
現在多くの企業では、さまざまなソースから収集される多種多様な形式のデータであふれて
います。 このデータを迅速かつ効果的に実用的な洞察へと変換してタイムリーな意思決定を
促進することが、成功への極めて重要なカギとなります。 このようなデータは複雑で量も膨大
なため、困難な課題となる場合がありますが、バッチ処理とリアルタイム分析の両方に対応で
きるインフラストラクチャーによって、その課題を克服することができます。

SAS* 9.4 は、同社の分析ソフトウェア ・ スイートの基盤であり、データに対するアクセス、管理、
分析、 レポートにより意思決定を支援します。 SAS とインテルは継続的な共同エンジニア
リングにより、強力な分析ソリューション ・ スタックを構築する補完的なビルディング ・ ブロッ
クを開発しています。 さまざまな業界の企業が、 大量のデータセットを洞察や競争力に変え
るアプリケーションの基盤として、これらのソリューション ・ スタックを使用しています。

進化し続ける企業に向けた高速パフォーマンス
テスト環境で、 インテルのパフォーマンス ・ エンジニアリング ・ チームは、 図 1 に示すように、
インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー搭載の 2-way サーバーで前世代に比べ
て最大 1.57 倍のスピードアップを実現しました。1 インテル® Optane™ テクノロジーで高
速化したローカルストレージを使用すると、さらに最大 1.27 倍高速化し、全体でのパフォー
マンス向上は前世代のハードウェアに比べて最大 2 倍になります。1

このテストでは SAS* Mixed Analytics と呼ばれるワークロードを使用しています。 これは
ユーザーの一般的な SAS 分析実稼動環境をシミュレートする目的で設計されたワークロー
ドです。 このテスト ・ インスタンスでは、データ負荷の高い分析タスクを並列に実行する同時
ユーザー数 30 のシミュレーションを行います。 長時間の極めて高いプロセッサー使用率と、
大規模ブロックのシーケンシャル I/O の大量要求に加え、小規模ブロックのランダム I/O を
同時に生成することで、システムに負荷をかけます。

インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーとインテル® Optane™ SSD を搭載したサー
バー上で SAS* 9.4 を実行すると、分析のスループットが向上し、大規模なデータセット全体
にわたって、 さらに複雑な分析を短時間で実行できるようになります。 その結果、 ワークロー
ドからより深い洞察を得て、 ビジネスに大きく影響する重要な意思決定に役立てることがで
きます。 例えば、SAS* 9.4 をリスク管理に使用する企業は、規制や価格設定関連のシナリオ
の実行を短期間で決定し、そのワークロードをこれまでよりも頻繁に実行することで、もっと
効果的にさまざまなタイプのリスクを軽減することも可能です。

インテル® Xeon® スケーラブル ・ プ
ロセッサーとインテル® Optane™ 
SSD を搭載したサーバー上で SAS*
ビジネス ・ アプリケーションを実行
することで、 変革の可能性を秘めた
分析の土台を作ることができます。

•  より複雑な分析を実行し、 業務で
高度なモデルを活用できます。

•  構造化データと非構造化データ
が混在する大規模なデータセット
でも、高速に実行します。

•  より有益な洞察を得て、 ビジネス
の状態を把握し、 成長させる方法
について理解が深まります。

インテル ® Xeon® Platinum 8180 プロセッサーとインテル ® Optane ™ テクノロジーにより、 
SAS* 9.4アプリケーションで並列分析タスクを最大2倍 1 の速度で完了できます。

分析やリスク管理のワークロードの
パフォーマンスを大幅に向上

ソリューション概要
SAS* 9.4
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
インテル® Optane™ テクノロジー
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進化した SAS* アナリティクスでイノベーションを加速
多くの企業が、 SAS* 9.4 を予測分析の基盤として、 無関係な情報も
含んだ膨大なデータから、大きな収益のチャンスを示す明確なシグナ
ルをとらえるアプリケーションを実行しています。 インテル® アーキ
テクチャー上で動作する SAS* 9.4 によって、 データを素早く簡単に
操作して、それまで隠れたままになっていた重要な関係性を見つける
ことが可能です。 直感的でパワフルなドラッグ・アンド・ドロップ・イン
ターフェイスによって、ビジネスユーザーがコードを記述することなく、
期待どおりの効率で精度の高い結果を出力するモデルを作成でき
ます。 同時に、このソフトウェアでは、専用の SAS* プログラミング言
語により、 上級ユーザー向けの強力で包括的な機能セットも提供さ
れます。

