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インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更される場合があります。機能または命令の一覧で「留保」または「未定義」と記されているものが

ありますが、その「機能が存在しない」あるいは「性質が留保付である」という状態を設計の前提にしないでください。これらの項目は、イン

テルが将来のために留保しているものです。インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりしても、

インテルは一切責任を負いません。この情報は予告なく変更されることがあります。この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでく

ださい。  

本書で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする

場合があります。現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合わせください。  

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。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。 

インテルは、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性、お

よび非侵害性の黙示の保証、ならびに履行の過程、取引の過程、または取引での使用から生じるあらゆる保証を含みますが、これらに限定され

るわけではありません。  

最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。 

Intel は、米国およびその他の国における Intel Corporation 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。  

© Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。  

http://www.intel.co.jp/
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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、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 (サポートしている 

「低速メディア」ドライブとのペアリングが必要)。1  

 インテル® Optane™ メモリー H10 とソリッドステート・ストレージ (またはインテル® Optane™ メモ

リー H シリーズ)。  このデバイスは、同一ドライブ上にインテル® 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。 

上記の片方の製品のみに適用されるセットアップと設定の違いについては注記します。 

 インテル® Optane™ メモリー H シリーズは、最寄りの販売店 / オンライン・システム・ベンダーを 

通じて購入した完成品システムの一部としてのみ入手できます。2 

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。 

注：  

1. 「低速メディア」ドライブでサポートされているのは、SATA SSD、HDD、SSHD、およびインテル® QLC 3D NAND テクノ

ロジー・ドライブに構築されているインテル® SSD 6 シリーズです。 

2. 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

うしたパーツは、主にシステムベンダーが完成品プラットフォームに組み込む目的で購入できるよう用意されたものです。 
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1.2 最小要件 

 ハードウェア 

 インテル® Optane™ メモリー / インテル® Optane™ メモリー M シリーズ 

1. マザーボード / システムサポート：  

a. 適切な BIOS やハードウェアのサポートを含むマザーボードおよびシステムには、 システムベ

ンダーにより「インテル® Optane™ メモリー 対応」と表示されます。  

b. システム構築のために CPU を別に購入する場合は、サポートされているプロセッサーを次で

確認してください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/ 

2. システムには、オペレーティング・システムによって要求される最小システムメモリー以上のメモ 

リーが搭載されている必要があります。詳細についてはコンピューター・システムおよび OS のベン 

ダーにお問い合わせください。 

3. 高速メディア (キャッシュ用デバイス)：インテル® Optane™ テクノロジー NVMe* メモリーモジュール 

1 枚のみ 

a. インテル® Optane™ メモリーモジュールを取り付けるには M.2 コネクタ-が必要となります。

このコネクターはマザーボード下部や、リマッピングされた PCIe* x2 または x4 スロットに挿

入された PCIe* アダプターカード上に存在する場合があります。 

4. 低速メディア (高速化するディスク)：パススルー・ディスク 1 台のみ高速化できます。 

RAID ボリュームまたはその他の複数のディスク構成の高速化には対応していません。 

サポートしている低速メディアの選択肢については、以下を参照してください。 

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® QLC 3D NAND テクノロジー・ドライブに構築されているインテル® SSD 6 シリー

ズ (インテル® SSD 665p シリーズなど) には、インテル® RST ドライバーバージョン 17.5.2.x 

からサポートを追加しています 

注： 

 RAID ボリュームまたはその他の複数のディスク構成の高速化には対応していません。 

 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。  

(i) 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。  Intel® Optane™ Memory and Storage Management 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。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000026040/
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 インテル® Optane™ メモリー H シリーズ  

この製品は、最寄りの小売店/オンライン・システム・ベンダーを通じて購入した完成品システムの一部として

のみ入手できます。  このシリーズが含まれているかの詳細については、システム仕様を確認してください。  

注：  

 パーツは、ディストリビューターを通じて購入できることがあります。これは、OEM が各システム・ソ
リューションに統合できるように用意されたものです。  ユーザーがパーツを購入して自身でシステムへ
追加したい場合は、下記の要件を満たし適用する必要があります。 

 重要：システム / マザーボードにインテル® Optane™ メモリー対応という表示があったとしても、この
シリーズに対応しているとは限りません。   

購入の際に、デバイスのインテル® QLC NAND 部分とインテル® Optane™ メモリー部分を「ペアリング」する

ために、システムは適切に設定および有効化されます。 

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 (OS の再インストール、データのバックアップなど) 

