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ホワイトペーパー 

FUJITSU Server PRIMERGY & PRIMEQUEST 
ベンチマークの概要 SAP SD STANDARD 

APPLICATION BENCHMARK 

このドキュメントでは、SAP Standard Application Benchmark スイートの一部である SAP SD（

Sales & Distribution）ベンチマークについて説明します。1993 年に SAP によって開発および公開

されて以来、継続してメンテナンスされているこのスイートは、SAP システムの構成とサイジン

グ、およびプラットフォーム比較に関する基本情報を提供することを目的としています。 

デファクトスタンダードとなったこのベンチマークでは、SAP Sales & Distribution シナリオにお

いて所定の平均ダイアログ応答時間を満たすことのできる最大ユーザー数を測定します。測定環

境には、2 階層または 3 階層構成と、複数のデータベースノードを使用する並列構成があります。

ベンチマーク実行結果のデータは、SAP によって監査、認定、公開され、メーカーおよびハード

ウェアアーキテクチャー間の現実的な比較に利用することができます。 
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SAP ベンチマークの概要 

SAP によって 1993 年以来開発が続けられている SAP Standard Application Benchmark は、構成やサイジ

ングおよびプラットフォーム比較に関する基本情報を提供することを目的としています。最初に発表された

ベンチマーク（SAP R/3 Release 1.1H）は、FI（Financial Accounting：財務会計）、SD（Sales and 

Distribution：販売管理）、および MM（Materials Management：在庫/購買管理）を対象としていましたが、

その後、ATO（Assemble-To-Order：受注組立）、PP（Production Planning：生産計画/管理）、WM

（Warehouse Management：倉庫管理）、BW（Business Information Warehouse：データウェアハウス）

を対象としたものが発表され、現在はさらに多くのベンチマークがあります。 

ベンチマークの内容の定義と管理およびテストの手続きを網羅する規定の確立は、1995 年 4 月に設立され、

SAP の代表および、ベンチマーク活動に参加している、ハードウェア、ロゴ、テクノロジー パートナーか

ら構成される SAP Benchmark Council が行っています。手続きには、ハードウェア企業が関わり、ほとん

どのベンチマークを実行し、結果を SAP に提出しています。SAP は要求に応じて結果を認定します。 

SAP Standard Application Benchmark は、ユーザーシナリオの最も典型的なトランザクションとワークフロ

ーをシミュレートするスクリプトファイルから構成されます。また、事前に定義された SAP クライアント

データベースには、ベンチマークの実行対象のサンプル企業データが含まれています。通常、各コンポーネ

ントのベンチマークトランザクションは、それぞれの業務処理のデータスループット（受注、商品の移動回

数など）を反映したものです。ただし、ベンチマークトランザクションには、レポート生成は含みません。

なぜなら、顧客が定義したレポートのリソース消費は、検索データ量に依存するため、比較できないためで

す。例外は、BW ベンチマークで、これは主に（ただし明確に定義された）レポート生成アクティビティを

反映します。 

アプリケーションコンポーネントは、ベンチマーク実行向けに、システムリソース要件が最小になるように

カスタマイズされており、経済面でも現実に即したものとなっています。このようなカスタマイズ設定（バ

ッファーサイズ、作業プロセス数など）は、高データスループットを必要とする顧客環境で実際に見られる

ものです。 

一般に、各ベンチマークユーザーは、データロックを回避するため、資材、ベンダー、顧客など、独自のマ

スタデータを所有しています。ほとんどのベンチマークの場合、クライアント 1 台あたり最大で 100 ユー

ザーを並列にシミュレートできます。多層クライアント／サーバ アーキテクチャーは、データベース、ア

プリケーション、およびプレゼンテーション層から構成されています。プレゼンテーション層（現実ではロ

グインユーザーの PC）は、「ベンチマークドライバ」と呼ばれる 1 台（場合によっては複数）のマシンに

よって処理されます。アプリケーション層では、実行しているのが本物のユーザーなのか、シミュレーショ

ン環境なのか区別することはできません。 
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図 1：多階層クライアント／サーバ アーキテクチャー 
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ベンチマークシミュレーションに使用できる構成は次のとおりです。 

 

a）2 階層構成アーキテクチャー 

データベース層とアプリケーション層が 1 台のシステムに配置されます。シミュレーションは、プレゼンテ

ーションサーバ（ベンチマークドライバ）によって実行されます。 

 

