が有効化されるまで、インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・モジュールの両メディアは OS 内で 2 つの個別

のストレージ・デバイスとして検出されるのでご注意ください。 

 

§ 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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4 オペレーティング・システムをインストールする 

このセクションでは、オペレーティング・システムのインストール手順と、インテル® VMD 対応プラットフォームと非イン

テル® VMD 対応プラットフォームの違いについて説明します (セクション 1.3 を参照してください)。 

要件： 

  Microsoft Windows* 10 x64 ビット版 (バージョン 1703 / ビルド 15063) 以降が必要です。 

注： インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーション (セクション 5.1 を参照) では、

Microsoft Windows* 10 x64 ビット版 (バージョン 1803 / ビルド 17134) 以降が必要です。 

非インテル® VMD 対応プラットフォーム  

新たな手順はありません; OS のインストール・ソフトウェアで、インストール処理中にシステム内のドライブをすべて検

出する必要があります。手順とガイダンスに従ってインストールを完了します。 

インテル® VMD 対応プラットフォーム  

インテル® VMD の制御下でオペレーティング・システムがドライブを検出するには、OS のインストール処理中に必要

な手順が新たに加わります。 

インテル® VMD 対応プラットフォームでは、インテル® RST ドライバー・バージョン が 18.0.1.x 以降である必要があり

ます。このドライバー・バージョンは、まだ Microsoft Windows* のインストール・パッケージに含まれていません。 

サポートされているドライバーがロードされるまで、インテル® VMD の管理向け BIOS では、OS のインストール中に利

用可能なドライブは検出されません。ロードについては以下の手順のとおりです。 

1. https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t にアクセスして、f6flpy-x64 (Intel® VMD).zip の

パッケージを選択 / ダウンロードします。 

2. パッケージを USB ドライブに解凍します。 

3. システムに接続された USB ドライブで、Windows* OS インストール処理を開始します。 

4. 「インストールするドライブ」のページまで、プロンプトに従って進めていきます。 

5. インストールするドライブが表示されない場合、上記の手順 1 でダウンロードされたインテル® RST ドライ

バーを下記の手順でロードします。 

a. [ドライバーの読み込み]をクリックします。 

b. USB ドライブのドライバーを参照します。 

c. iastorVD をドライバーとして選択し、[次へ]をクリックします (ドライブは OS のインストール用に利

用可能になります。) 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t
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5 インテル® Optane™ メモリー対応アプリケー

ション  

インテル® Optane メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーションが提供する管理機能により、インテル® ラピッ

ド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST) の管理ストレージ・サブシステムのさまざまな性能を実現します。 

このセクションでは、インテル® Optane™ メモリー機能に特化した性能について説明します。 

5.1 インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーション 

このセクションでは、セクション 1.2 で説明した要件を満たすプラットフォームにインストール済みのオペレーティン

グ・システムを搭載したコンピューター上で、インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーション

を使用してインテル® Optane™ メモリー対応デバイスを構成する手順の概要を説明します。 

このアプリケーションを入手できるのは、Microsoft* Store のみです。ダウンロードする前に、インテル® RST 

Windows* ドライバーをシステムにインストールする必要があります。 

インテル® RST バージョン 17.9.1.x 以降では、下記のとおり行うと簡単です: 

o インテル® RST ドライバーをインストールします 

o サポートが終了しているレガシー・アプリケーションをアンインストール します (システムに存在している場

合) 詳細については、こちらを参照してください。 

o Microsoft* Store からインテル® Optane™ メモリー・ストレージ・アプリケーションのインストール処理を開始

します。 

アプリケーションをダウンロード / インストールします。 

1. 最新バージョンのソフトウェア SetupRST.exe はこちらでダウンロードします。 

2. インストール手順に従い、システムに適用するオプションを選択します。 

3. インストールが完了したらシステムを再起動します。 

4. システムが再開すると、バックグラウンドでの処理が開始し、Microsoft* Store からアプリケーションをダウ

ンロードします。この処理は数分かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。完了すると、タスク

バーの時計のそばにある通知領域に通知が表示され、プログラムが [スタート] メニューに表示されます。 

インストールが完了した後でアプリケーションを起動すると、次のエラーメッセージが表示される可能性があります。

Windows* 10 (バージョン 1809) 以降のバージョンでは、この追加手順は不要です。 

 