には、無効化に進む前に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。 

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。 

1. このシステムはインテル® Optane™ メモリー H シリーズデバイスを搭載し、同一モジュール上に高速メ

ディアと低速メディアが含まれています。モジュールは PCIe* x4 をサポートする M.2 コネクターに配

置されます。 

a. マザーボードは PCIe* x4 をサポートしている必要があります。  

注：高速化が有効になるまで (セクション 3 で定義)、オペレーティング・システムはデバイスの高
速部分と低速部分をそれぞれ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。 

2. デバイス上のインテル® QLC 3D NAND 以外のストレージデバイスを高速化するためにこのデバイスを

使用することはできません。 

注： 

 インテル® Optane™ メモリー H シリーズ上の低速メディアには、オペレーティング・システム (「シス
テムドライブの高速化」) またはデータのみ (「データドライブの高速化」/  DDA) を含めることができ 
ます。 

 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。 

(i) 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

態になることを意味します。Intel® Optane™ Memory and Storage Management 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。 

 システム BIOS 設定およびサポート 

 インテル® Optane™ メモリー/インテル® Optane™ メモリー M シリーズ 

UEFI 準拠のシステム BIOS (インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST)、OS 起動前 UEFI 

ドライバーの 15.5.0.2875 リリース以降のバージョンを含むもの)。  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、システムベンダーに確認してください。 
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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) Pre-OS ドライバーを使用することを推奨します。 

固有の BIOS 設定： 

1. インテル® BIOS SATA コントローラー・モードを「インテル® RST プレミアム …」に設定 

2. インテル® Optane™ テクノロジー NVMe* メモリーモジュールを接続している PCIe* スロットで

ハードウェアのリマッピングが有効になっている 

a. この設定は、モジュールが取り付けられマザーボードに検出されるまで、システム BIOS には

存在しないので注意してください。 

b. この設定の名称はベンダーごとに異なる場合があるため、システム製造元のユーザーガイド/

サポートサイトで確認してください。 

 インテル® Optane™ メモリー H シリーズ 

UEFI 準拠のシステム BIOS (インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー (インテル® RST)、OS 起動前 UEFI 

ドライバーの 17.x リリース以降のバージョンを含むもの)。   

このシリーズ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

テムベンダーに確認してください。 

注：このシリーズとの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 (17.x) OS 起動前ドライバーを使用するこ
とを推奨します。 

固有の BIOS 設定： 

1. PCIe* x4 コネクターが分離されて 2 つの x2 コネクターのように管理されるため、マザーボー

ド・システム BIOS がインテル® Optane™ メモリー H シリーズをサポートしている必要があり

ます  

2. インテル® BIOS SATA コントローラー・モードを「インテル® RST プレミアム ….」に設定 

3. PCIe* スロットでハードウェアのリマッピングが無効になっている (オペレーティング・システ

ムで「ペアリング」されるまで、2 つの PCIe* x 2 ストレージ・デバイスが検出されます) 

a. この設定は、システムにモジュールを取り付け / 検出するまで存在しないので注意してくださ

い。 
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 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：Intel® Optane™ Memory and Storage Management (セクション 3.1 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。 

その他の必要条件： 

1. オペレーティング・システムをインストールする前にシステム BIOS が UEFI モード (CSM 無効) に設定

されていることを確認します。 

a. UEFI モードでインストールすると、ドライブのパーティションが GPT に設定されます (必須)。

MBR パーティションはサポートされていません。 

b. 注： ボリューム内のすべてのドライブは、GPT パーティション構造になっている必要がありま

す。確認するには、次の操作を行います。 

1. キーボードで Windows + x キーを押します。 

2. [ファイル名を指定して実行] を選択します。 

3. 「msinfo32」と入力します。 

4. [システムの要約] で [BIOS モード] を選択します。 

2. ドライブのタイプ：ベーシック 

a. タイプがダイナミックのドライブはサポートされていません。 

3. 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。 

a. これは、高速化しているドライブすべて (システムディスクまたはデータドライブ) に必要な領域 

です。 
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 Windows* ドライバー 

 インテル® Optane™ メモリー/インテル® Optane™ メモリー M シリーズ 

インテル® RST Windows* ランタイム・ドライバーの 15.5.0.1051 リリース以降のバージョン 

注： 

 最新のドライバーはこちらで確認できます。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28650?v=t 

