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1 概要 

インテル® Optane™ メモリーは、サポートされているインテル・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。 

この新しいメモリーメディアをプロセッサーと比較的遅いストレージ・メディアの間に配置することによって、コン

ピューターはよく使用するデータやプログラムをプロセッサーの近くに保管できます。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 / インテル® Optane™ メモリー M シリーズ製品 が、サポートされた「低速メディ

ア」ドライブとペアリングされている場合。 

注： インテル® Optane™ メモリー H 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 

以下は、インテル® Optane™ Memory を使用してシステム・アクセラレーションをサポートするシステムに関する要件

です。インテル® Optane™ メモリーがあらかじめインストールされたシステムや、またはインテル® Optane™ メモリー

対応としてブランド化されたシステムを購入した場合は、以下の要件を満たしています。 

1. マザーボード：サポートされたマザーボードは、少なくとも 1 つの M.2 PCIe NVMe ストレージポートとインテ

ル® Optane™ メモリーをサポートするのに適切な BIOS を備えています。 

2. プロセッサー：各インテル® RST ドライバーのリリースに対応するプロセッサーについてはこちらを参照して

ください。 

3. インテル® Optane™ メモリー・デバイスまたは「高速メディア」  

4. 高速化するためのドライブ、別名「低速メディア」：パススルー・ディスク 1 台のみ高速化できます。 

サポートされたオプションについては、以下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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a. SATA HDD - 1 台のパススルー・ディスク 

b. SATA SSD - 1 台のパススルー・ディスク 

c. SSHD - 1 台のパススルー・ディスク 

d. インテル® SSD 660p/665p シリーズ。インテル® RST 17.5.2.x ドライバーバージョンのサポートが

追加されました。 

5. 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。 

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) には、

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。 

6. ドライバー / ソフトウェア 

a. インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST) Windows* ドライバー。プロセッサー 

ごとの対応ドライバーのバージョンはこちらをご覧ください。 

b. 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。 

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 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・インストール： 

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」 

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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 デバイス・マネージャー： リストは「PCI Express Root Complex」のセクションにあります。 

1.4 制限 / 注意事項 

インテル® Optane™ メモリーのシステム構成については、以下の項目に注意してください。 

 以下の「低速メディア」のアクセラレーションはサポートされていません。 

o RAID ボリュームまたはその他の複数のディスク / ドライブの構成 

o セクション 1.2 に記載されていない PCIe NVMe ドライバー 

o デュアル・ブート OS のような複数のシステム・パーティションを含むドライブ 

 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。ドライブを高速化するには GUID パーティション構造 (GPT) を備

えている必要があります。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。 

o ドライブが「オフライン」になるとは、オペレーティング・システムがドライブを検出できない状態になると

いうことです。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。 

 Windows* OS をインストールする際には、ディスクの後側に必ず 5 MB 以上の「未割り当て」領域を残します。 

 これは、高速化されているドライブすべて (システムディスクやデータドライブなど) に必要な 

領域です。 

 インストール後に修正する必要がある場合は、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 に記

載の最小要件に加え、システム BIOS で固有の設定を行う必要があります。 

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されたもの) として定義されます。 

システムをインテル® Optane™ メモリー・デバイス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. マザーボード上の PCIe NVMe M.2 コネクターにインテル® Optane™ メモリー・デバイスをインストール (適切な

方法についてはこちらを参照してください)。 

注：  システムごとにデバイス 1 個のみがアクセラレーターとしてサポートされています。 

b. 高速化ストレージ・ドライブをサポートしており、マザーボード上の適切なコネクターに接続されています。 

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 (セクション 4 を参照)。 

注：  インテル® Optane™ メモリー・デバイス/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™ メモリー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・デバイスを追加して、現在のシステムをアッ

プグレードします。 

現在のシステムには Windows* 10 x64 ビット版オペレーティング・システムがすでに搭載されており、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・プロセス中に問題が発生する場合は、セクション 7 のトラブルシューティングを参照してください。 

インテル® Optane™ メモリー・デバイスを備えたシステムに適切にアップグレードするには、以下の手順に従ってくだ 

さい。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023979.html
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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. マザーボード上の PCIe NVMe M.2 コネクターにインテル® Optane™ メモリー・デバイスをインストール (適切な

