
ビッグデータ分析の障壁を解消
インテルと SAP の連携ソリューションで、データストレージの 
動的階層化および分析を実現する方法

ソリューション概要

企業はこの数十年の間、 ビジネス上の意思
決定を進めるために、リレーショナル・データ
ベースに格納した構造化データに依存してき
ました。しかし、処理能力やストレージ能力の
大幅な向上に加えて、新しいデータ収集の手
法が発展したことで、膨大なデータセットを
収集、分析する新たな道が切り開かれました。
企業は、これまでとは比べようもないほどは
るかに大量のデータをかつてない速度で収集
し、そのデータに基づいて、リアルタイムで極
めて重要な意思決定を行えるようになります。

ディスクベースのリレーショナル・データベー
スに格納したデータを分析する従来の方法で
は、このリアルタイムの俊敏性を妨げること
にもなりかねません。データ量が増加すると、
従来型の分析ツールが原因でデータベース
の処理速度が遅くなり、このデータベースに
依存するアプリケーションが応答しなくなる
こともあります。企業は、数百テラバイト単位、
場合によってはペタバイト単位のデータセッ
トを対象に、レポート作成や、ほぼリアルタイ
ムのアドホック分析が可能なソリューション
を必要としています。

このような課題に対処するため、インテルと
SAPは協力して、 大規模な高速データセッ
トの格納と分析を行うための革新的な概念
実証システムを構築しました。このソリュー
ション概要では、 階層型アーキテクチャー ・

アプローチの設計理念とメリット、システム
を構成するハードウェア・コンポーネントと
ソフトウェア・コンポーネント、性能テストの
結果について説明しています。

ビッグデータ分析の課題

今日の企業は、ソーシャルメディア・サイトか
ら製造プラントのセンサーに至るまで、膨大
な数のソースから膨大な量のデータをリアル
タイムで取得します。データ収集ソースが幅
広いため、データタイプも、写真、動画、テキ
ストなど、多岐にわたります。従来型のディス
クベースのリレーショナル・データベース管
理システム （RDBMS） では、非常に厳格なス
キーマが必要とされるため、このような非構
造化データの収集や分析に最適なソリュー
ションとは言えないかもしれません。大規模
なデータベース・テーブルに対して複雑なア
ドホッククエリーを実行すると、処理速度が
遅くなることが多いため、ユーザーの不満を
生み、意思決定プロセスを損なう可能性も出
てきます。また、アプリケーションのパフォー
マンスが低下すると、レポートの作成や統計
データの収集といった日常的なタスクに影響
が及び、最終的にはデータ・セキュリティーに
まで響きかねません。従来型のデータベース
に大量のデータを詰め込みすぎている企業で
は、不満を感じたユーザーが保護されたプラ
イマリー ・データベースから小さなローカル・

データベースにデータを引き出すようになり、
結果的にセキュリティー ・ポリシーやプライ
バシー ・ポリシーの侵害につながってしまう
おそれがあります。

企業が直面するもう1つの課題として、新し
いデータと古いデータの両方が同じデータ
ベース内に格納されるという問題があります。
データがアクセスされる頻度は、時間の経過
とともに減少するものです。プラント・マネー
ジャーがプラント製造統計データをリアルタ
イムで確認したいと思う一方で、監査担当者
が製造統計データ履歴を確認するのは四半
期単位です。両方のニーズを満たすには、新
しいデータが常に古いデータと結合され、デー
タベース・エンジンはデータベース内の増大
し続けるデータに対しクエリーを実行しなけ
ればなりません。これではパフォーマンスが
低下し、重要なリアルタイム分析が制限され
るおそれがあります。

そこでインテルとSAPは、クエリーのパフォー
マンスを維持しつつ、大規模な非構造化デー
タセットの取り込み、格納、整理を行う際のパ
フォーマンス上の課題に対処できる分析シス
テムの構築を目指しました。
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ソリューション概要

設計理念：データの動的階層化

パフォーマンスと速度、量、種類との間でバ
ランスを取るという課題に対処するため、
インテルとSAPは、データへのアクセス頻度
を温度にたとえて動的に階層化するという
コンセプトをシステム設計の基盤としました。
「頻繁にアクセスされるデータを高速ランダ
ム・アクセス・メモリー（RAM） に配置し、アク
セス頻繁のそれほど高くないデータは比較的
安価な低速ストレージに配置する」 というの
が設計理念です。