オペレーティング・システムのバージョンによっては、アプリケーションを「管理者として実行」しない場合このエラーが

表示されることがあります。以下の方法でアプリケーションを管理者として実行してください。 

1. Windows キーを押してアプリケーションを参照します ([Intel]フォルダの中にある場合があります)。 

2. アプリケーションを右クリックします。   

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000055419/technologies.html
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t
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3. プルダウン・メニューで [その他 ]をクリックします。 

4. 表示されたメニューで [管理者として実行 ] をクリックします。 

 高速化を有効にする 5.1.1

注： モバイル・プラットフォームでインテル® Optane™ メモリー H シリーズの高速化を有効にする場合、システムをコ

ンセントにつなぐ必要があります (AC 電源使用)。 

1. アプリケーションを起動すると、現在システムに搭載されているストレージのデバイスとボリュームが「管理」

タブに表示されます。 

 

2. [インテル® Optane™ メモリー] タブにアクセスすると、ボリュームの現在の状態が表示されます。ドロップダ

ウン・メニューには、選択可能なインテル® Optane™ メモリーの組み合わせが表示されます。 

a. 高速化する対応ドライブの横に (システム) と表示されている場合、そのデバイスにはオペレーティ

ング・システムがインストールされていることを示します。 

3. [インテル® Optane™ メモリーを有効にする] のボタンをクリックします。 

 

4. パフォーマンスまたは応答モード を選択して [次へ] をクリックします。 

注： インテル® RST ドライバー・バージョン 17.8.x 以降では、パフォーマンスまたは応答モードを選択する手順が加わ

ります。詳細は、ピン留め機能関連のセクション 6.2 を参照してください。 
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5. すべてのデータがデバイスのインテル® Optane™ メモリーのメディアから削除されるという合意事項を確認

して、[有効にする] をクリックします。 
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6. 高速化が有効になります。インテル® Optane™ メモリーの「高速メディア」と「低速メディア」が「ペアリング」

されて単一のボリュームになります。 

 

7. ボリュームの作成が完了すると再起動が必要です。[再起動] をクリックして再起動してください。 

a. モジュールが 32GB 以上の容量のインテル® Optane™ メモリーを搭載する場合、OS を起動する直

前に有効化の処理に関する最後の設定がいくつか表示される場合があります。これはデータ

キャッシュのスケジューリングに関連するもので、16GB デバイスではサポートされません。 
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8. システムの再起動後、アプリケーションを起動すると、ボリュームが [管理] および [インテル® Optane™ メモ

リー] タブに表示されます。 

a. また、[デバイス マネージャー] や [ディスクの管理] など OS 関連のアプリケーションにもボリュー

ムが表示されます。これらのウィンドウには、個別のドライブが表示されなくなります。 

 

32GB 以上のインテル® Optane™ メモリー搭載デバイスでは、ピン留めや最適化 (キャッシュ) のスケジューリングなど

の新たな機能が利用可能になります。これらのデバイスに関する「インテル® Optane™ メモリー」のページ画像は、下記

のようになります: 
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 高速化を無効にする 5.1.2

1. アプリケーションを開いて、[インテル® Optane™ メモリー] のタブにアクセスし、[無効にする] をクリックし 

ます。 

 

2. 高速化を無効にしたい場合; [無効にする] をクリックします。 
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3. 高速化が無効になります。インテル® Optane™ メモリーが「高速メディア」と「低速メディア」に分離されます 

(ペアリングの解除)。 

 

4. 完了したら [再起動 ] をクリックします。 
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 アプリケーションのアンインストール 5.1.3

1. ユーザー・インターフェイス (UI) をアンインストールする前に、高速化が無効になっていることを確認します。 

 