方法についてはこちらを参照してください)。 

注：  システムごとに 1 台のデバイスのみがアクセラレーターとしてサポートできます。 

3. ディスク・パーティション構造を確認 (MBR と GPT、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システムドライブ向けの GPT になると、ドライブが高速化されます (異なる場

合はシステムドライブ)。次のステップは、BIOS 設定の確認です。 

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。ドライブ内で OS が起動

しなくなったり、データが損失する可能性があります。 

a. ブート設定 = UEFI (ステップ 3 の結果としてすでに設定されているはずです)。 

b. 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：  以下のように設定されていない場合は、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 のプロセスを開始

します。 

i. VMD コントローラー = 有効 

ii. VMD ストレージポート = 有効 

1. これにより、ストレージ / Optane メモリー・デバイスおよび SATA コントローラー 

(SATA デバイスを高速化する場合) を有効にする必要があります。 

c. 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™ メモリー対応プラットフォーム)。 

i. SATA モード = インテル® RST プレミアム... 

ii. 再マッピング = 有効 

1. これには、インテル® Optane™ メモリー・デバイスと、アクセラレーション向けに

サポートされた PCIe NVMe SSD (該当する場合) が、インストールされたポート

向けに有効化されている必要があります。 

iii. 上記の設定と一致しない場合は、以下のオプションが利用できます。 

1. オプション 1：すべてのデータをバックアップし、セクション 2.1 の説明どおりに

OS を再インストールして、プロセスを開始します。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023979.html
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2. オプション 2：使用中のプラットフォームに依存するインテル® RST ソフトウェア

を使用して、安全に変更することができます。 

ステップ 1：プラットフォームでサポートされているドライバーのバージョンを

こちらで確認します。 

ステップ 2：サポートされたドライバーのバージョンについては、以下の手順に

従ってください。 

17.9.1.x 以降がサポートされている場合は、ソフトウェア・パッケージをこち

らからダウンロードしてインストールのプロセスに従ってください。このプロ

セス中に SATA モードと再マッピングフィールドがアップデートされます。 

17.x がサポートされていない場合は、 インストール中にインテル® Optane™ 

メモリー・アプリケーションを使用して BIOS を変更できます。しかし、システ

ムのセットアップ後は、容量を管理するためにインテル® 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することをお勧めします。 

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)。 

§ 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29978?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t
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3 システム BIOS 設定 

インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST)、プレ OS UEFI ドライバー 15.5.0.2875 以降のバージョ

ンを含む 、UEFI 準拠のシステム BIOS。このサポートおよびお使いのシステムの BIOS に含まれている現在のバージョ

ンについては、システムメーカーに確認してください。 

注： 最適な互換性を確保するため、インテル® RST Windows* ランタイム・ドライバー・バージョンと同じシステム 

BIOS のベースライン (15.x など) プレ 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メーカーに確認してください。インテル® Optane™ メモリー向けのこれら 

2 つのプラットフォーム・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™ メモリーは UEFI のみをサポートしており、OS のインストール前にブート設定が

適切に行われていることを確認してください。 

 

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に固有の BIOS 設定を説明します。これは、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すべてのインテル® Optane™ メモリー対応プラット

フォームを含みます。詳細については、以下のとおりです。インテル® Optane™ メモリー向けのソフトウェアとプラット

フォーム・サポート。 

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。 

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


インテル® Optane™ メモリー M シリーズ 

2021 年 2 月  インストールおよびユーザーガイド 

345866-002JA  13 

 

ステップ 1：ブート設定で UEFI を有効化した後、SATA モードをインテル® RST Premium に設定します。 

 

 

ステップ 2：インテル® Optane™ メモリー・デバイスを含むポート (PCIe コネクター) 向けの再マッピングを有効にし 

ます。 

注： 

 高速化された「低速メディア」が、サポートされた PCIe NVMe ドライブの場合、このポート/デバイス向けに再マッピングを

有効化する必要があります 

 この設定は、ストレージ・ハードウェアがマザーボード/システムに接続されるまで、BIOS で利用できない場合があります 
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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 をサポートしているシステムに固有の BIOS 設定を説明します。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 ドライバーのバージョン 18.0.1.x 以降のサポートに対応