このコンセプトに基づいた多重温度データは、
3つのカテゴリーに分類されます。

•	 	「ホットデータ」 は、組織内で頻繁にアクセ
スされるデータです。リアルタイム予測や、
レポート作成、 アドホッククエリーに使用
されるデータなどが対象となります。ホット
データは、リアルタイムで結果を提供するた
めに、ソリッドステート・ドライブ （SSD） も
含めディスクベースのストレージではなく、
高速RAMに格納する必要があります。

•	 	「ウォームデータ」 は、ホットデータほど頻
繁ではなく、ある程度のアクセスがあるデー
タです。ウォームデータは、インテル®	SSD	
DC	P3700シリーズなど、 高速分析エン
ジンを搭載したディスクベースまたはSSD
ベースのストレージに格納する必要があり
ます。例えば、コールセンターの場合、「月
次で通話統計データのレポートを作成する
必要があるが、リアルタイムの結果は必要
としない」 ということがあります。データは、
アーカイブされるまでこの状態にあること
が一般的です。

•	 	「コールドデータ」 は、散発的にアクセスさ
れるデータで、アーカイブと見なされます。
例えば、製造プラントでは、数年以上前に
取得したデータが必要になることは頻繁に
はありませんが、プロセス改善によって実
現したパフォーマンス向上を前年比ベース
で確認するために、過去のデータも利用で
きるようにしておくことが必要となる場合
があります。

データセットが小さい場合は、これら3タイプ
のデータがすべて、単一のシステム上や小規
模なシステムクラスター上に存在しているこ
とがあります。しかし、データ量が増え、使用
率が高まると、さまざまなレベルのコンピュー
ティング、メモリー、ストレージを活用した高
度な多層アプローチが必要となります。

インテルと SAPは、 システム ・アーキテク
チャーの基盤として多重温度データという
設計理念に重点を置き、まずは「ホット」層と
「ウォーム」層だけを実装し、テストを行いま
した。

アーキテクチャーの概要

インテルとSAPは、世界中の膨大な数のユー
ザーと数百テラバイトのデータを処理できる
多層データ分析/ストレージシステムを設計、
構築しました。この概念実証の一環として、具
体的なパフォーマンス目標は以下のように設
定されています。

•	 	数千のデータ収集デバイスから1時間当た
り数億行のデータを取り込み、新しいデー
タに対し15分以内にクエリーを実行で
きる

•	 	パフォーマンスの大幅な低下なしに、世界
中の数千人にも及ぶユーザーに向けて、数
億行のデータ全体でアドホッククエリーや
レポート作成を実行できる

•	 	過去のアクティビティーや将来の傾向をよ
り深く把握するために、 統合的な調査/予
測分析ツールを提供する

•	 	複数のストレージ/コンピューティング・シ
ステム階層間でデータ温度によるカテゴ
リー別のデータ移動を動的に管理する

このシステムは、以下の温度データモデルに
基づいて定義した2つのデータ管理/分析層
で構成されています。

1.	 	ホットデータ層：インテル®	Xeon®	プロ
セッサー E7	v2ファミリーとインテル®	
Xeon®	プロセッサーE7	v3ファミリーを
搭載したサーバーにSAP	HANA*	を実装
しています。1	この層は、永続ストレージ
にEMC*	VMAX3*	を使用します。

2.	 	ウォームデータ層：インテル®	Xeon®	プロ
セッサーE7	V2ファミリーを搭載したサー
バーにSAP	HANA*	Dynamic	Tieringを
実装しています。この層は、長期データス
トレージに、同じEMC*	VMAX3*	ストレー
ジシステムを使用します。

ホットデータ管理：SAP HANA*

1時間当たり数億行のデータを取り込むと
いう目標を達成するため、 インテルとSAP
は、 インテル®	Xeon®	プロセッサー E7	v2
ファミリーとインテル®	Xeon®	プロセッサー
E7	v3ファミリーを搭載したサーバークラス
ター上にSAP	HANA*	を実装しました。 SAP	
HANA*	は、従来型のディスクベースのリレー
ショナル・データベースとは異なるインメモ
リー ・データベース・プラットフォームです。
データはすべてシステムメモリー内に保持
され、ディスクベースのデータベースに比べて
桁違いに高速なアクセス速度を実現します。
SAP	HANA*	のインメモリー ・テクノロジーに
より、大規模な高速データセットのリアルタイ
ム分析が可能になります。また、SAP	HANA*	
のクラスター構成により、大量のデータをリア
ルタイムで取り込み、分析するという目標を
達成することができます。

