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特別な分析ワークロードのためだけの高価な選択肢であった 

インメモリー・データベースは、より幅広い目標を達成するものに 

変わってきました。 このガイドでは、 実際のユースケースやシナ

リオを取り上げ、 インメモリー分析の構成要素について考察し、

これを導入して得られるテクノロジーやインサイトで、 ビジネス 

価値を確実に最大化できる方法を検討します。

概 要
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インメモリー分析の革新

数年前には画期的と思われていたリアクティブな 「バックミラー」 分析は、 

リアルタイムの洞察が求められる今日の要求を満たせなくなりました。 複数の

業界のさまざまな組織が、 より複雑な分析のユースケース（予測分析や AI な

ど）を採用し、 リアルタイムあるいは事前にトレンドや洞察を把握して対応し

ています。

この需要を牽引する要因の1つは、大量データの収集・処理能力が進化し、関連 

するコストが下がっているという事実です。 IDC は、世界のデータ量が2018年 

の33ゼタバイト（ZB）から2025年には175ZB まで増えると予測しています。¹  

そして、 大量のデータを取り込む能力の向上に伴い、 データから価値を引き 

出す必要性も増加します。 ハードウェア・ テクノロジーの進化が、 新しい分析、

AI アルゴリズム、 ソフトウェアと組み合わされ、 より複雑なインサイトを迅速

に得たり、 データに基づいたリアルタイムでの意思決定を行ったりすることを

サポートします。

こうした展開は、各ユースケースに合わせて、より広範なツールの選択が可能に 

なったことを意味しています。 例えば、 ビジネス・ インテリジェンス（BI）などの 

バッチ処理であれば、 従来のアプローチでも問題がありません。 しかし、 不正 

検知、顧客サービス、患者モニタリングなどのリアルタイムのワークロードでは、 

データ処理や分析を瞬時にサポートする IT インフラストラクチャーが不可欠

です。 これは、インメモリー・コンピューティングの活用と影響が急速に広まって 

いることを示しています。

インメモリー分析は、 さまざまなメリットを企業にもたらします。 例えば、 連続

稼働時間を増やし、 レイテンシーを低減、 データの同期化を向上させ（データ

を別々のコンテナーに保存していた旧式のモデルに比べ）、 データのコピーを

削減、開発サイクルを短縮するなど、ITコストの削減やインフラストラクチャー

の簡素化が可能になります。 さらに、 より迅速で、 より深い洞察を大規模かつ 

リアルタイムに提供する能力により、サービス提供の推進と強化のための新たな

機会を創出することができます。

その名が示すように、 インメモリー・ コンピューティング（本資料においては、 

インメモリー分析と言います） とは、 データをストレージ層の上に移動して

CPU に近づけることで、 より迅速な分析を可能にし、 洞察を得るまでの時間

を短縮します。 ただし、 この機能を実装して拡張することは、 多くの場合、 基盤

となる IT インフラストラクチャーにアーキテクチャー上の変更を加えることを 

意味します。
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メモリーと分析機能の関係

メモリー ・ テクノロジーの進化に伴って、 より多くのデータを低コストで処理

できるようになり、現在は大量のデータを扱うワークロードが増加しています。

しかし、DRAM のような高速メモリー・ テクノロジーは、NAND、SSD、 ハード

ドライブなどの下位のストレージ層よりコストが高く、 また、 容量の上限となる

スロットあたり265GB に達するまでは、 より多くのコストを増加させる傾向が