SAS に実装されたデータ管理と分析のツールを利用することで、
企業はすべてのデータを自由に操作する能力を手に入れることがで
きます。 例えば、 パワフルな言語モデリングでテキスト分析を行い、
ソーシャルメディアなどのソースからの非構造化ビッグデータを読み
解くことも可能です。 SAS のマシンラーニング機能と自然言語処理
機能がこういったプロセスを自動化して高速で処理し、データの価値
が最適化されます。 インテル® アーキテクチャー上で動作する SAS* 
9.4 によって、 複数のデータソースを通じた実験の発展や、 分析の真
の可能性を最大限に発揮する洞察を導き出すことができます。

企業のインフラストラクチャー上でイノベーションを実現するため、
SAS* 9.4 では分析タスクを個別のピースに分解して、それぞれをハー
ドウェア・リソース全体に展開できるようにします。 これはインテル® 
アーキテクチャーに固有の高速並列処理を活かす方法で、データセッ
トが増大するにつれて、パフォーマンスと拡張性の両方が向上します。
インテル® ソフトウェア開発ツールは、 ソフトウェアとハードウェア
間での相互作用を強化できます。 例えば、 SAS では製品の開発に
インテル® Parallel Studio XE を使用しているため、インテル® プラッ
トフォームの世代が新しくなるたびにパフォーマンスを最適化するこ
とができます。 同社は、インテル® マス・カーネル・ライブラリーをベー
スにしたカスタムビルドのライブラリーもディストリビューションの
一部として実装し、インテル® プロセッサーのシリコン専用に高度に
チューニングした演算機能を提供しています。

インテル® アーキテクチャーとの 
パワフルな相乗効果を活用
インテルのアプリケーション・エンジニアは、 SAS のソフトウェア /
データ分析開発チームと緊密に連携して、両社のビルディング・ブロッ
クが互いの優位性を活かして、 共通の顧客の利益につながるよう取
り組んでいます。 SAS のソフトウェアとインテルのハードウェアの間
には、このように進歩を加速する補完的な性質があり、よりスマート
で迅速な意思決定を促す分析を導入することで、 企業がもっと効率
的に競争力を高められるよう支えています。 データ量とそれに伴うワー
クロードが増え続けるにつれ、この相乗効果はさらに重要となります。
インテルが提供するシステムレベルの新しいビルディング・ブロッ
クの導入により、 エンタープライズ規模のアプリケーション向けに、
新機能で現状を変革するチャンスが到来しています。

図 1. SAS* 9.4 を実行する 2-way サーバーでの、SAS* Mixed Analytics
ワークロードのパフォーマンス向上 1

「インテルのイノベーション力を活用することで、 
SAS のユーザーは、 
最新の分析プラットフォームを使用して 
素早くデータを洞察へと変換し、 
自信を持って意思決定を行っています。 
新しいインテル® Xeon® スケーラブル・ 
プロセッサーとインテル® Optane™ テクノロジー 
によって、パワフルな高速分析を 
容易に実行できるようになり、AI、IoT、 
マシンラーニングなど、最先端の分野で 
分析の効果を発揮することができます」

– SAS
プラットフォーム研究開発担当副社長
Craig Rubendall 氏

「より優れた分析機能が、洞察に基づく 
イノベーションを実現する力を企業に 
提供しています。 SAS とインテルの 
アーキテクチャーを基盤とする 
ソリューションは、データに存在する 
パターンや重要性を明らかにして、 
過去をしっかり受け止め、現状に合わせて 
きめ細やかな調整を行い、将来の予測を立てる 
意思決定者を支援します」