図 2： 2 階層構成 
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b） 3 階層構成アーキテクチャー 

データベース層とアプリケーション層が別々のシステムに配置されます。シミュレーションはプレゼンテー

ションサーバ（ベンチマークドライバ）によって実行されます。 

可能な構成は次のとおりです。 

 データベースサーバ 1 台（または並列データベース技術を使用して複数台） 

 専用のエンキュー、更新、メッセージ、ダイアログサーバが稼動するアプリケーションサーバ n 台 

 プレゼンテーションサーバ n 台（ベンチマークドライバ） 

このような構成を取ることで、高度なスケーラビリティを実現できます。 

図 3： 3 階層構成 

 

SAP Standard Application Benchmark では、所定の人数のベンチマークユーザー（各ダイアログステップ間

に 10 秒間固定の思考時間が挟まれます）でシミュレートしたときの データベース要求時間、待ち時間、

CPU 使用率、平均ダイアログ応答時間などすべてのパフォーマンス関連の評価指標と実行スループットが

測定されます。いくつかの最も重要なパラメーターは、プラットフォームパートナー発行の SAP ベンチマ

ークに関するすべての出版物に含める必要があります。 

ベンチマークプレスリリースには以下の情報が含まれている必要があります。 

 SAP Business Suite コンポーネント（例：「SAP ERP 6.0 with Enhancement Pack 4」） 

 RDBMS およびオペレーティングシステムのリリース情報 

 テストに使用した標準 SAP Business Suite コンポーネント（FI、PP、SD、またはこれらの組み

合わせ） 

 テストしたベンチマークユーザー数（該当する場合） 

 「n.nn 秒」単位の平均ダイアログ応答時間（該当する場合） 

 達成されたスループット（ダイアログステップ数／時間）または「勘定残高」などの業務指標 

 クライアント／サーバ構成の種類 

 ハードウェア構成の詳細な説明（種類、メインメモリ容量、平均 CPU 使用率、ベンチマークに使

用したすべてのサーバの機能） 

 ベンチマークが SAP によって認定されていることの提示（例：「このベンチマークは SAP のベン

チマーク規定に完全に準拠しており、SAP によって監査と認定が行われています」） 

 読者が詳細情報を得るための照会先（例：「このベンチマークの詳細については、ハードウェアパ

ートナーまたは SAP AG までお問い合わせください」） 
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SAP ベンチマークの用語 

ベンチマークユーザー数と平均ダイアログ応答時間 

ベンチマークは、平均ダイアログ応答時間が一定時間内（システムの反応時間と考えてください）であった

場合のみ認定されます。平均応答時間が許容時間を超えるまで、ベンチマークユーザーが次々にテスト用シ

ステムに追加されていきます。 

パートナー各社の結果を公平に比較できるように、パートナーは SAP の監査と認定を受けたベンチマーク

のみ公開できます。結果は通常、「SD ベンチマークユーザー 2550 人、平均ダイアログ応答時間 0.96 秒」

のようになります。 

SAPS のスループット測定 

SAP は、SAP Business Suite 環境でスループットを測定するための単位、SAPS（SAP Application 

Benchmark Performance Standard）を定義しています。 

100 SAPS は、標準 SD アプリケーションベンチマークで 1 時間に 2,000 の業務項目を完全に処理する能力

として定義されています。このスループットは、SD ベンチマークで 1 時間に 6,000 ダイアログステップ

（画面の変化）と 1 時間に 2000 回の転記を処理するか、2,400 SAP トランザクションを処理することで達

成されます。 

SD 標準ベンチマークの「完全な業務処理」とは、1 回の注文に対する完全な業務ワークフローを完遂する

こと（受注伝票の作成、出荷伝票の作成、受注伝票の照会、出荷伝票の変更、出庫確認、受注一覧の作成、

請求書の作成）を意味します。 

ベンチマークツールキット 

扱いが容易で、再現可能なベンチマーク環境を提供するため、継続的に保守、更新されているツールキット

が公開されています。そのほとんどは Perl スクリプトで、一部には標準 C 言語のソースコードが使用され

ています。C 言語のソースコードは SAP によるプリコンパイル版を使用するか、特定のターゲットプラッ

トフォーム向けにユーザーがコンパイルすることができます。 

Sales and Distribution（SD）ベンチマーク 

Sales and Distribution ベンチマークは、CPU とメモリの消費量が最も多いベンチマークの 1 つです。SAP 

のプラットフォームパートナーの間や ERP（Enterprise Resource Planning ：企業資源計画）環境ではデフ

ァクトスタンダードになっています。 

ベンチマーク実行中、次頁の表に示す定義済みのビジネストランザクションシーケンスが実行されます。在

庫品販売シナリオ（受注伝票の作成、商品の移動を含む出荷、請求書の作成）を対象とする  Sales and 

Distribution（SD）ベンチマークは、次の SAP トランザクションから構成されています。 

 