あります。 これは、 リアルタイム分析アプリケーションが CPU の近くに大量の

データを保持する必要がある場合、 すぐにメモリー容量がボトルネックとなる

ことを意味します。 しかし、 下位のストレージ層からデータを取得すると、 待機

時間が長くなり、コストパフォーマンスが低下することにもなります。

こうした問題は、 最近の革新的なストレージやメモリー、 例えば、 DRAM の 

ようなパフォーマンスと SSD ストレージの永続性を備えたデータセンター用

のインテル® Optane™ SSD などを使用することで対処できます。 これにより、

メモリーとストレージ間のスムーズな連続性を実現し、 高度な分析や AI など

の大規模なインメモリー・ ワークロードのコストパフォーマンスを向上させる

ことができます。 また、 新しい AI や分析アプリケーションの開発者に、 ハード 

ウェア・プラットフォームからより多くの選択肢やサポートを提供します。

この進化の次の段階として、 インテルは、 最新のインテル® Xeon® スケーラブ

ル・プロセッサーを搭載したインテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー

を発表し、直接 CPU メモリーバスに接続しました。 これは、前例のない大容量、

手ごろな価格、 そして持続性がある組み合わせを提供します。 大量のデータを 

プロセッサーの近くに移動して維持することで、 ワークロードとサービスを 

最適化して待ち時間を短縮し、パフォーマンスを向上させることができます。

インメモリー分析のユースケース
医療ヘルスケア：インメモリー分析は、リアルタイムで患者の安全 

性を監視、患者ケアをパーソナライズ、臨床リスクを評価し、再入院 

を減らすことを可能にします。 これにより、 組織を効率化し、 患者

体験を向上させることができます。 3D の MRI スキャンのような、

メモリーを大量に消費するファイルを処理し、 電子カルテ（EMR）

など、ほかのソースからの患者データと組み合わせて分析します。

流通小売： インメモリー分析で、 リアルタイムの在庫追跡と、 

店舗やオンラインでの顧客行動のより詳細な把握が可能になり

ます。 その結果、 運用効率の向上、 販売量の増加、 セキュリティー

の強化、 顧客満足度の向上など、 さまざまなことが実現できます。

個々のレベルで顧客を理解することができるため、 リアルタイム

のターゲティング広告や、 店舗やオンラインでのパーソナライズ

された顧客体験の提供を可能にします。

金融サービス： インメモリー分析を使用して、 トランザクション・

データを集約し、ビジネスの健全性を向上させ、顧客行動に関する

洞察を明らかにします。 また、株取引における意思決定や不正行為

をリアルタイムで通知したり、 モバイル送金などのリアルタイム ・

サービスをサポートしたりすることも可能です。

コールセンター分析および顧客解約：インメモリー分析は、コール 

センターのログ、 オンラインでのやりとり、 対話型の音声応答、IT

サポートシステムなどを処理して、顧客行動をモデル化し、解約を 

予測します。 また、予測モデルを使用して、スタッフの定着率を高め、 

採用コストを削減することにも応用できます。

スマート・オペレーション・サプライチェーン： 分析主導の予防保全 

で、 停止時間やコストを最小限に抑えたサービスを可能にします。

サプライチェーンを最適化して、 スペア部品や原材料を事前に 

計画することが可能になります。 インメモリー分析を使用して、

SAP HANA* のようなコアシステムに対応し、 倉庫から配達まで

のリアルタイムの注文追跡機能を提供します。
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インテル® Optane™ DC パーシステント・ 
メモリーが実現するパフォーマンスとTCO
Evonik* は、 世界をリードする専門化学薬品会社を目指しています。 3D