– インテル
副社長兼 IT 最新化グループ・ジェネラル・マネージャー
Lisa Davis
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SAS* 9.4 による 2-way サーバーでのパフォーマンス向上 1

https://software.intel.com/en-us/intel-parallel-studio-xe
https://software.intel.com/en-us/mkl
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新しいインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

次世代の分析パフォーマンスの基盤となるインテル® Xeon® スケー
ラブル・プロセッサーは、 この 10 年で最も影響力の大きいプラット
フォームの進歩です。 14nm プロセス ・ テクノロジーに基づいて再
設計された実行コアのそれぞれが、ハードウェア・スレッド単位のパ
フォーマンスを引き上げると同時に 2、ソケット当たり最大 28 のコア
数でハードウェア並列処理を加速します。 例えば、 インテル® Xeon® 
Platinum 8180 プロセッサーの場合、 ベースライン・システムに比
べてソケット当たりのコア数が 22 から 28 に増加したことが、図 1 に
示すパフォーマンス向上の一因となっています。

新しいプラットフォームでは、キャッシュとメモリー ・サブシステムの
全体が再設計され、多様なソースから抽出される大規模なデータセッ
トの処理を可能にする次世代型のサポートを実現しています。 こういっ
た進歩がすべて、 実証済みのビジネス価値を最新のエンタープライ
ズ環境に提供する SAS アプリケーションによる、 データ負荷の高い
分析ワークロード全体での高速化に大きく貢献しています。

•  低レイテンシーを実現する新しい L1/L2キャッシュ階層：オンダイ・
データ処理の効率を向上。

•  6 レーンのメモリー：前世代と比較しメモリー帯域幅が 1.5 倍に
拡大。2

•  高性能の大容量メモリー ： 最大 24 DIMM の DDR4-2667 RAM
を接続。2

•  コア周波数の向上：新しいプラットフォームでテスト中の平均は約
3.40 GHz。 これに対して旧版ハードウェアでは 2.80 GHz。1

インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサー搭載サーバーによ
るデータ処理は、 さらに多数の I/O イノベーションによって強化され
ています。 複数のプロセッサーをまたぐソケット間通信は、 新しい
インテル® ウルトラ・パス・インターコネクトによって高速化されます。
これにより以前のアーキテクチャーよりも大きな帯域幅を提供し、
拡張性の強化と低レイテンシーの動作を実現します。 また、このプラッ
トフォームはソケット当たり最大 48 レーンの PCI Express* に対応
しています。 これは前世代に比べて 20% 増加しています。

インテル® Optane™ テクノロジー

SAS* 9.4 および製品ポートフォリオは、 プロセッサーの進歩だけで
なく、 高性能のインテル ® Optane ™ SSD からもメリットを受けて
います。 この不揮発性メモリーデバイスによって、 企業ユーザーは、

大規模な DRAM 導入を妨げる原因となることが多いコスト面での
制約を回避できます。 また、 従来型の NAND で構成したシステムを
使用して膨大なデータ量を処理する場合に伴う性能ボトルネックを
解消できます。

今回のテストでは、 ワークロードで使用するスクラッチスペースを
インテル® Optane ™ SSD にマッピングすることによって、インテル® 
Optane™ テクノロジーによる 1.27 倍のスピードアップが実現され
ています。 通常 SATA SSD では、ファイルシステムが生成する多数の
小規模ブロックのランダムライトによってボトルネックが生じますが、
この方法によってそのボトルネックを解消できます。

インテル® Optane™ テクノロジーは、SAS* ワークロードの応答性を
向上し、 システムメモリーと同等のパフォーマンスを提供します。 こ
の特性によって、インテル® Optane ™ SSD DC P4800X シリーズは
新しいデータ階層を提供できます。 これは、 インテル® 3D XPoint™ 
メモリーメディアとインテルの高度なシステム・メモリー ・コントロー
ラー、インターフェイス・ハードウェア、ソフトウェア IP との独自の組
み合わせに基づいています。 インテル® Optane™ SSD は、インテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサーによるコンピューティングの進
歩を、次のようなアドバンテージで補完しています。