2. Windows の [スタート] メニューを右クリックして、[アプリと機能] をクリックします。 
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3. Optane を検索して [アンインストール] をクリックします。 

 

4. 完了したらシステムの再起動が必要となります。 

§ 
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6 その他の機能 

この章では、インテル® Optane™ メモリー対応アプリケーションが提供する新たな機能 / 性能について詳細を説明し

ます。 

6.1 データドライブの高速化 (DDA) 

データドライブの高速化 (DDA) は、オペレーティング・システムがインストールされていないデータのみが保存された

「低速メディア」をインテル® Optane™ メモリーで高速化する機能です。 

 データドライブの高速化では、インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションに示されているような統計情

報が使用できません。 

 複数のブート可能ドライブを搭載したシステムには対応していないため、インテルでは動作を保証できま 

せん。 

注： この場合でもデータドライブのパーティションは GPT にフォーマットされていて、ドライブのタイプはベーシック

になっている必要があります。 

 高速化を有効にする / 無効にする 6.1.1

高速化を有効にする / 無効にする手順 (セクション 5) は、引き続き DDA に適用されます。 

注： 高速化するドライブを選択する際、インテル® Optane™ メモリー H シリーズの NAND 側を選択してください。画像

は以下のようになります。 
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6.2 ピン留め 

ピン留めでは、高速化する特定のファイル、フォルダー、アプリケーションを選択することで、応答性のカスタマイズが

可能になります。 

 ピン留めは 32GB 以上のインテル® Optane™ メモリー・デバイスのみでサポートされています。 

注： インテル® RST ドライバー・バージョン 17.8.x 以降では、インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・

アプリケーションで高速化を有効にする際、ピン留めを利用するために「応答」の選択が必要になります。 

 

ピン留め機能の詳細については、次を参照してください：

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000028779.html 

§ 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000028779.html
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7 トラブルシューティング 

このセクションには、インテル® Optane™ メモリー・ソフトウェア / ドライバー・パッケージのインストール時に生じうる

エラーの例を紹介しています。これらのエラーの詳細情報とヘルプについては、エラーコードとメッセージに関する記事  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/memory-and-storage/intel-optane-memory/000024113.html  
を参照するか、インテル・カスタマー・サポートにお問い合わせください。 

その他のトラブルシューティング・オプションについては、こちらを参照してください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000055140.html 

 画像は公開当時のものです。アプリケーションをアップデートすると、テキストが変更される場合があります。 

 以下はエラーの例を示したものであり、アプリケーションすべてのエラーを包括するリストではありません。 

7.1 デバイスの検出に関する問題 

Windows* 環境またはシステム BIOS でモジュールが検出されない場合は、以下のトラブルシューティング情報を参

照して、問題の原因を特定してみてください。 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・デバイスの場合 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000033122.html 

7.2 再起動時にキャッシュの再構築が行われる場合 

高速化が有効になっているシステムで強制再起動 (ユーザーが電源ボタンを押した場合)、または予期しない電力喪失

が生じた場合、システムの再起動時に、キャッシュの再構築処理中であることを示すメッセージが表示されます。これ

は電力喪失の結果として予期される挙動です。 

7.3 システムが OS を起動させることも、ボリュームが OS で検出されることも

ありません 

インテル® RST UEEFI ドライバーが、インテル® Optane™ メモリー H シリーズ (インテル® Optane™ メモリー の「高速メ

ディア」またはインテル® 3D QLC NAND の「低速メディア」) のどちらかのメディアを検出しない場合、ドライバーはドラ

イブを無効にしてブート・マネージャーがアクセスできないようにし、ドライブ上に存在しているデータを保護します。

これにより、ユーザーは追加の手順を実行して問題を特定することができます。 

エンドユーザーは、プラットフォームの電源をオフにした上で、この問題を解決するために以下の手順を実行すること

を推奨します。 

1. BIOS を開き、インテル® RST メニューに移動します。 

2. デバイスの「高速メディア」および / または「低速メディア」の割り当てが無い場合、インテル® RST メニューを終了

して、セクション 3 で定義した BIOS 設定がすべて正しく適用されていることを確認します。 

3. 設定が正しい場合、モジュールが損傷していないことを確認します。 

デバイスの「高速メディア」および / または「低速メディア」の割り当てがある場合、モジュールのシステム BIOS ステー

タスを確認して、システムベンダー・サポート・チームまたはインテル・カスタマー・サポートに問い合わせて、サポートを

要請してください。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024113.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000055140.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000033122.html
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7.4 ハードウェアのエラー 