プリント、タイヤ、持続可能な農業など、さまざまな顧客ニーズに対応する 

高度な化学薬品を生産しています。 変化し続ける顧客ニーズやそれを 

サポートする複雑なサプライチェーンを理解することは、 リアルタイムの

分析とレポートによってのみ実現できます。

この企業は、 インフラストラクチャーのニーズに対応するために革新的

なテクノロジーを導入しています。 リアルタイムでの洞察をサポートする

ために、 時間やコストを犠牲にすることなく、 より大きなインメモリー ・

データベース容量を増やすことが必要でした。

そこで、 総所有コスト（TCO） の効率性レベルアップに取り組み、 アプ 

ローチの一環として、 インテル® Optane™ DC パーシステント・ メモリー

使用サーバーを、Accenture* のサポートにより実装することにしました。

以前なら、メモリー容量を増やす選択肢は、より大きなサーバーへの投資

に限られていました。 しかし、 インテル® Optane™ DC パーシステント・

メモリーであれば、永続性メモリー・モジュールに投資することができます。 

これにより、Evonik*は、データセットをより効率的にSAP HANA*プラット 

フォームに統合することができます。 データセットが時間の経過とともに

増えても、 買収により増加する場合でも、 今や Evonik* には、 このような

膨大なデータセットを格納できる優位性があります。

最近の概念実証で、Evonik* は、インテル® Optane™ DC パーシステント・

メモリーを使用すると、 サーバー再起動後のデータテーブルのリロード 

時間を短縮できることを知りました。 これにより、 SAP HANA* パッチ

適用や構成変更のためのメンテナンス期間を短縮できます。 大容量 

メモリーを搭載し安定したSAP HANA*環境は、インテル® Optane™ DC

パーシステント・ メモリーと DRAM の両方をサポートするため、Evonik* 

は TCO の低減を実現しました。 SAP HANA* システム用のサーバーの

停止時間が少なければ、生産時間も増加します。

インメモリー分析の実際

インメモリー分析の需要が高まるにつれて、IT リーダーは、 これまで以上

に大きなデータセットからより多くの価値を引き出す必要に迫られます。 

したがって、 インメモリーの運用を支えるアーキテクチャーと、 それが現在 

および将来のニーズにどのように応えられるかを考慮することが重要です。

アーキテクチャーの要件は、組織の能力や経験の成熟度によって異なります。

従来のアーキテクチャーでは、運用データベースを使用して、現在のデータを

保持および管理します。 このデータは、分析のためにデータ・ウェアハウスに 

送信される前にバッチ処理されます。 しかし、現在多くの企業は、このモデル

の代わりに、 ハイブリッド ・ トランザクション / 分析処理 （HTAP）アーキテ

クチャーを採用しつつあります。 HTAP は、 トランザクション・ データの分析 

が実行でき、 バッチ処理やデータ・ ウェアハウスに伴うデータホップを排除 

できます。 これにより、 SAP HANA* などのインメモリー分析から恩恵を 

受ける主要なプラットフォームやアプリケーションがサポートされます。

HTAP を検討する場合、 ビジネスにとってどれが最適であるかも検討する

必要があります。 例えば、 ポイント・ オブ・ デシジョンHTAP は、 運用および 

分析ワークロードの両方に同じインフラストラクチャー（SAP HANA* など） 

を使用するため、 分析レポートを従来の運用データベースで直接実行でき

ます。 ただし、 インプロセスHTAP は、 分析機能をトランザクション自体に 

組み込んで結果を出します。 例えば、ウェブ上での動的な広告表示や、リアル 

タイムの支払い不正検知などのユースケースです。

インテル® Xeon® スケーラブル・
プロセッサーによる動的な広告表示
デジタル広告業界は、 ますます複雑化したハイリスク・ ハイ

リターンの環境となっています。 消費者は、 コンテンツへの

アクセスに、 より多くのデバイスを使うようになり（携帯や

タブレットから、 コネクテッドTV まで）、 広告主は的確な広

告を、的確なオーディエンスに、的確なタイミングで、的確な

デバイスを通して、 確実に発信していくことが不可欠となり

ました。

ZypMedia* は、 国内の広告製品を地域企業に提供してい

ます。 1秒間に約500,000件のトランザクション要求があり、 

応答時間に1/2ミリセカンドを必要とするため、 高品質の

サービスを提供するスピードと柔軟性を確保したいと考え

ました。

ZypMedia* は、 オンプレミス型ソリューションの柔軟性

を維持しながら、 顧客のインターネット展開の問題を支援

