
組織における分析の強化と迅速化
SASの分析ソフトウェアをインテルのアーキテクチャー上で実行

SASとインテル： 
データ分析の領域で連携

競合他社の一歩先を進み続けるには、絶えず
変化する顧客の要求に適応しなければなりま
せん。しかし、その変化が、特にテクノロジー・
インフラストラクチャーに影響を与える場合
は、見通しに気が遠くなるほどです。変化が
組織にもたらす影響は？想定されるリスクは？ 
考えられる利点は？

ビジネス・アナリティクスを活用することで、
情報に基づいた意思決定を行って戦略を向上
する力を得ることができます。しかし、分析の
効果を引き出すためには、結果をタイムリー
に提供できることが前提になります。インテル
とSASは共同で、ビジネス分析の迅速化とさ
らなる強化に貢献してきました。

コンピューティングの分野でトップクラスの
インテルと、分析ソフトウェアの開発に関して
第一人者であるSASは、20年間協働して問
題解決の経験を積んできました。その使命は
シンプルで、より良いサービスを顧客に提供
しようとしている企業に強力な分析ソリュー
ションを提供することです。この連携によるソ
リューションによって、幅広い業界にわたる企
業がデータから大きな価値を生成できます。

SASとインテルにより分析を最新化

以前は組織のデータを分析し、情報に基づい
た意思決定を行うことがもっと簡単だったか
もしれません。それは単にデータ量が少なかっ
たからです。しかし、ビジネスが変化し、成長
するにつれ、データ量も増大します。今や、こ
れまでになく多くの情報にアクセスすること
ができ、データの流れは全く止まる気配があ
りません。データポイントが極端に増えたこ
とによって、不要な「ノイズ」を選別し、効果的
なアクションの実行に役立つ情報を提供でき
る強力なシステムが必要になっています。

SASの分析ソフトウェアをインテルのアー
キテクチャー上で実行すると、この課題を解
決できます。SASでは、組織のデータが収集
され、戦略の改善点と改善方法に関する洞察

が導き出されます。インテル® テクノロジー
を搭載したデバイスは、SASを最適な効率で
実行できます。現在のビジネスにおける課題
や競争を考えると、ITインフラストラクチャー
も最新のビジネス環境に合わせて再構築しな
ければ意味がありません。SASとインテルは、
まさにその取り組みを支援できます。

ビジネスに価値を提供

世界トップレベルのSAS分析ソフトウェアは、
優れたアーキテクチャーと組み合わせること
で最高の性能を発揮します。インテルとSAS
は連携して専門知識を融合し、ソフトウェアを
考慮したデバイスを構築することで、高速の
厳密な分析を実現しました。

SASとインテルのパートナーシップによって、
SASの分析機能をフル活用できるよう独自に
設計された革新的な処理およびメモリー用の
アーキテクチャーが提供されます。SAS®ソフ
トウェアには、インテル® Xeon® プロセッサー 
E7 v4ファミリーのパフォーマンスとインメモ
リー機能およびインテル® SSDによる高速の
データ格納 /取得が有効です。インメモリー
分析エンジンによってリアルタイムの予測分
析が実現し、組織の力を最大限に発揮できる
ようになります。

ビジネス課題に対する最適な対処方法を効果
的に意志決定者に通知するためには、プログ
ラミング技術と処理能力のバランスが欠かせ
ません。インテル® テクノロジーでの効率的
な実行を目的として最適化されたSASソフト
ウェアなら、データの活用を通じて組織の潜
在能力を最大限に引き出すためのツールがす
べて揃っています。

SAS Business Analytics  
Modernization Assessment： 
ビジネスを強化する

分析環境の刷新には、どこから着手するべき
かといった難しい判断を伴う場合があります
が、環境を最新化することによって得られるメ
リットを考慮すると、こうした取り組みには大
きな価値があります。SASでは各企業の今後

の分析ニーズに沿った最適な計画の立案を支
援する評価サービスを提供しています。

SASのエキスパートは、データの処理方法、
分析による発見、コンテンツの展開などの領
域を強化するためのカギとなる要素を調査し
ます。また、今後想定される課題に対する洞
察も提供し、企業ごとの事業運営に合わせた
ソリューションの調整を推奨します。

SAS Business Analytics Modernization 
Assessmentでは、自社の主要なニーズに関
する評価が得られます。順調な領域と改善が
必要な点を把握し、推奨事項とベスト・プラク
ティスを受け取ることで、将来にわたって効率
的に機能する分析ソリューションを導入するこ
とができます。

ビジネスを成功に導く 
Analytics Fast Track™ for SAS®

データ分析について新たな取り組みを検討し
ている企業のために、インテルとSASでは導
入を支援する特別なプログラムを用意してい
ます。Analytics Fast Track for SASがビジ
ネス分析の迅速な活用を支援します。

Analytics Fast Track for SASでは、最新
のSASの機能に実際にアクセスできます。こ
れにより、初期投資を抑えながら新しい分析ソ
リューションを迅速に導入できるため、分析機
能のプロトタイピングや改良といった作業を
即座に開始できます。したがって、わずか数日
でSASの分析機能を活用し始めることがで
き、実際の使用事例に特化してビジネス価値
を高めていくことが可能です。