 Intel® Optane™ Memory and Storage Management アプリケーション (セクション 3.1 を参照) には、 
バージョン 16.8.x 以降のドライバーが必要です。 

 

 インテル® Optane™ メモリー H シリーズ 

インテル® RST Windows* ランタイム・ドライバーの 17.x リリース以降のバージョン 

注： 最新のドライバーはこちらで確認できます。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28650?v=t 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28650?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28650?v=t
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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。 

Windows* のドライバー / アプリケーションに加え、システム BIOS で固有の設定を行う必要があります。 

設定を容易に行うには、お使いのシステム構成に適した以下の手順を実行してください。 

2.1 新規システムの構築と設定 

これは、Windows* 10 x64 ビット版オペレーティング・システムを新しくインストールし、システム・セット

アップを最初から開始 (「フレッシュ・インストール / セットアップ」) するストレージドライブを持つシステ

ムのことです。 

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. システムの互換性を確認 (セクション 1.2.1 を参照) 

2. インテル® Optane™ メモリーデバイスを追加 (適切な手順についてはこちらを参照) 

注：これは、高速化の対象となるストレージドライブとは別に追加するものです 

3. システム BIOS を設定 (セクション 1.2.2 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 

注：インテル® Optane™ メモリーメディアには 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 (セクション 3)  

2.2 インテル® Optane™ メモリーデバイスを追加して既存のシステムを 

アップグレード 

これは、Windows* 10 x64 ビット版オペレーティング・システムが既に含まれており、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システムのことです。 

インテル® Optane™ メモリーデバイスを備えたシステムへと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。 

1. システムの互換性を確認 (セクション 1.2.1 を参照) 

2. 現在のオペレーティング・システムの互換性を確認 (セクション 1.2.3 を参照) 

3. ディスク・パーティション構造を確認 (MBR および GPT、セクション 6 を参照) 

4. インテル® Optane™ メモリー デバイスをインストール  (適切な手順についてはこちらを参照) 

5. インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションをインストール (セクション 3.2.1 を参照) 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023979/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000023979/
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注：このアプリケーションには、 セクション 1.2.2 で示されているように OS を再インストールせ
ずに BIOS 設定 (リマッピングおよび BIOS SATA コントローラー) を更新できる機能があります。  
インストールが完了したら、高速化を有効にする方法の詳細についてセクション 3.2.3 を参照して
ください。 

§ 
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3 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

機能を管理できるアプリケーションには 3 種類あります。  

このセクションでは、インテル® Optane™ メモリーに特有の機能、および各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・アプリケーション (セクション 3.2) およびインテル® ラピッド・ストレー

ジ・テクノロジー・アプリケーション (セクション 3.3) は、インテル® RST ドライバーバージョン 18.0 よりサ

ポート終了 (EOL) 予定のため、Intel® Optane™ Memory and Storage Management アプリケーションの使用を

推奨します。  詳細については、こちらを参照してください。 

3.1 Intel® Optane™ Memory and Storage Management 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 Intel® Optane™ 

Memory and Storage Management アプリケーションで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。インストールを完了するには以下の手

順に従ってください。  

ドライバーのインストール 

1. https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29289/?v=t にアクセスして「f6flpy-x64.zip」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。 

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 (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。 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000055419.html
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29289/?v=t
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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。 

 

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] を選択します。 

4. 表示されたメニューで [管理者として実行] を選択します。 

Windows* 10 (バージョン 1809) 以降などの新しいバージョンのオペレーティング・システムでは、アプリケーショ

ンを実行するために、追加の手順は必要はありません。 

 高速化を有効にする 

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、システムの AC 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 
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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™ を有効にする] ボタンを選択します。 
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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] を選択

します。 

注 (インテル® Optane™ メモリー H シリーズのみ)：インテル® RST ドライバーのバージョン 17.8.x 以

降では、ここに、パフォーマンスまたは応答モードを有効にしたいかを尋ねる新しい手順が追加され

ています。  これはピン留めの機能に関連するため、詳細はセクション 4.2 を参照してください。  

 

 

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。 
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6. ボリュームの作成が完了すると再起動が求められます。[再起動] を選択して実行してください。 

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。 

 

 

7. 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 [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 以上のインテル® Optane™ メモリー容量があるデバイスを使用している場合、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を使用できます。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。 
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 高速化を無効にする 

1. アプリケーションを起動したら、[インテル® Optane™ メモリー] タブに移動し、[無効にする] を選択

します。 

 

 

2. 高速化を無効にすることを確認して、[無効にする] を選択します。 
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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)。 