しています。固有のサポートは、以下を参照してください インテル® Optane™ メモリー向けのソフトウェアとプラット

フォーム・サポート。 

注：  BIOS のフィールド名とメニューの場所は、メーカーによって異なります。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。 

ステップ 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 

 

 

ステップ 2：インテル® Optane™ メモリー・デバイスと「低速メディア」を高速化に設定し、インテル® VMD を制御します。

「低速メディア」が SATA の場合は SATA コントローラーを有効化する 必要があります。「低速メディア」が PCIe NVMe 

の場合も有効化 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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§ 
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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・プロセスについて、およびインテル® 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との違いについて説明しています (セクション 1.3 を参照してく

ださい)。 

4.1 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  

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) には、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  

追加の手順はありません；OS のインストール・ソフトウェアは、インストール・プロセス中にシステム内のすべてのドラ

イブを検出します。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® RST ドライバーのバージョン 18.0.1.x 以降が、インテル® VMD 対応プラットフォームに必要です。このドラ

イバーのバージョンは、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。 

OS のインストール中は、サポートされたドライバーがロードされるまで、インテル® VMD 管理向けの BIOS で有効化

されたドライブは検出されません。以下の手順を参照してください。 

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・プロセスを開始します。 

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. インストール用のドライブが表示されていない場合は、上記のステップ 1 でダウンロードされたインテル® 

RST ドライバーをロードします。 

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® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST) 管理ストレージ・サブシステムのさまざまな機能を管理

するアプリケーションは 3 種類あります。 

このセクションでは、インテル® Optane™ メモリー特有の機能と、推奨するインテル® Optane™ メモリー・ストレージ・ 

マネジメント・アプリケーションの特徴について説明します。 

重要 ： インテル® Optane メモリー (セクション 11.1) とインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (セクション 

11.2) アプリケーションは生産終了となり、今後サポートされません。詳細についてはこちらを参照してく

ださい。 

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。 

注： インテル® RST バージョン 17.9.1.x 以降は、ドライバーをインストールしてから、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・プロセスを開始します。サポートされたプラット

フォームで適切なソフトウェアをインストールするための唯一の手順であり、セクション 5.1.1 にスキップできま

す。プラットフォームがサポートされているかどうかこちらで確認し、適切なパッケージをダウンロードする方法を

ご覧ください 

バージョン 17.9.1.x 以降でプラットフォームがサポートされていない場合は、以下の手順に従ってインストールを完

了します。 

ドライバーのインストール： 

1. https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t にアクセスして f6flpy-x64.zip のパッケージ

を選択 / ダウンロードします。 

2. 覚えやすい場所にパッケージを解凍します。必要に応じて場所を参照します。 

3. 「右クリック」手法を利用してドライバーをインストールします。 

a. iaStorAC.inf ファイルを右クリックし、ドロップダウンメニューから [インストール] を選択します。 

4. コンピューターを再起動してインストールを完了します。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000055419.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t
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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. Microsoft* Store アプリケーションにアクセスして開きます。 

a. Windows キーを押してMicrosoft Store と入力します。 

2. 画面上部にある [検索] フィールドに Intel Optane Memory and Storage Management と入力してアプリケー

ションを選択します。 

3. システムが要件を満たしている場合、ダウンロードしてインストールすることができます。 

ソフトウェアをダウンロードするには、Windows* 10 x64 ビット版 (バージョン 1803) 以降がインストールさ

れている必要があります。次の操作を実行すると確認できます。(Microsoft* Store も要件が満たされているか

どうかを通知します。) 

a. キーボードで Windows + x キーを押します。 

b. [ファイル名を指定して実行 ] を選択します。 

c. winver と入力します。 

4. ライセンスを読んで同意すると、インストールが完了します。 

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。

これらの追加手順は Windows* 10 (バージョン 1809) 以降では必要ありません。 

 

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 (これは [Intel] フォルダー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。 

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。 
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 高速化を有効にする 5.1.1

1. アプリケーションを起動すると、システムに現在搭載されているストレージ・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ステータスが表示されます。 

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] ボタンをクリックします。 
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4. すべてのデータがインテル® Optane™ メモリーから削除されることを確認して、[有効にする] をクリックし 

ます。 

 

5. 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。 

 

  