プロジェクトの目標

プロジェクトの目標として挙げられた
のは、 1時間当たり数億行のデータを取
り込むこと、膨大な行数のデータ全体で
アドホッククエリーを実行できること、
調査 /予測分析ツールを提供すること、
そして、複数のシステム階層間のデータ
移動を動的に管理することでした。

ホット

ウォーム

データ温度

SAP HANA*
プロセッサー ：
インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリー
およびインテル® Xeon® プロセッサー
E7 v3 ファミリー
総コア数 ： 852
総 RAM 容量 ： 14 TB

EMC データドメイン
SAP HANA* バックアップ ・ ストレージおよび SAP HANA* Dynamic Tiering バックアップ ・ ストレージ

EMC* 
VMAX3*

SAP HANA*
永続ストレージ

および
SAP HANA* 

Dynamic 
Tiering 列指向

ストレージ

SAP HANA* Dynamic Tiering
プロセッサー ：
インテル® Xeon® プロセッサー E7-8850 v2
総コア数 ： 96
総 RAM 容量 ： 2 TB

x14

Lenovo* 4-way
サーバー

x1

Lenovo* 8-way
サーバー

図1.	インテルとSAPの分析ソリューションのアーキテクチャー概要（事前に定義した有効期限の基準に基づいて、
データがホット状態とウォーム状態の間を移動します）
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ウォームデータの管理：SAP HANA* 
Dynamic Tiering

ホットデータ層が高速データのリアルタイム
分析に適している一方、ウォームデータ層で
は、リーズナブルな価格のストレージに格納
された比較的大きなデータセット全体で予
測分析を実行する必要があります。このよう
な目標を達成するため、 インテルとSAPは、
インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8850	v2

搭載のサーバー上にSAP	HANA*	の動的階
層化オプションを実装しました。

SAP	HANA*	の動的階層化オプションを使
用すると、 事前に定義した有効期限のしき
い値に達したときに、データをシステムメモ
リーからコストの低いディスクまたはSSD
のストレージに移動できます。 SAP	HANA*	
Dynamic	Tiering は、 SAP	HANA*	Data	
Warehouse	Foundationのデータ・ライフサ

表 1. ホットデータ層サーバー構成

ホットデータ層サーバー構成

サーバー インテル®	Xeon®	プロセッサーE7ファミリー搭載Lenovo*	4-way
サーバーx14台2

総コア数 852

総メモリー容量 14	TB

表 2. ホットデータ層ネットワーク構成

ホットデータ層ネットワーク構成

内部ネットワーク 10ギガビット・イーサネット （GbE）接続	-	Lenovo*	RackSwitch*	
G8272を使用

クライアント・ネットワーク 10	GbE接続	-	Lenovo*	RackSwitch*	G8272を使用

管理ネットワーク 1	GbE接続	-	Lenovo*	RackSwitch*	G8052を使用

ストレージ・ネットワーク 8ギガビット・ファイバーチャネル接続	-	EMC	*VMAX3*	ファミリー ・
ストレージシステムとSAP	HANA*	サーバークラスターをリンク

表 3. ウォームデータ層サーバー / ストレージ構成

ウォームデータ層サーバー / ストレージ構成

サーバー Lenovo*	8-wayサーバーx13

プロセッサー インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8850	v2

総コア数 96

総メモリー容量 2	TB

ストレージ EMC*	VMAX3*	ファミリー ・ストレージシステム

表 4. ウォームデータ層ネットワーク構成

ウォームデータ層ネットワーク構成

クライアント・ネットワーク 10	GbE接続x4（論理40ギガビット接続）	-	Lenovo*	
RackSwitch*	G8272を使用

管理ネットワーク 1	GbE接続	-	Lenovo*	RackSwitch*	G8052を使用

ストレージ・ネットワーク 8ギガビット・ファイバーチャネル接続x2	-	EMC*	VMAX3*	ファミ
リー ・ストレージシステムとSAP	HANA*	Data	Tieringサーバーを
リンク

