
インテルのテクノロジーで構築した

SAP HANA* プラットフォーム

待ち時間を短縮してリアルタイム分析を実行する方法
待ち時間は、誰にとっても好ましいものではありません。分析におけるデータの
待ち時間を短縮することで、意思決定の迅速化を促すインサイトをリアルタイ
ムで獲得し、ビジネス運営を高速化できます。データ分析を複数の業務ラインに
対して効率的かつ迅速に展開するには、どうすればいいのでしょうか？
ビジネスに変革をもたらすインメモリー分析を導入することで、ビジュ 
アル要素を大量に含むデータに素早くアクセスし、インタラクティブな操作と
迅速な分析を実現できます。

ユースケース
SAP HANA* プラットフォームの上位3つの用途のうち、貴社が必要としているのは、
どのユースケースですか？

リアルタイムの 
予測分析

直感的なモデリングと 
高度なデータ可視化を 
備えたインメモリー分析

簡素化された柔軟な 
データ・ウェアハウス機能
データをリアルタイムで
複製し、複雑さと 
遅延を排除

詳細なリアルタイム 
運用レポート

内蔵された抽出/移行機能 
により、レポートの待ち時間 
とプランニング・サイクルを 

短縮 
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SAP HANA* プラットフォームで機能する各ユースケース
分析には、次のメリットがあります。
• Apache* Hadoop* フレームワークやエンタープライズ・データ・ウェアハウス・ス
トレージなど、その他のビッグデータ・ツールとの迅速な統合

• 複数のデータソースを対象とした予測分析、空間分析、テキスト分析ライブラリーの
実行

• データをコア全体に分散させることでRAMをフル活用する、マルチコア・アーキテ
クチャーでのデータ管理

• 効果的なスケールアウトまたはスケールアップ・シナリオ

SAP HANA* プラットフォームは、コア・ビジネス・ 
プロセスの高速化、プランニング、最適化を実現する 
リアルタイム分析向けに設計されています。

リアルタイムの予測分析 

•   メモリー内でのリアルタイムの予測分析が可能になります。
•    SAP の予測分析ソフトウェアを介して直感的なモデリングと高度なデータ仮
想化を提供することで、ネイティブ・アルゴリズムと統合されたRソフトウェアに 
よるデータセット・マイニングを実現します。

•   ダッシュボード、アラート、モバイルデバイスにより分析を可視化します。
•   基幹業務ユーザーとデータ・サイエンティスト・ユーザーをサポートします。

簡素化された柔軟なデータ・ウェアハウス機能 

•    トランザクション・データ・ウェアハウスの読み込みプロセスから複雑さと
遅延を排除することで、トランザクション・システムから取得したデータの
複製をほぼリアルタイムで実行します。

•    その他のデータソース（SAPおよび非SAPを含む）の運用データを統合できます。
•    従来型の データ・ウェアハウスのように、十分なパフォーマンスを確保する
ために複雑なデータ構造を作成して保持する必要がありません。

詳細なリアルタイム運用レポート 

•    メモリー内で演算処理することでレポートの待ち時間とプランニング・サイ
クルを大幅に短縮する、内蔵された高速なデータ抽出 /移行機能を使用します。

•    リアルタイムでデータを同期することで、パフォーマンスの低下を防ぎます。
•    インメモリー・ビジネス・インテリジェンスにより、分析の 展開を高速化し、 
データのモデル化を必須の作業から 任意の作業へと進化させます。
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データソース
トランザクション、機械データ、エンタープライズ・コンテンツ、 
ソーシャルデータ、サードパーティー・データ

分析ツールおよびアプリケーション
ビジネス・インテリジェンス、データマイニング、データ・ディスカバリー

インテル ® Xeon® プロセッサー E7 
ファミリー搭載インフラストラクチャー

CPU メモリー

行指向 /列指向ストア 

パーティショニング

圧縮

データに 
のみ 挿入

ストレージ・ディスク

NVM

ログと 
バックアップ

ソリッドステート

Flash

HDD

さらに、インメモリー分析によって、真のリアルタイム・
データ・ストリーミングが可能になり、即座に 

結果が得られます。
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SAP HANA* に最適化されたインテルのテクノロジー

SAP HANA* プラットフォームは、最適化されたソフトウェア設計によって列指向 
データストレージ、高並列処理（MPP）、インメモリー・コンピューティングを統合し、
最新のハードウェア・テクノロジーをフル活用します。

効率的な大容量 
メモリーとキャッシュ
階層 

• インテル ® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーは、各サーバー内で
2-way、4-way、8-wayにネイティブ構成することで、超高速なデータ
アクセスを可能にします。

• すべてのデータは高い圧縮率でメインメモリーに格納され、メモリー
とキャッシュ間のデータ転送も最適化されます。列指向および行指
向テーブルの最適化も可能です。

 Non-Uniform 
Memory Access
（NUMA）

• メモリーアクセスの帯域幅をめぐるプロセッサー間の競合を軽減し
ます。

• SAP HANA* プラットフォームは、NUMAを使用してプロセッサーの
親和性を確保し、データ配置の割り当てを行います。

コア・パフォーマンス
の高速化と高度に最 
適化されたソリュー
ション・スタック

• インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2は、特定の条件下で（SAP 
HANA* の場合は自動的に）定格の動作周波数よりも高速でプロセッ
サー・コアを動作させることができます。