•  高スループットによる圧倒的なパフォーマンス

•  低レイテンシーで高負荷時にも優れた応答性を発揮

•  高耐久性によりデータ負荷の高い演算処理を継続実行

このインテルのビルディング・ブロックと SAS* ソフトウェアの組み
合わせは、 企業がデータによって戦術的および戦略的運用の両方を
変革できる限界を押し広げていくうえで、画期的なメリットをもたら
します。

まとめ
大規模データセットからビジネスにより適切な洞察を容易に引き出
すことによって、 企業ユーザーは SAS* アナリティクス・ソフトウェア
とインテル® アーキテクチャーを使用して幅広いイノベーションを実
現できます。 パフォーマンスの劇的な向上に加え、ビジネスユーザー
にも技術ユーザーにも合わせて調整された使いやすさも兼ね備えて
います。 この組み合わせは、 手間をかけず効果的に膨大な量のデー
タを取り込んで活用する高度な手段です。 メインストリームの SAS と
インテルのテクノロジーを基盤とする分析は、ビジネスプロセスを全
面的に変革するところまで来ています。



1  SAS* 9.4 アプリケーションで 30 セッションの SAS* Mixed Analytics ワークロードを実行。 OS：CentOS* 7.2 カーネル 3.10.0。 インテルと SAS が 2017 年 5 月にテストを実施。

  ベースライン：2 x インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 @ 2.20 GHz（22コア）、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー有効、インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー無効、BIOS：275.R01.1603300531、総メモリー
256 GB（16 スロット、16 GB、2133 MT/s、DDR4）、7 x インテル® SSD データセンター S3700 シリーズ （800 GB）、1 x インテル® SSD データセンター P3700 シリーズ （2 TB）、CentOS* 7.2 カーネル 3.10.0。

  新規構成：2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー @ 2.50 GHz（28 コア）、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー有効、インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー無効、BIOS：01.00.0412.020920172159、
総メモリー 384 GB（24 スロット、16 GB、2666 MT/s、DDR4）、4 x インテル® SSD データセンター S3700 シリーズ （800 GB）、1 x インテル® SSD データセンター P3700 シリーズ （2 TB）、CentOS* 7.2 カーネル 3.10.0。

  インテル® Optane™ テクノロジーを使った新規構成：2 x インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー @ 2.50 GHz（28 コア）、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー有効、インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー無効、
BIOS：01.00.0412.020920172159、総メモリー 384GB（24 スロット、16 GB、2666 MT/s、DDR4）、4 x インテル® SSD データセンター S3700 シリーズ （800 GB）、4 x インテル® Optane™ SSD データセンター P4800X シリー
ズ （375 GB）、CentOS* 7.2 カーネル 3.10.0。

2  http://www.intel.co.jp/XeonScalable/

  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター ・システム、コン
ポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、
パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 詳細については、http://www.intel.com/performance/datacenter/（英語） を参照してください。

  本資料は、（明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず） いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。 本資料に記載されているインテル製品に関する侵害行為または法的調査
に関連して、本資料を使用または使用を促すことはできません。 本資料を使用することにより、お客様は、インテルに対し、本資料で開示された内容を含む特許クレームで、その後に作成したものについて、非独占的かつロイヤルティー
無料の実施権を許諾することに同意することになります。

  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。

  本資料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。

  記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを目的としています。 状況は
さまざまであると考えられます。 インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。
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次のステップ
インテル ® Xeon® スケーラブル・プロセッサーの詳細：http://www.intel.co.jp/XeonScalable/

インテル ® Optane ™ テクノロジーの詳細：http://www.intel.co.jp/optane/

SAS* 9.4 の詳細：http://www.sas.com/ja_jp/software/sas9.html

SAS とインテルの連携に関する詳細：http://www.sas.com/intel/（英語） および http://www.intel.co.jp/sas/

http://www.intel.co.jp/XeonScalable/
http://www.intel.com/performance/datacenter/
http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/XeonScalable/
http://www.intel.co.jp/optane/
http://www.sas.com/ja_jp/software/sas9.html
http://www.sas.com/intel/
http://www.intel.co.jp/sas/