イクル管理機能を利用して、期限切れのデー
タを、SAP*	IQが管理するニアラインストレー
ジに移動します。

SAP	HANA*	Dynamic	Tieringは、 構造化
データセット、 半構造化データセット、 非構
造化データセットを横断した大規模な高度
分析を可能にします。また、ウォームデータ用
に、迅速なバルク・ローディング機能と、費用
対効果に優れたニアラインストレージを提
供します。 その結果、 SAP	HANA*	Dynamic	
Tieringにより、ウォームデータの分析に強力
かつ費用対効果の高い中間ストレージと分
析プラットフォームが実現されます。

概念実証のパフォーマンス結果

概念実証システムは、多くの面で当初の設計
目標を上回りました。 4

•	 	このシステムは、1時間当たり240億行の
データという負荷速度を達成し、 1時間当
たり数億行のデータという当初の目標を大
きく上回りました。

•	 	ウォームデータ層にデータをロードした
際、使用したメモリーはわずか264	GBで、
インテル®	Xeon®	プロセッサーのピーク時
使用率は14％でした。そのため、データロー
ドの実行中でも、システムはアドホッククエ
リーに迅速に応答できました。この結果は、
「データのロード中でもパフォーマンスの大
幅な低下なしにユーザーにアドホッククエ
リーのサービスを提供する」 という設計目
標を満たすものです。

•	 	ホットデータ層では、 88秒で18億行の
データを分析する準備ができました。ウォー
ムデータ層では、 SAP	HANA*	Predictive	
Analysis	Library（PAL） を使用して18億
行のデータの集約と分析にかかった時間は、
2分未満でした。 20億行の抽出/変換/ロー
ド （ETL）処理には4分48秒かかっていま
すが、分析の準備には88秒しかかかってい
ません。プロセス全体が6分で完了し、 当
初の設計目標である15分よりも短い時間
で済んでいます。	

•	 	合計で8,000億行のデータがロードされ、
これは非圧縮データ51テラバイト分に相
当します。 EMC*	VMAX3*	ストレージファ
ミリーは、 4ペタバイトまで拡張可能で、
1秒当たり55,643.78メガバイトの性能ス
ループットを達成しています。 5

•	 	SAP	HANA*	Data	Lifecycle	Managerは、
4億2,900万行のデータを2.5時間でホッ
トデータ層からウォームデータ層に移動し
ました。この結果は、データ移動に関する設
計目標を満たすものです。



まとめ

今日のデータ駆動型のビジネス世界に
おいて、精度の高いデータ収集/分析は、
競争上の優位性を獲得するうえで大きな
役割を果たします。ただし、かつてないほ
どデータの速度、量、種類が増大し、分析
ツールが高度化するようになり、 これま
で最も強力だったリレーショナル・デー
タベースでさえ、 負荷に耐えることが難
しくなってきています。従来型のデータ分
析とストレージ方法の限界を克服するた
め、インテルとSAPは協力して、大規模な
データセットの階層化データストレージ
と分析を実現する分析システムを設計お
よび構築しました。このシステムであれば、
迅速かつ効率的なクエリー実行が可能に
なります。構築されたシステムは、データ
ロードの速度、 データロード中のシステ
ム可用性、データロード後の分析準備ま
でにかかる時間といった点で、概念実証
の当初の目標を上回りました。

図2.	データ収集/分析プロセスを加速しつつ、長期データストレージを最適化するインテルとSAP

インテルとSAPによるハードウェアとソフト
ウェアの組み合わせは、 大規模な高速デー
タセットの取り込みと分析のための強力な
基盤を提供しました。インテル®	Xeon®	プロ
セッサー搭載のサーバークラスターとSAP	
HANA*	を組み合わせることで、 想定をはる
かに上回る大量のデータを取り込む方法が

実現したのです。また、この概念実証により、
インテル®	Xeon®	プロセッサー基盤でSAP	
HANA*	Dynamic	Tieringを実行することで、
ユーザーベースのアドホッククエリーにほとん
ど影響を与えることなく、大規模なデータセッ
トの集約と分析が可能になることが証明され
ました。