するデータベース企業である Aerospike* と協力しました。 

Aerospike* のデータベースとインテル® Xeon® スケーラ 

ブル・ プロセッサーでソフトウェアを実行し、 優れた性能を

実現することができました。



6

インメモリー分析戦略の検討事項

Hadoop* ソフトウェアや Cassandra* のようなカラムベースの

オープンソース、Oracle*データベース、またはSAP HANA*プラット 

フォームなど、 さまざまなデータをどのように利用するかによって、 

その保持と管理に使用するテクノロジーが決まります。 ビジネス

ニーズによって選択するアプローチは異なりますが、 分析要件が

時間やメモリーを多く消費しない場合は、より伝統的なアプローチ

を選択することも重要な決断です。

戦略の策定に着手するときは、以下の項目に従い、すべての基盤を

確実にカバーします：

1. 総合的で長期的なビジネスデータ戦略の構築を優先すること

により、 戦術的な施策や情熱的なプロジェクトに振り回される

ことを避けます。 関係者全員がビジネス上の目標と達成基準、

およびそれらの実現に役立つ決定と分析をサポートするため

に必要なデータを理解しているかを確認します。

2. ビジネス目標を達成するためにデータを取り込んだり、 保存 

したり、 使用する方法に影響を与える IT の変更、 要件、 基準を

慎重に評価します。 以下のような事項を検討してください：

a. レガシー・アプリケーション — ユーザーが使用するビジネス・

クリティカルなソフトウェアと、 パフォーマンス、 可用性、 また

はセキュリティーなどに影響を与えることなく、 レガシー・ アプ

リケーションをどのようにインメモリー分析戦略に統合させ 

ますか ?

b. ワークロード配置 — 現在ほとんどの組織は、 ハイブリッド ・ 

マルチクラウド・モデルを適用しており、オンプレミスのデータ

センター、 ローカルまたはホスト型のプライベート・ クラウド、

パブリック ・ クラウドを混在させることで、 さまざまなワーク

ロードとアプリケーションを実行しています。 どのワークロード 

がどの環境で実行される必要があるか、 およびインメモリー 

分析ワークロードがこのプロセスの一部として検討されている 

かを判断するための、明確で反復可能な基準があることを確認

します。

c. 俊敏性および市場投入までの時間 — インメモリー分析の

ユースケースは、 リアルタイムの洞察と行動に重点を置いて

いるため、 俊敏性と迅速な市場投入が重要なビジネスには 

有効なアプローチです。 時間の影響を受けにくい運用であれば、 

バッチ処理またはその他従来からの方法で処理することで、 

費用対効果の高い選択が可能です。

d. 容量 — 高度な分析ワークロードと同様に、 インメモリーでは 

リアルタイムな洞察と行動を約束するために、 膨大なメモリー 

容量を必要とします。 ストレージとメモリーのアーキテクチャー

がこの要件を考慮した設計になっていることを確認し、 ホット

データの容量、パフォーマンス、永続性のニーズに、コスト効率 

よく対応するために、インテル® Optane™ DC パーシステント・

メモリーなどのテクノロジーを検討します。

e. 頻度 — 取り込む各データの要素を調べ、その使用目的に従って

扱ってください。 例えば、一部のデータ要素は、継続的に高頻度 

で処理する必要がありますが、 比較的少ない容量である場合

もあります。 また、 ほかのケースでは、 大量のデータであっても、

管理しやすいバッチ処理が可能な場合があります。 これらの

異なるモデルは、 異なるハードウェアとソフトウェアの要件を

持っているため、総合的に考える必要があります。

3. インメモリー分析の目的を達成し収益化するために、従業員に 
必要なスキルを確保します。 既存のチームメンバーをトレー

ニングしたり、 新たにスキルのある人を採用したりすることで 

実現します。

4. インメモリー・ データベース・ アーキテクチャーのための主な
基本原則：

a. CPU、 メモリー、 ストレージなどの個別のコンポーネントを、 

必要に応じて時間の経過とともに追加できる分散環境を作成

します。

b. JSON* や SQL データベースなどの半構造化データをサポート

できるよう、環境がリレーショナルおよびマルチモーダルである

ことを確認します。

c. 多様な記録媒体をサポートして、 時間が経過したデータをメモ

リーからストレージ層に移動できるようにします。 これにより、

待ち時間や分析パフォーマンスを犠牲にすることなくデータ 

管理コストを最適化できます。
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インメモリー分析の展開は、組織が前述の検討事項にどの 