• インテルは、拡張命令セット、インテル® パフォーマンス・カウンター・
モニター（インテル ® PCM）、インテルのソフトウェア開発ツールも提
供しています。

データ暗号化の  
高速化

• インテル ® AES New Instructions（インテル ® AES-NI）4により、 
パフォーマンスに影響を与えることなく高速な暗号化が実現します。

高いコア数と柔軟な 
マルチスレッディング

• データ・パーティショニングとソフトウェア並列化により、30スレッド
当たり最大15のコアが大量の並列処理を行います。

• インテル ® ハイパースレッディング・テクノロジー（インテル ® HT）1

により、各プロセッサー・コアは2つの命令ストリームを同時に実行
できます。SAP HANA* プラットフォームは、できるだけ並列処理を
優先し、シーケンシャル処理を回避します。

高度な信頼性、  
可用性、保守性  
（RAS）機能

• インテル ® Run Sure テクノロジー 3とインテル ® Solid-State Drive
（インテル ® SSD）により、ログおよび復元のための永続的な高速スト
レージと、高可用性 /災害復旧（HA/DR）状況における柔軟なフェイル
オーバー・オプションが利用可能になります。
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ケーススタディー
世界中の企業が、柔軟なプランニング、出張費や時間の最適化、顧客行動の管理、サービ
スレベルの管理、センサーデータの取り込みなど、さまざまな用途にSAP HANA* を使
用して、大規模なデータ処理を行っています。ここに挙げるのは、その中の一例です。

リアルタイム・インメモリー分析に関心をお持ちですか？ 
リアルタイム・インメモリー分析についてのお問い合わせは、各地域のSAP担当者に 
直接ご連絡ください。
SAP HANA* プラットフォームの詳細については、http://hana.sap.com/ を参照してください。
または、インテル IT センターのhttp://www.intel.co.jp/bigdata/ にアクセスして、 
組織の強みとなるスマートなビッグデータ戦略の構築に役立つリソースを参照してください。

迅速なDNA分析で 
研究を推進する

三井情報株式会社は、日本を代
表するテクノロジー・コンサル
タント会社です。同社は、SAP 
HANA* プラットフォームを使っ
たバイオインフォマティクスに
よってリアルタイム・ソリュー
ションを構築することで、DNA
サンプルを迅速かつ精密に分析
して、 ガンなどの病気に対して
効果を発揮する新薬の開発を 支
援しています。その詳細をご覧
ください。

1日に100万回以上測定するこ
とでサービスを改善

世界最大規模の圧縮空気シス 
テム・サプライヤーは、SAP 
HANA* ソフトウェアを使用し
てシステムの予防的なメンテ
ナンスを行い、1日に100万回
以上測定してデータを収集する
ことで、ダウンタイムの可能性を
予測してカスタマーサービスを
改善しています。

リアルタイムのインサイトにより、
毎秒1,900ドルの取引を実行

世界中で 9 , 0 0 0 万人のユー
ザーを抱えるオンライン取引
マーケットプレイスが毎秒
1,900ドル以上の商品取引を 
どのように処理しているかご覧 
ください。eBayは、SAP HANA*  
プラットフォームを使用して、
早期パターン検出システムと予
測分析によるリアルタイムの
インサイトや行動に直結する 
ビジネス・インテリジェンスを
出品者に提供しています。

MKI eBayKaeser 
Kompressoren

ビデオを見る >

http://hana.sap.com/
http://www.intel.co.jp/bigdata/
http://bit.ly/1yQNpy8


1.  一部のインテル ® プロセッサーで利用できます。インテル ® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応したシステムが必要です。詳細については、各システムメーカーにお問い合わせください。
性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル ® HTテクノロジーに対応したプロセッサーの情報など、詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/
hyperthreading_more.htm を参照してください。

2.  インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーおよびインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、一部のインテル® プロセッ
サーでのみ利用可能です。各システムメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/
technology/turboboost/ を参照してください。

3.  絶対的な信頼性、可用性、または保守性を提供できるコンピューター・システムはありません。インテル ® Run Sure テクノロジー対応システム（対応するインテル ® プロセッサーおよび対応テクノ
ロジーを含む）が必要です。一部のインテル® プロセッサーに内蔵されている信頼性機能を使用するには、別途ソフトウェア、ハードウェア、サービスまたはインターネットへの接続、あるいはその両
方が必要となる場合があります。結果はシステム構成によって異なります。詳細については、各システムメーカーにお問い合わせください。

4.  絶対的なセキュリティーを提供できるシステムはありません。テクノロジーに対応したインテル ® プロセッサーと、同テクノロジーの利用に最適化されたソフトウェアが必要です。詳細については、
各システムメーカーまたは各ソフトウェア・ベンダーに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。
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