 

 

4. 完了したら、[再起動] を選択します。 
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 アプリケーションのアンインストール 

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] を選択します。 
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3. 「Optane」を検索して、「アンインストール」を選択します。 

 

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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3.2 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。 

 AHCI モードで起動しているプラットフォームの場合 (インテル® Optane™ メモ 

リー M シリーズのみ) 

システム BIOS が SATA モードの切り替えに対応している場合、必要に応じてインストーラーは自動的にシス

テムを AHCI から [Intel® RST Premium and System Acceleration with Intel® Optane™ Technology] に切り替え

ます。システム BIOS が切り替えに対応していない場合、システム BIOS が未対応というエラー・メッセージ

が表示されます。 

この自動化機能がサポートされていない場合、すべてのシステムデータをバックアップして、セクション 1.2.2 

に記載した BIOS 設定でオペレーティング・システムを再インストールする必要があります。 

注： この自動化機能は、SATA モードの設定を更新し、インテル® Optane™ メモリー M シリーズモジュールを

搭載する PCIe* ポートでハードウェアのリマッピングを有効にしようと試みます。  セクション 1.2.3 で説明し

たように、加速化するドライブ上のパーティション構造が GPT であることも要件の 1 つです。インストール

時に BIOS のブートモードが レガシーに設定された場合、パーティション構造は MBR になります。この場合 

MBR を GPT に変換するまで加速化することはできません。  

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/ 

Warning: インストーラーが SATA コントローラーのモードを [Intel® RST Premium and System Acceleration with 
Intel® Optane™ Technology] モードに変更したら、SATA コントローラーのモードを [AHCI] に戻さない
でください。これによりインテル® Optane™ メモリーの正常な機能が妨げられ、システムが起動しなくな
る可能性があります。 

1. https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28649?v=t にアクセスして、最新の

「SetupOptaneMemory.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)。 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024558/
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28649?v=t
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2. 実行可能ファイルを起動して、[次へ] をクリックして続行します。 

 

 

3. 以下のメッセージは、システムの SATA コントローラーが「AHCI」モードに設定されていることを示

しています。この画面は自動的に SATA コントローラーを RST プレミアムモードに切り替えること

をユーザーに通知しています。[次へ] をクリックして続行します。 
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4. 次のダイアログボックスでは、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。 

 

 

5. 次のメッセージでは、ユーザーがソフトウェアファイルのシステムの保存先を選択することができ 

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。 
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6. 次のウィンドウには、インストールの進行状況が表示されます。 

 

 

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。この時システムは セーフモード 

で起動し、システム BIOS の設定が AHCI から RST プレミアムモードに変更します。また、モジュー

ルがインストールされているポートのハードウェアのリマッピングも有効になります。 
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8. システムが再起動したら、以下のウィンドウが表示されたまま、セーフモードでインストールが続行

します。インストールが完了すると、システムは自動的に再起動します。 

 

 

 

9. この時はシステムが Windows* OS で再起動し、インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションが

起動します。起動には数分かかる場合があります。ユーザーは Windows* のファイル検索機能で

「Intel® Optane™ Memory」を検索して手動で起動することが可能です。インテル® Optane™ メモ 

リーの有効化を完了するには、この時点で [次へ] をクリックする必要があります。 

 

 

 インテル® RST プレミアムモードで起動しているプラットフォームの場合 

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/28649?v=t にアクセスして、最新の

「SetupOptaneMemory.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)。 

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28649?v=t
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2. 実行ファイルを実行します。[次へ] をクリックして続行します。 

 

 

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] をクリックして続行します。 
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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。 

 

 

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。 

 

  



インテル® Optane™ メモリー 

 

 

インストール・ガイド 2019年12月 

30 571964-006JA 

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。 

 

 

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。 
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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] をクリックして続行します。 
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 高速化を有効にする 

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、システムの AC 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 

 

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. [セットアップ] タブに移動すると、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 

1. [セットアップ] 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. 完了したら [再起動] を選択します。 
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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・アプリケーションの [セットアップ] タブを 

開き、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 

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。 

[アンインストール] オプショ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。 

 

3.3 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/28650?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)。 

  

https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28650?v=t
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2. 実行可能ファイルを起動して、[次へ] をクリックして続行します。 

 

 

 

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。 
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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。 

 

 

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。 
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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] 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。 

 

 

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。 
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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。 

 

 