インテル® Optane™ メモリー M シリーズ 

2021 年 2 月  インストールおよびユーザーガイド 

345866-002JA  21 

6. ボリューム作成が完了すると再起動が必要になります。[再起動 ] をクリックします。 

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。 

 

7. 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。 
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32GB 以降のインテル® Optane™ メモリー容量を備えたデバイスでは、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追

加機能が利用できます。これらのデバイスでは、「インテル® Optane™ メモリー」ページが、次の画像のようになります。 

 

 

 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。 
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2. 高速化を無効にしたいことを確認して、[無効にする] をクリックします。 

 

3. 高速化が無効になります。インテル® Optane™ メモリーの「高速メディア」と「低速メディア」が分離されます 

(ペアリングの解除)。 
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4. 完了したら [再起動 ] をクリックします。 

 

 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。 
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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。 

 

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 

このセクションでは、インテル® Optane™ メモリー対応アプリケーションの提供する追加機能/対応について説明し 

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おらず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。 

 ハードウェア/ソフトウェアの要件 6.1.1

データドライブの高速化 (DDA) および高速化の対象データドライブにも、同じく最小要件 (セクション 1.2) がすべて適

用されます。 

また、システムには以下が必要です。 

1. Windows* 10 オペレーティング・システムがインストールされているシステムドライブ (C: ドライブ など) 

(SATA または NVMe) 

2. 高速化するデータドライブ (D: ドライブなど)  

3. インテル® Optane™ メモリー・モジュール 

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 6.1.2

データドライブの高速化 (DDA) および高速化の対象データドライブには、引き続きセクション 5 の高速化を有効にす

る/無効にする手順が適用されます。 

注：  高速化するドライブを選択すると、オペレーティング・システムがインストールされている対応システムドライブに

はドライブ名の最後に「(システム)」と表示されます。システムで DDA 向けに利用可能なその他のドライブは、この

ように表示されることはありません。 
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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 以降のインテル® Optane™ メモリー・デバイスのみでサポートされています。 

 

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/articles/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 

 画像は発行時における最新画像です。一部のテキストは、アプリケーションの更新に従って変更されること

があります。 

 以下の内容は例を示したものであり、すべてのアプリケーションのエラーの包括的な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 / インテル® Optane™ メモリー M シリーズ・デバイスの場合

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000025194.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 ハードウェアのエラー 

 起動時に高速メディアが検出されない 7.3.1

システムが起動したのにインテル® RST UEFI ドライバーがインテル® Optane™ メモリー・メディアを検出しない場合、

RST UEFI ドライバーは Optane™ モジュール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。 

この状態でシステムを起動することはできません。また、ドライブは UEFI/BIOS で [無効] に設定されます。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。 

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/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/000025194.html
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1) モジュールがポートから外れている場合、未検出のインテル® Optane™ メモリー・モジュールを接続し直し、 

システムに正しく取り付けられていることを確認します。 

2) インテル® Optane™ メモリー・モジュールが未検出でも外れてもいない場合、以下の手順を試してください。 

a) ボードまたはインテル® Optane™ メモリー・モジュール上の M.2 コネクターに損傷がないことを確認します。 

b) 「低速メディア」ドライブを取り外し、起動してからシステム BIOS メニューに入ります。インテル® RST  

メニューを開いて、インテル® Optane™ メモリー・モジュールが表示されるかどうかを確認します。モジュー

ルが認識されない場合、インテル® RST メニューを終了し、インテル® Optane™ メモリー・モジュールが接続

されているポート上で SATA コントローラーのリマッピング機能が有効になっていることを確認します。 

c) インテル® Optane™ メモリー・モジュールに損傷がないことを確認します。モジュールに損傷があると、 

正しく認識されない場合があります。 

 起動時に低速メディアが検出されない 7.3.2

システムが起動したのにインテル® RST UEFI ドライバーが「低速メディア」デバイスを検出しない場合、ドライバーは

低速メディア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、Optane™ メモリー・モジュール上に存在