ように対応するかによって異なります。 しかし、具体例の検討 

は参考になります。 インメモリー分析を使用して、 不正の

検知・防御に取り組む金融サービス企業の例を見てみます。

このようなリアルタイムのユースケースでは、特定のトランザクションに関する 

データを取り込んで、 顧客の過去のトランザクションと行動パターンを分析 

できる高性能なシステムが必要です。

過去のデータは、インテル® Optane™ SSD や NAND ベースの SSD など、処理 

時に高い性能を発揮することが可能なウォーム・ ストレージ層に保存できます。 

一方、 ライブのトランザクション・ データは最初に POS システムで処理される

可能性があります。 エッジ・インフラストラクチャーを配置して、データ・クレン

ジングとフィルター処理 （例えば、 有用な洞察を含まないキャンセルされた

トランザクションの削除） や分析を実行してから、 重要なデータを一元的な

リポジトリーに渡すこともできます。 組織は、 このプロセスを処理するために、

CPU ベースのエッジデバイスを使用するか、 あるいは、 もしデータが圧縮や 

暗号化される必要がある場合、また、エッジの電力が低い場合は、フィールド・

プログラマブル・ゲートアレイ（FPGA）の方が適している可能性があります。

ライブ ・ トランザクションが一元化されたリポジトリー（クラウドまたはオン

プレミス）に到達すると、 組織はライブおよび過去のデータを比較して類似点 

または不一致のポイントを特定し、インメモリー分析アプリケーションでこれら

のパターンを特定することができます。

これは、高性能、低レイテンシーのハードウェアがほぼ瞬時に分析結果を出す

ための重要な部分です。 このニーズをサポートするために、サーバー・プラット 

フォームが大容量で拡張性に優れた費用対効果の高いメモリーを提供して 

いることを確認します。

 

第2の例として、 がん患者の診断と治療を行うヘルス

ケア組織を取り上げます。 このシナリオでは、 データ 

のプライバシーとセキュリティーに関する規制上の 

義務が、 パフォーマンスと待ち時間の要件を上回る 

可能性があります。 IT インフラストラクチャーの観点からは、これはコンピュー

ティングのパフォーマンスとネットワーク速度よりもストレージとメモリーに

重点を置くことを意味します。

例えば、 1回の MRI スキャンで得た画像データのサイズは数ギガバイトにも 

なり、 組織が保有するすべてのデータの大半が膨大なサイズになります。 した

がって、 リアルタイムでデータを処理および分析する機能を迅速かつ大幅に 

拡張することが、瞬時の洞察を提供し、診断や治療の決定をサポートする必須

要因となります。

システムは、 大量の新しいファイルを取り込むときのピーク処理もサポート 

しなければなりません。 つまり、 バースト容量をアーキテクチャーのプランに 

含めて考える必要があります。 これは、大規模なインメモリー分析ワークロード 

の実行時に、 メモリーの空き容量を提供できない GPU ベースのシステムでは

一般的に困難です。 この場合、インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー

を搭載した最新世代インテル® Xeon® プロセッサーのような、CPU を基盤とし、

メモリー容量を強化したプラットフォームなら、 ピーク負荷時でも処理能力を

拡張できます。

実際のシナリオでの適用

インメモリー分析のためのインテル®  
Optane™ DC パーシステント・メモリー
• パワフルなコンピューティング： 次世代のインテル® Xeon® スケーラ