5 品目の受注伝票を作成（SAP トランザクション VA01） 

この注文の出荷伝票の作成（SAP トランザクション VL01N） 

受注伝票の照会（SAP トランザクション VA03） 

出荷伝票の変更（SAP トランザクション VL02N）と出庫確認 

特定の顧客の受注一覧を 40 件分 作成（SAP トランザクション VA05） 

請求書の作成（SAP トランザクション VF01） 

 

表 1：標準 Sales & Distribution（SD）ベンチマークのダイアログステップ 
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シミュレートされる各ユーザーは、ベンチマーク実行中、最初から最後まで、この一連のトランザクション

を繰り返します。ランプアップ段階と呼ばれる期間に、予測限界（2550 など）に達するまで、並行して作

業するユーザー数が増加していきます。すべてのユーザーがアクティブになると、テストインターバルが開

始します。このパフォーマンスレベルは、少なくとも 15 分間維持される必要があります（ベンチマーク規

定）。現実的な方法で I/O サブシステムに負荷を与える必要があるため（ベンチマーク規定）、少なくとも 

5 分間の高負荷段階の後、1 回または複数回のデータベースチェックポイント（高負荷段階の間にすべての

ログファイルデータをデータベースに戻す）を実行します。高負荷段階の最後に、アクティブなユーザーが

いなくなるまで、ユーザーは次々にシステムから切り離されます。テスト完了時にすべての関連データ（一

部は SAP 開発のオペレーティングシステムモニタで収集）は、後で評価に使用するためプレゼンテーショ

ンサーバに転送されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4：ベンチマーク実行 

 

結論 

CPU とメモリに大きな負荷をかけるベンチマークとして、20 年以上に渡り利用されてきた SAP SD ベンチ

マークは、ハードウェアプラットフォームの長所と短所を明らかにする十分な働きをしてきました。SAP 

認定済みの結果は、SAP の Web サイト（関連資料参照）に公開され、（バージョン 2 以降の SAP メジャ

ーリリースを実行した）マシン、プラットフォームパートナー、SAP Business Suite コンポーネント、お

よびベンチマークユーザー数に関する情報が掲載されます。各表には、認定結果に関する基本情報が記載さ

れています。SAP の完全開示ポリシーに従い、各ハードウェアパートナーまたは SAP から結果の詳細を取

得することができます。 
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関連資料 

PRIMERGY & PRIMEQUEST サーバ 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/ 

PRIMEQUEST のパフォーマンス 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primequest/products/2000/benchmark/ 

PRIMERGY のパフォーマンス 

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance/ 

SAP SD 

このホワイトペーパー 

 http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=0a1e69a6-e366-4fd1-a1a6-0dd93148ea10 
 http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=ae039b1d-73d8-4946-ae60-08dcef54cfa8 
 http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=ab13a8c0-44d8-40ee-9415-695d372e2e7b 

http://www.sap.com/benchmark 

お問い合わせ先 

富士通 

Web サイト：http://jp.fujitsu.com/ 

PRIMERGY のパフォーマンスとベンチマーク 

mailto:primergy.benchmark@ts.fujitsu.com 

SAP の著作権情報 

 
SAP、SAP ロゴ、mySAP.com、mySAP.com Marketplace、mySAP.com Workplace、mySAP.com Business Scenarios、mySAP.com Application 

Hosting、WebFlow、R/2, R/3, RIVA, ABAP、SAP Business Workflow、SAP EarlyWatch、SAP ArchiveLink、BAPI、SAPPHIRE、Management Cockpit、

SEM は、ドイツおよびその他の国における SAP AG の商標または登録商標です。ここに記載されているその他すべての製品は、権利を所有する各社の商

標または登録商標です。 
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