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。 

この状態でシステムを起動することはできません。また、インテル® Optane™ メモリー・モジュールは UEFI/BIOS で  

[無効] に設定されます。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

の手順の 1 つまたは全てを実行することを推奨します。 

1) ドライブのケーブル接続を確認します。「低速メディア」がポートから外れている場合、未検出のデバイスを接続し

直し、システムに正しく取り付けられていることを確認します。 

2) 「低速メディア」に損傷がないことを確認します。ドライブに損傷があると、正しく認識されない場合があります。 

3) 可能なら同じポート/ケーブルに別の「低速メディア」デバイスを接続し、ケーブルに損傷がないことを確認します。 

 メディアの障害とデータの復元 7.3.3

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 7.3.4

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。モジュールまたは「低速」デバイスのアップグレード/

交換のいずれについても、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) ボリュームの管理に使用するアプリケーションに応じて、以下のいずれかのセクションの手順を実行し

ます。 

(1) セクション 5.1.2：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 
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(2) セクション 11.1.4：インテル® Optane™ メモリー・アプリケーション 

(3) セクション 11.2.2：インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・アプリケーション 

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. メディアを取り外して交換する 

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、コンピューターの製造元にお

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：  高速化された「低速メディア」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それぞれインストールします。 

3. 高速化をもう一度有効にする 

a) ボリュームの管理に使用するアプリケーションに応じて、以下のいずれかのセクションの手順を実行し 

ます。 

i) セクション 5.1.1：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 

ii) セクション 11.1.3：インテル® Optane™ メモリー・アプリケーション 

iii) セクション 11.2.1：インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・アプリケーション 

§ 
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8 最後のパーティションサイズ変更に関連する 

エラー 

インテル® Optane™ メモリー・ボリュームの構築と管理のメタデータに使用するためには、インテル® RST パッケージ

に少なくとも 5MB の連続した未割り当て領域が必要です。 

インストール後に使用できる領域に関するユーティリティー・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および 

変更 (MBR もしくは 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探します (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)。 

 

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

ディスク 0) 

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 の場合は、セクション 9.2 に続きます 
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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製造元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」へと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

ルに従って確認してください。 

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 の回復イメージ/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次から入手でき

ます https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t 

 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、コンピューターの製造元にお

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。 

 

  

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/28993?v=t
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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。 

 

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. 管理者としてコマンド・プロンプトを開き、作業ディレクトリーに変更します (cd 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 

下の例では Index 2 に変更します。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 
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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 

 

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。 

§ 
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11 レガシーのインテル® RST/Optane™ メモリー・

アプリケーション 

以下のアプリケーションは生産を終了 (EOL) しました。今後、サポート、実証、更新は行われません。 

インテル® Optane™ メモリー・ストレージ・マネジメント・アプリケーションにアップデートする前に、これらの製品を今

後も使用するユーザーのための参照として以下の情報を提供します。詳細はセクション 5 をご覧ください。 

11.1 インテル® Optane™ メモリー・アプリケーション 

このセクションでは、既に Windows* 10 オペレーティング・システムがインストールされているコンピューター上で、 

インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションを使用してインテル® Optane™ メモリーを設定する手順の概要を説明

します。マザーボードによっては、インテル® Optane™ メモリー・ソフトウェア/ドライバー・パッケージをインストールす

る前にシステム BIOS のアップデートが必要な場合があります。最新のインテル® Optane™ メモリー対応システム 

BIOS については、マザーボード・ベンダーのサポート・ウェブサイトをご確認ください。 

インストールが正常に完了するには、セクション 1.2 に記載されているすべての要件を満たしている必要があります。 

1. https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t にアクセスして、最新の

「SetupOptaneMemory.exe」のパッケージを選択します (パッケージにはドライバーとアプリケーションが

含まれています)。 

2. 実行ファイルを実行します。[次へ] をクリックして進みます。 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28993?v=t
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3. 次の画面は、コンピューターの起動用ドライブの制御にドライバーが使用される場合があることを示し

ます。[次へ] をクリックして進みます。 

 

4. 次の画面では、ユーザーが使用許諾契約書を読んで同意する必要があります。[次へ] をクリックして続行す

るには、ユーザーが [同意する] ボックスにチェックマークを入れなければなりません。 
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5. 次のダイアログボックスでは、ソフトウェア・ファイルのシステムにおける保存先をユーザーが選択できます。

ユーザーは [変更...] ボタンを使用して移動先を指定するか、デフォルトを使用することができます。インス

トールを続行するには、[次へ] をクリックします。 

 