ブル・プロセッサーで、リアルタイムの分析や意思決定など、メモリーに

制約される大容量のデータの課題に対し、システム・パフォーマンスの 

変革をサポートします。

• 高速メモリーのように機能する高速ストレージ： 永続性と大容量により、 

データ取り込み、準備、ストレージ、発見、開発、展開という分析ライフ 

サイクル全体を高速化し、 スケーラブルなインメモリー分析を現実の

ものにします。

• データの高速移動、 より多くの保存、 すべてを処理： 待ち時間を短縮、

より少ないコストでより多くの価値を引き出すために、 非常に大きな

データセットをプロセッサーの近くに配置します。

• 迅速な再起動および待ち時間の低減： DRAM のみのコールド ・ リス

タートと比較して、 インメモリー・ データベースの迅速な再起動と待ち

時間の短縮により、 効率性が向上し、 重要なビジネスの決定を迅速に

行うことができます。

• システム停止時間の削減： パーシステント・メモリーにより、システム 

の再起動時にデータをディスクから RAM に読み込む必要がなくなり、

セキュリティー・パッチの適用やその他の管理作業をより迅速に行える

ようになります。 これにより、 復帰までの時間が短縮され、 システムの

稼働時間とサービス提供が最大化されるため、 システムの停止時間

（およびその結果生じる遅延や SLA の失敗）を減らすことができます。

21
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インメモリー分析の提供

初めてインメモリー分析に取り組む場合でも、 着手したことが 

ある場合でも、本セクションは、次のプロジェクトを成功させるため 

のいくつかの手順を検討するのに役立つよう構成されています。

1. 人材を準備する

• ビジネス目標を指針として取り組みを始めます。 組織にとって 

意味があることを確認してインメモリー分析を導入します。 得ら

れた洞察がもたらす利益をだれが利用できるのかを確認します。

• ビジネスにかかわるすべてのステークホルダーを巻き込み、 

最適なプロジェクトを特定するのに役立つアイディアや視点を

得ます。

• ビジネス部門と IT 部門から、 変革を推進する意欲のあるコラボ

レーターを選びます。 最高の計画であっても協力が得られないと、

企業文化や変化への抵抗が、障害となる可能性があります。

2. プロジェクトを準備する

• ビジネス価値を示すために成果の出やすいものを迅速に特定し、 

それを簡潔な状態にしておきます。 リアルタイム分析により、 

高い投資利益率（ROI）を実現できるビジネスのユースケースを

特定し、 それから着手します。 価値を証明し、 取り組みに対する 

サポートを確保した後は、 拡張したり複雑さを追加したりする 

ことが容易になります。

• 波及効果を生み出す機会を特定するため、選択したユースケース 

に関連する課題を調べます。 理想的なユースケースとしては、 

同一の基幹業務にある場合や、 共有データのニーズを持つ場合

などがあります。 うまくいけば、 簡単にスケーリングまたは複製

できるプロジェクトを発見できます。

3. データを準備する

• データ消費モデルを特定します。 ユーザー自身がオンデマンド

で洞察にアクセスし、それらを多様な方法でつなげられるような

サービス機能を必要としますか ? それとも、 定期的な自動報告

で間に合いますか ?

• ビジネス要件を満たすために必要なデータ要素を理解します。

扱っているのはどのデータ・ タイプですか ? データが生成、 取り

込まれ、処理、分析される頻度はどのくらいですか ? どのビジネス 

プロセスやアプリケーションが連携する必要がありますか ?