 メディアの障害とデータの復元 7.4.1

機械的または電気的な故障が生じて「動作不能」とみなされるドライブに対して使用できるインテル® RST データリ 

カバリー・ツールはありません。システムでメディアに回復不能の障害が発生した場合、復元/修復する手段はありま 

せん。 

 メディアの交換手順 7.4.2

このセクションは、高速化が既に有効になっているシステムにおけるインテル® Optane™ メモリー対応モジュールの

アップグレードまたは交換のサポートについて記載しています。モジュールをアップグレード / 交換するかどうかは、

以下の手順が適用されます。 

注： データの損失リスクを軽減するには、次の手順に進む前にすべてのデータをバックアップすることが重要です。 

1. 高速化を無効にする 

a) オプション 1: オペレーティング・システムで実施 

i) アプリケーションでの操作方法については、セクション 5.1.2 の手順に従ってください。 

b) オプション 2：システム BIOS で実施 

i) システム BIOS を開きます。 

ii) インテル® RST メニューにアクセスします。 

iii) ボリュームの各ドライブをダブルクリックして、[Disassociate] または [Reset to non-optane] を選択し

ます。 

2. インテル® Optane™ メモリー H シリーズ・モジュールを交換する 

a) コンピューターの電源をオフにします。 

b) コンピューターを開き、交換するメディアを探します。 

注： メディア用スロットの位置と、M.2 モジュールの取り外し / 挿入の手順については、コンピューターのメーカーに

お問い合わせください。 

c) コンピューターの筐体を閉じて電源をオンにします。 

d) Windows* OS を起動します。 

注： インテル® Optane™ メモリー H シリーズに OS がインストールされている場合は、セクション 4 の手順に従って 

OS を、セクション 5 に従ってアプリケーションをインストールします。 

3. 高速化をもう一度有効にする 

a) セクション 5.1.1 の手順に従います。 

§ 
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8 最後のパーティションのサイズ変更に関するエ

ラー 

インテル® RST パッケージを、インテル® Optane™ メモリー・ボリュームの構築や管理のメタデータに使用する場合、

5MB 以上の連続した未使用領域が必要です。 

インストール後の使用可能な領域に関するユーティリティーのオプションについては、次の記事を参照してください： 

サポートされていないシステムドライブ：最後のパーティションのサイズを変更できないエラー 

§ 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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9 ドライブのパーティション構造の検証 / 変更 

(MBR または GPT) 

インテル® Optane™ メモリー・デバイスによるシステム高速化は、GPT (GUID パーティション・テーブル) にフォーマットされたド

ライブのみでサポートされています。 

オペレーティング・システムが、もともとどのようにシステム上にインストールされたかにより、以前の Windows* バージョンで

サポートされていた MBR (マスター・ブート・レコード) のレガシー構造となっている可能性があります。 

後述の情報を使用して、次を実施してください。 

- 高速化対象ドライブの現在の構造を検証 

- GPT 構造への変換処理 (必要に応じて) 

9.1 現在のドライブのパーティション構造を検証 

1. Windows* を起動します。 

2. [ディスクの管理] を開きます (Windows + x キーを押し、[ディスクの管理] をクリック)。 

3. 高速化したいディスクを検索します。(下記の画像は、プライマリー・システム・ブート・ディスクの例) 

注： インテル® Optane™ メモリー H シリーズではこれがデバイスのインテル® 3D QLC NAND のメディアとなります。 

高速化が有効でないため、個別のストレージ・デバイスとして表示されます。 

 