新しいビジネス・プロジェクトのアイデアも、そ
の利点を証明する明確な根拠がなければ行き
詰まってしまいます。SASの分析では、新しい
ソリューションがどのような影響をもたらすか
を憶測する必要はありません。事業のコンセ
プトの効果を、実際のデータと洞察に基づい
て確認することができます。Analytics Fast 
Track for SASを活用することによって、十
分な根拠を提示して新しい革新的なアイデア
を提案することができます。新しい企画の承



認がすぐに得られることで、これまでになく素
早く、分析の取り組みのメリットを受けること
ができます。

ITスタッフの作業も改善されます。Analytics 
Fast Track for SASには、必要なSAS分析
機能が事前構成されているため、セットアップ
と構成は最小限で済みます。必要な作業は、
電源を入れ、データを追加してシステムの使
用を開始するだけです。このSASソフトウェ
アをインテル® Xeon® プロセッサー E7 v4
ファミリー搭載サーバー上で実行することに
より、ITスタッフはガバナンスを犠牲にするこ
となく、SASの機能を素早く提供することが
できます。

強力な分析に必要な処理能力

SASアプリケーションは、多岐にわたる複雑
なビジネス課題を解決するための統合環境で
あるため、当然ながら、強力な演算性能と信
頼性が必要になります。インテル® Xeon® プ
ロセッサー E7 v4ファミリーとNVMe対応
インテル® SSDを使用するプラットフォーム
なら、そのような動作条件を上回る性能を実
現できます。

インテル® Xeon® プロセッサー E7-8890 
v4は、分析、データ管理、ビジネス・インテリ
ジェンスといったアプリケーションにおいてさ
まざまなメリットをもたらします。このプロセッ
サーは大量のデータをリアルタイムで迅速に
処理し、データをメモリー内に保持することで、
データ処理の多いワークロードの問題を解消
することができます。前世代のテクノロジーと
比べて次のような点が進化しています。

•  パフォーマンスの向上：1サーバー当たり 
72コアなので、特定の処理に使用するサー
バー台数を削減できます。

•  メモリー容量と I/Oの向上：最大6TBのメ
モリーを使用して、インメモリー処理による
リアルタイム分析を実現できます。

•  演算機能の向上：データの精度を向上し、 
分析を迅速化することができます。

•  極めて優れた信頼性：ファイブナイン（99. 
999%）の信頼性を目標として設計されたプ
ラットフォームによりトップクラスの稼動率を
実現できます。

インテル® Xeon® プロセッサー E7 v4ファミ
リーは、NVMe対応インテル® SSDとシーム
レスに連携します。これにより、ストレージ・イン
ターフェイスのレイテンシーが低減され、前世
代のSATAドライブに比べて最大5倍のスルー
プットが提供されます。NVMe対応インテル® 
SSD DC P3700シリーズは、サーバーのプロ
セッサーに優れたストレージ性能を提供します。
またインテル® SSD DC P3700シリーズは、
高速性能、高耐久性、強力なデータ保護機能も
備えています。インテル® Xeon® プロセッサー 
E7-8890 v4とインテル® SSDを組み合わせ
たシステムなら、ビッグデータの分析に必要な
柔軟性、信頼性、メモリー、ストレージ速度、そ
して全体的なパフォーマンスを実現することが
できます。

SASとインテルを選ぶ理由

SASは分析分野のリーディング・カンパニー
です。革新的な分析、ビジネス・インテリ
ジェンス、およびデータ管理のソフトウェアと
サービスにより、SASは80,000以上の拠点
の顧客がより適切な意思決定を行えるよう支
援しています。1976年以来、世界中の顧客に
「THE POWER TO KNOW®（知る力）」を
提供し続けています。

インテル（NASDAQ：INTC）は、コンピュー
ティング・イノベーションの世界的リーダーです。
インテルは、世界中のコンピューティング・デバ
イスの基盤として必要不可欠なテクノロジー
を設計および構築しています。インテルの詳
細については、http://www.intel.co.jp/を参
照してください。

関連情報

SASとインテルによってデータの価値を最
大化する方法の詳細については、インテルの
担当者にお問い合わせいただくか、SASと
インテルのパートナーページ（http://www.
sas.com/ in te l /（英語）および ht tps: / /
www.intel .co. jp/content/www/jp/ ja/
big-data/intel-sas-partnership.html）を
参照してください。

結果は、Principled Technologiesによる実際のテストに基づきます。1

1   「インテル® Xeon® プロセッサーE7 v4ファミリーとインテル® SSDデータセンター・ファミリーを搭載したサーバーで、より多くのSAS® 9.4ワークロードをより高速に実行」、SASの依頼によるPrincipled Technologiesのレポート、
2016年6月。取得元：http://www.principledtechnologies.com/SAS/SAS_Intel_E5_E7v4_executive_summary_0716.pdf（英語）
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SAS® 9.4と次世代インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーを使用して、データセンターを刷新し、
SASワークロードのパフォーマンスを引き上げます。

従来のデータセンター 昨日までのデータセンター 最新のデータセンター

従来の 2-wayサーバー インテル® Xeon® プロセッサー E5 v2
ファミリー搭載の 2-wayサーバー

インテル® Xeon® プロセッサー E7 v4
ファミリー搭載の 4-way Dellサーバー

8台の HDD 16台のインテル® SSD 
DC S3710シリーズ

12台のインテル® SSD 
DC P3710シリーズ

ピーク時のストレージ・スループット ピーク時のストレージ・スループット ピーク時のストレージ・スループット

以上になった
4つのVM全体の
パフォーマンス

3倍
以上になった

12のVM全体の
パフォーマンス

17倍
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