6. 次の画面では、インストールの進行状況が表示されます。 
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7. インストールのこの段階でシステムを再起動する必要があります。 

 

8. システムが再起動して OS が開始すると、インストールプロセスを完了するように求めるメッセージが表示

されます。起動まで数分かかる場合があります。[次へ] をクリックして進みます。 
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 高速化を有効にする 11.1.1

1. ユーザーがセットアップ・プロセスの続行を選択すると、インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションの起

動時に以下のウィンドウが表示されます。表示まで数秒かかる場合があります。 

 

2. [設定] タブにアクセスすると、ボリュームの現在のステータスが表示されます。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。適切な組み合わせを選択し、 

[有効にする] をクリックします。 
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3. 表示される [警告] ダイアログボックスで、すべてのデータがインテル® Optane™ メモリーから削除される 

ことを確認して、[続行 ] をクリックします。 

 

4. 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。 
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5. ボリュームの作成が完了したら再起動を実行する必要があります。[再起動 ] をクリックします。 

a. モジュールに 32GB 以上のインテル® Optane™ メモリー容量がある場合、OS が起動する前に有効化プロセス

に関する最後の設定がいくつか表示されることがあります。これはデータキャッシュのスケジューリングに関連

する設定です。16GB デバイスではサポートされていません。 

 

6. アプリケーションは、システムを再起動した後で起動できるようになります。 
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7. システムの再起動後にアプリケーションを起動すると、[セットアップ] タブにボリュームが表示されます。 

a. また、[デバイス マネージャー] や [ディスクの管理] など OS のシステム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。 

 

 高速化を無効にする 11.1.2

1. [設定] タブに移動します。[無効にする] を選択します。 
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2. 高速化が無効になります。インテル® Optane™ メモリーの「高速」メディアと「低速」メディアが分離されます 

(ペアリングの解除)。 

 

3. 完了後に [再起動] をクリックします。 
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4. システムが再起動したらインテル® Optane™ メモリー・アプリケーションを開いて [設定] タブを選択し、 

ボリュームが有効でなくなっていることを確認します。 

 

 アプリケーションのアンインストール 11.1.3

1. アプリケーション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。 
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2. Windows の [スタート] メニューをクリックします。メニューが開いたら「コントロールパネル」と入力して  

[コントロール パネル] を検索します。 

 

3. [コントロール パネル] の [プログラム] で、[プログラムのアンインストール] リンクを選択します。 
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4. 一覧にある「インテル® Optane™ メモリー」アプリケーションを強調表示します。[アンイストール] ボタンを 

クリックします。 

 

5. アンインストールするコントロール パネルのオプションをクリックすると、以下のインテル® Optane™  

メモリー・アプリケーションのウィンドウが表示されます。インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションの

アンインストールを続行するには [次へ] をクリックします。 
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6. 次のウィンドウにはインテル® Optane™ メモリードライバーがシステムで制御する対象に関する情報が表示

されます。インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションのアンインストールを続行するには [次へ] をクリッ

クします。 

 

 

7. 進行状況バーには、アンインストールのステータスが表示されます。 
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8. インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションのプラットフォームからのアンインストールを完了するには、

再起動が必要です。[完了] をクリックして続行し、システムを再起動してください。 

 

11.2 インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・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オペレーティング・システムが 

インストール済みのコンピューター上で、インテル® Optane™ メモリー対応デバイスをインテル® ラピッド・ストレージ・

テクノロジー・アプリケーションで構成する手順の概要を説明します。 

インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・アプリケーションは、インテル® Optane™ メモリー対応デバイスによる

高速化以外にも多くの機能をサポートしています。ただし、この文書ではインテル® Optane™ メモリーに関連する機能

に重点的に説明します。 

1. https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28992?v=t にアクセスして、最新の「SetupRST.exe」 

パッケージを選択します (パッケージにはドライバーとアプリケーションが含まれています)。 

2. 実行可能ファイルを起動し、[次へ] をクリックして続行します。 

 

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28992?v=t
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3. 次のウィンドウには、インストールの完了後にドライバー自体をアンインストールすることができないという

注意が表示されます。続行するには、[次へ] をクリックします。 

 

