
インメモリー・コンピューティングにおける 
インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリーの性能を検証

日本企業のグローバルビジネスを支援するため、NTTデータグループにおけるSAP事業の中核
会社として設立された NTTデータ グローバルソリューションズ。手がけるサービスは、SAPシス
テムのコンサルティング・導入・構築・運用支援のほか、インメモリー・コンピューティング、モバイル、
クラウドまで多岐にわたります。

近年、ビッグデータを活用した業務分析への要望が高まる中、SAPはインメモリー・コンピュー
ティングを利用したソリューション「SAP HANA*」を提供しています。NTTデータ グローバルソ
リューションズでは、最新のインテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリーと、前世代のインテル® 
Xeon® プロセッサー E7 ファミリーを用いて、SAP HANA*におけるデータ検索の性能を検証。
性能改善が実現するとともに、高負荷時においてSAP HANA*の処理性能をより発揮できること
を確認しました。
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インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2  
ファミリーが、インメモリー・データベースの 
パフォーマンス向上に貢献
特に高負荷処理時に安定かつ大幅な処理向上を実現

ビッグデータ時代の 
分析業務を支援する 
カラムストア型インメモリー・ 
データベースSAP HANA*

SAP HANA*は、大量のデータをメモリー上
でリアルタイムに処理するインメモリー・データ
ベースです。インテルとSAPとの協業によっ
て開発された SAP HANA*には、マルチコ
ア化、カラムストア型データベースなどの最
新技術が採用されています。NTTデータ グ
ローバルソリューションズでは、SAP HANA*
がリリースされた 2010年から、独自に性能
検証を実施してきました。その狙いをHANA
ビジネス推進室 室長の青木聡氏は「SAP 
HANA*の性能を自社で検証し、私たち自身
が納得したうえでお客様にサービスを提供す
るためです」と語ります。そして今回も同じ発
想のもと、インテル® Xeon® プロセッサー E7 
v2 ファミリーのリリースに合わせて性能検証
を実施しました。

検証作業は、2014年 1月から2月まで行わ
れました。検証環境として、インテル® Xeon® 
プロセッサー E7-4890 v2（2.80GHz、15コ
ア×2）と、前世代のインテル® Xeon® プロセッ

サー E7ファミリーの E7-2870（2.40GHz、
10コア×2）を搭載したサーバーをそれぞれ
用意。50GBの検証用データを用いて、デー
タベースにクエリーを発行して処理時間を測定
しています。

SAP HANA*の処理特性を考慮した
性能測定と検証

NTTデータ グローバルソリューションズが
データベースの性能チェックに標準的に利
用しているベンチマーク・ツール「TPC-H」
の中から、OLAP分析用のシナリオをピック
アップ。検証実施にあたっては、1カ月間で
検証を終えるためのシナリオを選定しました。
SAP HANA*は性能の特性上、CPUの 1コ
アのみを使用する処理（「シングル処理」）と、
すべての CPUコアを利用する処理（「マルチ
処理」）に大別できることから、それぞれにつ
いても追加で検証を行いました。検証シナリ
オは以下のとおりです。

●シナリオ1
シングルセッションにおける検索性能を確認
するため、クライアントからクエリーを 1つ発
行し、処理速度とリソース利用状況を測定。

「CPUのコア数が多く、高速な 
メモリーアクセスを実現した 
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●シナリオ2
実際の情報分析ツールで利用することを想定
して、複数のクエリーを一斉に発行し、処理速
度とリソース利用状況を測定。クエリーの多
重度は段階的に上げていく。

●シナリオ3（追加検証）
CPUの利用状況から TPC-Hのクエリーを
分解。クエリーの要素ごとの処理速度を測定。

処理性能の向上とともに 
高負荷時の安定化を確認

●検証結果
性能検証により、以下の3つの結果を得ました。

シングル処理の性能比：1.2倍～ 1.8倍

マルチ処理の性能比：2.0倍～ 2.5倍

高負荷時の挙動：インテル® Xeon® プロセッ
サー E7 v2ファミリーは前世代のインテル® 
Xeon® プロセッサー E7ファミリーより安定し
てCPUが利用可能

シングル処理ではクロック数の増加などによ
る性能向上を確認しました。高い負荷のかか
るマルチ処理では、CPUコア数の増加、クロッ
ク数の増加などによる性能向上を確認しまし
た。また、E7-2870、E7-4890 v2ともに
同等の CPU使用率になると想定されました
が、検証では E7-4890 v2の CPU使用率
が高まり、より効果的にCPU性能を利用して
いるという結果を得ました。CPU使用率を確
認してみると、E7-2870は 80％付近でオー
バーヘッドが発生し、80％と100％の間を行
き来しながら処理を行っています。それに対し
て E7-4890 v2では CPU使用率が常にほ
ぼ 100％で安定していることから、インテル® 
Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリーは、高
い負荷がかかる状況下でもCPU性能を有効
に活用できることがわかりました（図 1）。

検証結果より、SAP HANA*におけるインテル® 
Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリーの優位
性が証明されました。NTTデータ グローバル
ソリューションズ HANAビジネス推進室 リア
ルタイムコンピューティング基盤グループの冨

田隆一朗氏は「インメモリー・データベースの
SAP HANA*は、CPUを極力使用するよう
設計されています。こうした特性を持つ SAP 
HANA*にとって、インテル® Xeon® プロセッ
サー E7 v2 ファミリーの処理性能がフルに発
揮されることは非常に有効です」と語ります。ま
た、NTTデータ グローバルソリューションズ 
HANAビジネス推進室 リアルタイムコンピュー
ティング基盤グループ チーフ・コンサルタントの
足立宏輝氏も「インテル® Xeon® プロセッサー 
E7 v2 ファミリーは、シングル処理、マルチ処理
のどちらに対しても効果的に機能することが確
認できました。メモリーアクセスの高速化を実
現したインテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 
ファミリーは、インメモリー・データベースに最
適なプロセッサーです」と語ります。

今後、インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 
ファミリーが SAP HANA*の公式プロセッサー
に認定されれば、さらなる最適化が進んでいく
ものと思われます。NTTデータ グローバルソ
リューションズ HANAビジネス推進室　室長
の青木聡氏は「今回の検証によりインテル® プ
ロセッサーのパフォーマンスを最大限利用する
ソリューションとして、SAP HANA*をお客様
に提案していく自信を持つことができました。
今後も技術面で密に連携しながら、インテルと
の協力体制をより強固なものにしていきたいと
思います」と述べています。

インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミ
リーの詳細については、http://www.intel.
co.jp/content/www/jp/ja/processors/
xeon/xeon-e7-v2-family-details.html
を参照してください。
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株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ
株式会社 NTTデータ グローバルソリューションズは、基幹
システムのグローバルスタンダードとされるSAPソリュー
ションの導入・運用支援をサポートするSAP事業の中核会
社です。NTTデータグループが推進してきた海外グループ
会社との連携体制をさらに強化し、SAPソリューションをベー
スとしたお客様のグローバル戦略のニーズにワンストップで
お応えします。

http://www.nttdata-gsl.co.jp/

図 1. 高負荷状況でのCPU利用率
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