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。ユーザーはこの時点で再起動するか、後で再起動するかを選択できます。[完了] をクリックし

てウィンドウを閉じるか、システムを再起動してください。 
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 高速化を有効にする 

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、システムの AC 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 

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、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 

 
[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。 
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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] ボタンを選択します。 

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 

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。無効化を続行するには、[はい] 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. 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 

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] をクリックして続行します。 

 

 

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。 

 

§ 
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4 その他の機能 

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については、以下を参照してくだ 

さい。 

4.1 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「低速ドライブ」をインテル® Optane™ メモリーで高速化する機能です。  

注：  

 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 

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。 

インテル® Optane™ メモリー/インテル® Optane™ メモリー M シリーズを搭載したシステム: 

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 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズ搭載システム: 

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) 

2. インテル® Optane™ メモリー H シリーズモジュール 

a. デバイス上のインテル® Optane™ メモリーメディアとインテル® QLC 3D NAND がデバイス上

で「ペアリング」され、そのボリュームがデータ・ストレージのみに使用されている場合  

(D: ドライブなど) 

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 

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 3 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。  システムのその他の
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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4.2 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。 

注： 

 ピン留めをサポートするのは 32GB 以上の容量を持つインテル® Optane™ メモリーデバイスのみです 

 (インテル® Optane™ メモリー H シリーズのみ) ドライバーバージョン 17.8.x 以降では、ピン留めを可

能にするには Intel® Optane™ Memory and Storage Management アプリケーションで高速化を有効

にする際に「応答」の選択を行う必要があります。 

 

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/ 

§ 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000028779/
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5 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。 

そのほかのトラブルシューティング・オプションについては、次を参照してください。

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

注： 

 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。 

5.1 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：

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000025194/ 

インテル® Optane™ メモリー H シリーズデバイス：

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

5.2 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。 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024113.html
https://www.intel.com/content/www/jp/ja/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000055140/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000025194/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000033122/
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5.3 インテル® Optane™ メモリー・アプリケーションのインストールエラー 

 サポートされていない CPU 

次のウィンドウは、サポートされていない CPU を搭載したシステムでインストール・パッケージを実行すると

表示されます。詳細については、この文書のセクション 1.2 に記載されている最小要件を確認してください。 

 

 対応していないチップセット 

次のウィンドウは、サポートされていないチップセットを搭載したシステムでインストール・パッケージを実

行すると表示されます。詳細については、この文書のセクション 1.2 に記載されている最小要件を確認してく

ださい。 
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 対応していないオペレーティング・システム 

次のウィンドウは、サポートされていない OS を搭載したシステムでインストール・パッケージを実行すると

表示されます。詳細については、この文書のセクション 1.2 に記載されている最小要件を確認してください。 

 

 サポートされていない BIOS 

このウィンドウは、対応していない BIOS を実行しているシステムでインストールを実行すると表示され 

ます。  

マザーボードのベンダーのウェブサイトで BIOS アップデートまたはその他の利用できる手順をご確認く 

ださい。 
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レガシーモードのシステムにインストールを実行すると、次のウィンドウが表示されます。レガシーモードで

はパーティション構造が MBR になりますが、これはサポートされていません。  

この問題を解決するには、システム BIOS アップデートが必要になる場合があります。最新のインテル® 

Optane™ メモリー対応 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。ほかの解決策はこちらで見つかるかもしれません。

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

 

 サポートされていないシステムドライブ 

次のウィンドウは、サポートされていない MBR システムドライブ・パーティション・テーブルのシステムに

インストールを実行すると表示されます。この問題を解決するには、ドライブのパーティション・テーブルを 

GPT に変更した上で、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。この処理を完了 

する方法についてはプラットフォームの製造元のユーザーマニュアルを参照するか、以下で詳細をご確認くだ

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

 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024558/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024558/
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次のウィンドウは、サイズ変更がブロックされているため、最後のパーティションのサイズを変更できないシ

ステムでインストールを試行した場合に表示されます。詳細については、次のリンクを参照してください:。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024253.html 

 

次のウィンドウは、十分な空き容量がないため、最後のパーティションのサイズを変更できないシステムで 

インストールを試行した場合に表示されます。 

 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024253.html
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 システムの互換性のチェック時にエラーが発生 

次のウィンドウは、プラットフォームでチップセットの互換性をチェック中にインストーラーにエラーが発生

した場合に表示されます。 

 