• 基本的なデータモデルの構築に投資します。 理想的には、すべて 

の人を討議の場に参加させ問題を洗い出すことで基本的な 

データモデルへの投資を決定します。 例えば、スケーラビリティー

について、 提案されたモデルは今日と同じように明日も機能す

るのか、 ビジネスニーズの変化に応じ、 どのような機能を追加 

する必要があるのか ? などを検討し投資を決定します。

• 組織のデータガバナンスや管理戦略を検討します。 だれが統括

するのか、 いつどのようにしてデータのクリーニングや更新を行

うのか、 どのように安全をするのか、 さらには法令を遵守してい

ることを証明できるか ? などの点について検討します。

4. インメモリー分析環境を計画する

• 利用可能なソフトウェア・ エコシステムを調べます。 インメモ

リー分析のユースケースをサポートするオープンソースのアプリ

ケーションや専用のアプリケーションが幅広く入手可能なため、 

すでにあるリソースを採用することもできます。 そうでなければ、

理想的なアプリケーションの改善、 構築に役立つ開発スキルへ

のアクセスがあるか確認します。

• インフラストラクチャーの主要製品のベンダーを選択します。

選択したソリューションが実際に機能するか確かめるために 

パイロットや概念実証を実行します。

• 組織のニーズや IT インフラストラクチャーの成熟度を勘案して、

インメモリー分析機能の実装方法を検討します。

• ベアメタルサーバー、 仮想マシンやハイパーコンバージド・ イン 

フラストラクチャー、 オーケストレーション機能のあるコンテ

ナー、クラウドなどの選択肢を検討できます。

5. 提供する

• 取り組みを段階的に進め、 ビッグバンのような成果は期待しな

いでください。 計画通りに進むとは限りませんし、 途中小さな 

障害などが発生するでしょうが、 これらを学べる機会、 次のサイ

クルに向けての最適化の機会として受け止めてください。

• 組織のインメモリー分析への取り組みのパフォーマンスや 

それを支えるシステムやアルゴリズムの保守管理の対策に関し

て合意し、 導入してください。 長期的には、 引き出した洞察の正

確性や品質を維持するために予測モデルを見直し、 調整する必

要が出てくる可能性が高くなります。
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常に処理できる以上のデータが生成される現在、データリソースの価値

を最大化することにデータ戦略を集中させていくことが重要です。 これは、

アルゴリズム、 ソフトウェア、 およびそれを支えるハードウェアの革新を 

通じて、 リアルタイム分析のユースケースを実現することを意味します。

これらの開発を最大限活用することを計画している組織は、インメモリー

分析への投資を優先し最大化することで、新たな利益の機会を手にする

ことが可能になります。

インメモリー分析と 
インテル

インテルの幅広いデータセンター・テクノロジーは、インメモリー分析の複雑さ 

を簡素化するために設計され、 最適化されています。 インテル® Optane™ DC

パーシステント・メモリーを搭載した最新世代インテル® Xeon® プロセッサーは、

データ主導の洞察の高速化によって、 サービス改善に必要なパフォーマンス、

永続性、容量を提供します。 これらのテクノロジーにより、データ複製のレイテ

ンシーを低減し、メモリー内のより大きな「作業」データセットの有効化に対応 

しつつ、 I/O 負荷の高いクエリー向けのシステム・ パフォーマンスが変革され 

ます。 CPU 上のメモリーへの永続性の導入により、インメモリー・データベース 

の起動時間を短縮するのに役立ちます。

同様に、ストレージのアーキテクチャーの一部としてインテル® Optane™ SSDを 

使用することにより、 パフォーマンスとコストの最適なバランスを維持しつつ、

DRAM の制限を超えてメモリー容量を拡大することができます。 これは、 イン

メモリー分析ワークロードで要求されるスピーディーな拡張性と柔軟性の実現

に役立ちます。

ハードウェアのイノベーションに対してのインテルの継続的なコミットメントに 

加え、 インテルはエコシステムとも緊密に協力しています。 これは、 サービス

提供や価値創造の迅速化のため、 特定のワークロードをサポートするように

設計、完全に統合、基準と比較されたソフトウェアとハードウェアのスタックを 

構築するためです。 Microsoft* SQL Server* 向けインテル® Select ソリュー

ションは、 オンライン・ トランザクション処理（OLTP）などインメモリーの高度

な分析のユースケース向けに最適化されています。
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