1	 	今回の共同実証実験環境では、一部のサーバーでインテル®	Xeon®	プロセッサーE7	v2ファミリーを搭載していますが、インテルとSAPでは、新構成のインテル®	Xeon®	プロセッサーE7	v3ファミリー搭載サーバーの使
用を推奨しています。インテル®	Xeon®	プロセッサーE7	v3ファミリーに導入されたインテル®	トランザクショナル・シンクロナイゼーション・エクステンション （インテル®	TSX） を活用すると、最大6倍の性能向上が可能
なためです。「新登場のインテル®	TSXを使用することで、トランザクション・ワークロードのパフォーマンスが最大6倍向上する」 という主張は、SUSE*	Linux*	Enterprise	Server	11	SP3サーバー上で1分当たりのトラン
ザクション数（TPM） を測定するSAP内部で実施したOLTP挿入/選択テストに基づきます。

	 	構	成：

	 	 a.		ベースライン1.0：4-way	インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-4890	v2、512	GBメモリー、SUSE*	Linux*	Enterprise	Server	11	SP3、SAP	HANA*	1	SP8（スコア：14,327	TPM）

	 	 b.		最大で1.8倍のTPM：4-way	インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-4890	v2、512	GBメモリー、SUSE*	Linux*	Enterprise	Server	11	SP3、SAP	HANA*	1	SP9（スコア：26,139	TPM）

	 	 c.		最大で2.7倍のTPM：4-way	インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8890	v3、512	GBメモリー、SUSE*	Linux*	Enterprise	Server	11	SP3、SAP	HANA*	1	SP9、インテル®	TSX無効（スコア：39,330	TPM）

	 	 d.		最大で6倍以上のTPM：4-way	インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8890	v3、512	GBメモリー、SUSE*	Linux*	Enterprise	Server	11	SP3、SAP	HANA*	1	SP9、インテル®	TSX有効（スコア：89,619	TPM）

	 	詳細については、http://www.intel.com/performance/datacenter/（英語） を参照してください。

2	 	ホットデータ層は、下記のプロセッサーを搭載した計14台のサーバーを使用（インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8890	v3搭載サーバーx2、インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8890	v2搭載サーバーx4、インテル®	
Xeon®	プロセッサーE7-8880	v2搭載サーバーx5、インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-4890	v2搭載サーバーx2、インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-4860	v2搭載サーバーx1）。各サーバーには1	TBのRAMと4つの
ソケットが搭載。ホットデータ層の総コア数は852、総RAM容量は14	TB。

3	 	ウォームデータ層は、インテル®	Xeon®	プロセッサーE7-8850	v2を搭載した8-wayサーバーを1台使用。総コア数は96、総RAM容量は2	TB。

4	 	計8,000億行のデータをロード、非圧縮データ約51	TB分。 EMC*	VMAX3*	システムは、1秒当たり800	MB（利用可能な容量の約2％） を達成し、ウォームデータ層に1時間当たり240億行のデータを書き込み。データ
負荷は100個のデータファイルで構成、ウォームデータ層の192コアのうち100コアを並列にロード （残りのコアはアドホッククエリーの処理に使用）。各データファイルは、サイズ5	GB、約7,700万行分のデータを含む。
性能測定には、業界標準のベンチマークが使用されていない点にご注意ください。

5	 	EMC*	VMAX3*	ベンチマーク情報の詳細については、 http://www.storageperformance.org/benchmark_results_files/SPC-2/EMC/B00073_EMC_VMAX-400K/b00073_EMC_VMAX-400K_SPC-2_executive-
summary.pdf（英語） を参照してください。

	 	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、ほか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。

	 	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。

	 	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。

	 	インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたはウェブサイトについて管理や監査を行っていません。本資料で参照しているウェブサイトにアクセスし、本資料で参照しているデータが
正確かどうかを確認してください。

	 	Intel、インテル、Intelロゴ、Xeonは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel	Corporationまたはその子会社の商標です。

*	 	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。
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8,000 億行のデータをロード
1 時間当たり 240 億行のデータ

120 秒未満
SAP HANA* Predictive Analysis Library を使用して

18 億行のデータを集約および分析

6,690 億行
ウォームデータ層内のデータ

288 秒
20 億行のデータの ETL を実行 6 分

56 億行のデータの分析を準備
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