次のウィンドウは、インストール・パッケージの実行時にドライブのパーティション・テーブルに関するシス

テムチェックに失敗した場合に表示されます。 
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次のウィンドウは、インストール・パッケージの実行時にシステムドライブの最後のパーティションの空き 

容量のチェックに失敗した場合に表示されます。詳細については、次のリンクを参照してください: 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024253.html 

 

 インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーがインストール済み 

次のウィンドウは、既にインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ユーザー・インターフェイスの 

特定バージョンがインストールされているシステム上で、インストール・パッケージの実行を試みると表示さ

れます。続行するには、読み込まれているインテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ユーザー・イン

ターフェイスをアンインストールしてから、新しいインテル® Optane™ メモリー・アプリケーションをインス

トールします。 

 

  

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000024253.html
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 インテル® Optane™ メモリーが有効 

次のウィンドウは、インテル® Optane™ メモリーが有効化されている状態でユーザーがインテル® Optane™ メ

モリー・アプリケーションのアンインストールを試みると表示されます。インテル® Optane™ メモリー・アプ

リケーションをアンインストールする前に、必ずインテル® Optane™ メモリーを無効にする必要があります。 

 

5.4 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 

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 ドライバーはインテル® Optane™ メモリー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、低速メディア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。 

この状態ではシステムを起動することはできません。また、低速メディアは 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。 

1) インテル® Optane™ メモリー M シリーズの構成の場合 

a) 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。  

b) 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。  

i) 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。 

ii) 低速メディアを取り外し、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。
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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。 

iii) 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。 

2) インテル® Optane™ メモリー H シリーズの構成の場合 

a) BIOS を開き、インテル® RST メニューに移動します。   

i) デバイスの低速メディア部分が存在しない場合、インテル® RST メニューを終了し、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無効になっていること

を確認します。 

ii) デバイスの低速メディア部分が存在する場合、モジュールのシステム BIOS の状態を確認した上

で、システムベンダーのサポートチームまたはインテル・カスタマー・サポートに連絡してサ 

ポートを依頼してください。 

 起動時に低速メディアが検出されない 

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。 

この状態ではシステムを起動することはできません。また、高速メディアは 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) インテル® Optane™ メモリー M シリーズの構成の場合 

a) 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。 

b) 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。 

c) 可能である場合は同じポート/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。 

 

2) インテル® Optane™ メモリー H シリーズの構成の場合 

a) BIOS を開き、インテル® RST メニューに移動します。   

i) デバイスの低速メディア部分が存在しない場合、インテル® RST メニューを終了し、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無効になっていること

を確認します。 

ii) デバイスの低速メディア部分が存在する場合、モジュールのシステム BIOS の状態を確認した上

で、システムベンダーのサポートチームまたはインテル・カスタマー・サポートに連絡してサ 

ポートを依頼してください。 
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 メディアの障害とデータの復元 

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 

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。モジュールのアップグレード、 

高速または低速デバイスへの交換にかかわらず以下の手順を実施してください。 

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。 

 高速化を無効にする 

オプション 1：オペレーティング・システムで実施 

• 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 3.1.2：Intel® Optane™ Memory and Storage Management アプリケーション 

ii. セクション 3.2.4：インテル® Optane™ メモリー・アプリケーション 

iii. セクション 3.3.2：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 

 

オプション 2：システム BIOS で実施 

• システム BIOS を開きます。 

• インテル® RST メニューにアクセスします。 

• 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。 

 

 メディアを取り外して交換する： 

1. コンピューターの電源を OFF にしてください。 

2. 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。 

3. コンピューターの筐体を閉じて電源をオンにします。 

4. Windows* OS を起動します。 

 高速化をもう一度有効にする 

1. 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。 

 セクション 3.1.1：Intel® Optane™ Memory and Storage Management アプリケーション 

 セクション 3.2.3：インテル® Optane™ メモリー・アプリケーション 

 セクション 3.3.1：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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6 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） 

6.1 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。 

(この画像の例では Disk 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、セクション 6.2 の手順に進みます。  
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6.2 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) またはそれ以降。 

 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 キーを押します。 

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

 

2. 「mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS」と入力します。 

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/ 

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/
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7 Windows* 回復環境 

7.1 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 

(https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29289/?v=t から入手可能)  

 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/29289/?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)。 

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* リカバリー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* リカバリーイメージに追

加します。dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

12. Windows* リカバリーイメージのマウントを解除します。dism /unmount-wim /mountdir:winre 

/commit 

 

13. Windows* イメージのマウントを解除します。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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