4. 左側に (ディスク x、ベーシック、容量、オンライン) と表示されているディスクを右クリックします。(この画像では例とし

てディスク 0 と表示しています) 

5. [プロパティ] を選択します。 

6. [ボリューム] タブをクリックします。 

7. ここで [パーティションのスタイル] を確認することができます。 

8. MBR の場合、セクション 9.2 の手順に進みます。 
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9.2 MBR2GPT.exe で MBR から GPT へ 変換します 

要件： 

 Windows 10 Creators Update x64 (バージョン 1703 、ビルド 10.0.15063) 以降。 

 UEFI を起動できるコンピューター。BIOS 設定画面で UEFI ブートのオプションを確認できます。サポートについては

コンピューターのメーカーに確認してください。 

手順： 

1. 管理者権限でコマンド・プロンプトを開きます。 

a. Windows + x を押します。 

b. 「command」と入力して、右側のパネルで [管理者として実行 ] を選択します。 

 

2. 次のように入力します。mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS 

3. シャットダウンして BIOS を起動します。 

4. 設定を UEFI モードに変更します。 

注： ブート設定を「レガシー」から「UEFI」へ変更することになります。この設定の場所については、システムマニュアル

で確認してください。 

詳細については、次を参照してください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024558.html 

§ 

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/topics/oems.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024558.html
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10 Windows* 回復環境 

10.1 Windows* 10 OS のリカバリーの準備 (詳細) 

このセクションでは、Windows* リカバリー用 Windows* 10 OS イメージの準備手順を紹介します。OS をインストー

ルする前に、OS のリカバリーイメージ / ツールにインテル® RST ドライバーを挿入すると、OS イメージに損傷があっ

た場合にシステムをリカバリーを実行することが可能になります。 

要件： 

 Windows* アセスメント & デプロイメント キット (ADK) がインストールされている 

 Windows* 10 64 ビット版 ISO 

 最新の F6 インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ソフトウェア  / ドライバー・パッケージは 

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t から入手可能です。 

 インストール用の USB キー  

手順：  

1. Windows* 10 OS の ISO イメージから起動可能な USB キーを作成します。 

注： メディア用スロットの位置や、M.2 モジュールの取り外し / 挿入の手順については、コンピューターのメーカーに

お問い合わせください。 

2. ローカル PC 上に一時的な作業ディレクトリー (C:\Win10USB など) を作成します。 

3. 作業ディレクトリーにwindows、winre、drivers という名前のサブ・ディレクトリーを 3 つ作成します。 

 

4. インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバーを「drivers」サブディレクトリーに展開します。 

 

  

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t
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5. Windows* 10 USB インストール・キーの「sources」ディレクトリーから、install.wim ファイルを作業ディレク

トリーの C:\Win10USB にコピーします。 

 

6. コマンド・プロンプトを管理者として 開き、作業ディレクトリーに変更します (C:\Win10USB など)。このプロ

セスを開始する前にすべてのフォルダーと Windows* エクスプローラーが閉じていることを確認してくだ 

さい。 

 

7. Windows* 10 のバージョンに応じて、変更するインデックス番号を確認します。使用している Windows* 10 

のバージョンと一致するインデックスを選択します。 

インデックスを確認するには、次のコマンドを実行します。dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim 

以下の例は Index 2 の変更です。その他のバージョンを変更するために、手順を繰り返すことができます。 
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8. 次のコマンドを実行して「install.wim」ファイルを変更します。 

Windows* イメージをマウントします。 
dism /mount-image /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 

 

9. インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバーを Windows* イメージに追加します。 
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Windows* 回復イメージをマウントします。 

dism /mount-image /imagefile:c:\Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim 
/Index:1 /mountdir:winre 

 

11. インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバーを Windows* 回復イメージに追加します。 
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 
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12. Windows* 回復イメージをマウント解除します。 
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 

 

13. Windows* イメージをマウント解除します。 

dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit  

 

14. 作業ディレクトリー内の更新された install.wim を USB インストール・キーの「sources」ディレクトリーに 

コピーします。 

§ 