4. 次の画面では、ユーザーが使用許諾契約書を読んで同意する必要があります。[次へ] をクリックして続行す

るには、ユーザーが [同意する] ボックスにチェックマークを入れなければなりません。 
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5. 次の画面には、SetupRST.exe のオプションに関する ReadMe 情報が表示されます。[次へ] をクリックすると、

インストールが続行できます。 

 

6. 次の画面には、RST ファイルの保存先が表示されます。[変更] ボタンをクリックすると場所を変更できます。

または、[次へ] をクリックしてインストールを続行します。 
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7. 次の画面では、ソフトウェアがインストールされることを最後にもう一度ユーザーに通知します。ユーザーは 

[戻る]、インストールの [キャンセル]、続行するための [次へ] のいずれかを選択できます。 

 

8. 次の画面には、インストールの進行状況が表示されます。ユーザーの操作は必要ありません。 
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9. インストールが正常に完了したら、システムを再起動してインストール処理を完了させる必要があります。

[完了] をクリックしてシステムを再起動します。 

 

 高速化を有効にする 11.2.1

1. 高速化は、[ステータス] ページまたは [インテル® Optane™ メモリー] ページから有効にすることができます。

ボリュームの現在の状態が表示されます。[有効にする] を選択します。 

a. 右側の [ストレージ・システム・ビュー] で、「高速」メディアと「低速」メディアの両方が検出されていることを確認

します。検出されていない場合は、セクション 1.2 に記載されている要件がすべて満たされていることを確認し

てください。 

 
[ステータス] ページ 
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[インテル® Optane™ メモリー] ページ 

2. [インテル® Optane™ メモリー] タブのドロップダウン・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。適切な組み合わせを選択し、[有効にする] をクリックします。 

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、オペレーティングシステムがインストール

されていることを意味します。 

 

3. 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。 
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4. ボリュームの作成が完了したら再起動を実行する必要があります。[再起動 ] ボタンをクリックします。 

a. モジュールに 32GB 以上のインテル® Optane™ メモリーの容量がある場合、OS が起動する前に有効化プロセ

スに関する最後の設定がいくつか表示されることがあります。これはデータキャッシュのスケジューリングに関

連する設定です。16GB デバイスではサポートされていません。 

 

5. システムを再起動した後でアプリケーションを起動すると、ボリュームが [ステータス] タブおよび [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 のシステム関連のアプリケーションにも同様にボ

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。 
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 高速化を無効にする 11.2.2

1. 高速化は、[ステータス] タブまたは [インテル® Optane™ メモリー] タブから無効にすることができます。 

[ステータス] ページで [無効にする] リンクをクリックします。 

 

2. ユーザーがインテル® Optane™ メモリーを無効にしたいことを確認するために、ポップアップ画面が表示さ

れます。[はい] をクリックして無効にしてから続行します。 

 

3. 高速化が無効になります。インテル® Optane™ メモリーの「高速」メディアと「低速」メディアが分離されます 

(ペアリングの解除)。 
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4. ボリュームを無効にしたら Windows* の [スタート] メニューからシステムを再起動する必要があります。 

a. 「インテル® Optane™ メモリー] タブを使用している場合は、[再起動] ボタンが表示されます。 

 

5. システムが再起動したらアプリケーションを開いて、ボリュームが有効でなくなっていることを確認します。 
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 アプリケーションのアンインストール 11.2.3

1. アプリケーション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] メニューをクリックし、メニューが開いたら「コントロールパネル」と入力 して  

[コントロール パネル] を検索します。 
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3. [コントロール パネル] の [プログラム] にある [プログラムのアンインストール] リンクを選択します。 

 

 

4. 一覧にある「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー」アプリケーションを強調表示します。 

[アンインストール] オプションをクリックします。 
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5. この時点で、インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーのインストーラーがアンインストール処理を開始

します。[次へ] をクリックして進みます。 

 

 

6. [次へ] をクリックしてアンインストールを続行します。ユーザーには、ネイティブのオペレーティング・ 

システム・ソフトウェアを使用するようにシステムを再構成するオプションが表示されます。大部分のアン

インストールでは、この手順は必要ありません。 
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7. 次のウィンドウには、ドライバーのアンインストールの進行状況バーが表示されます。 

 

 

8. メッセージが表示されたら、[完了] ボタンをクリックしてアンインストールを終了してください。システムが

再起動します。 

 

§ 

 


