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アプリケーションへの埋め込み
中小規模・リモート環境のサーバー
モバイルに最適な高性能汎用RDBMS
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Objectives

Run your business anywhere
今日のデジタルエコノミーでは、 ビジネスの成功はお客様と関わる時や、サービスを提

供する時、事象を監視する時に利用可能なタイムリーで正確なデータに大きく依存して

います。SAP® SQL Anywhere® のソリューションなら、アクションを実行する場所どこで

も、たとえネットワーク接続が不安定でも、テクニカルスタッフがいない現実社会の条件

下でも、データのキャプチャー、管理、同期が可能です。

コネクテッドワールドでは、お客様との関わり方や、
従業員への権限の与え方は劇的に変わります。ビジ
ネスはどこでも－ノートPC上でも、小さなコンピュー
ターデバイス上でも、配達中の車の中でも、移動中
の電車内でも－起こります。商品は、インテリジェント
なマシン経由で人の介入なしに届けられ、スマートグ
リッドやアプライアンスでは、利用状況データを収集
し、そのデータを分析して無駄をなくすとともに、パー
ソナライズされたサービスの提供に利用されます。こ
のようなイノベーションは、データを活用した企業の
成長や競争の優位性の加速や、それによって世界を
見て感じられるよう支援する次世代アプリケーション
の代表的なものと言えるでしょう。

リモート拠点のビジネスユーザーから、またはリモー
ト拠点のユーザーへデータを届けるには、独特の課
題が存在します。ネットワーク接続に制限があると、
業務は停止してしまうにも関わらず、何千もの拠点で
は大量のデータが継続的に生成され続けています。
SAP SQL  Anywhere の効率的で軽いフットプリント
のデータベースと洗練された同期テクノロジーがパッ
ケージになった包括的なデータ管理ソリューションで、
このような複雑な課題を解決します。

Run your business anywhere
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モノのインターネット (IoT) のための
高性能システムを構築
モノのインターネット (IoT) は、お客様との関わり方
やオペレーションの効率化方法を大きく変化させま
す。この機会を最大限に拡大するため、企業はエン
タープライズシステムとインテリジェントデバイスを
セキュアに接続し、アクションポイントでセキュアに
データをキャプチャーし、マシンから生成される大
量データを一般的なその他データソースとリアルタ
イムに分析する方法を模索しています。

SAP SQL Anywhere は、何百、何千ものタッチポイ
ントからデータをセキュアに収集し、そのデータを
SAP HANA® プラットフォームに統合して分析に利用
することが可能です。この情報をもとに、データドリブ
ンのビジネスモデルを構築することで多くの売り上げ
機会を創出することができます。

SAP SQL  Anywhere は、スマートエナジーグリッド
からスマート自動販売機、自動化されたセンサード
リブンのサプライチェーンまで、幅広い業界で、
データをキャプチャー、アグリゲート、分析するため
に使用されています。

様々なモバイルや埋め込みプラットフォームで
always-available （いつでも利用可能）なローカル
データへのアクセスにより、ビジネスユーザーは、
ネットワーク接続が可能でない場合でも、モノのイ
ンターネット (IoT) に対応するアプリケーションを利
用して、業務を中断することなく遂行することができ
ます。

IoTで生成された大量のデータを

高速に、セキュアに、そして継続的に

収集、集約

モノのインターネット (IoT) の

ための高性能システムを構築

ミッションクリティカルなアプリ

ケーションへのRDBMSの埋め

込み

SAP HANA のパワーを業務の

現場でタップ

データのパワーをアクションの

実行ポイントに拡張
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ぜひ包括的なデータ管理のパワーをアプリケーショ
ン内に埋め込み、アプリケーションをより効率的に機
能させてください。SAP SQL  Anywhere を使用する
ことで、特別な設定なしに発揮される高速パフォーマ
ンスと自己管理機能を利用できるパワフルなデータ
ドリブンのアプリケーションを作成することができま
す。高度な機能や、柔軟で標準規格に基づいたプ
ラットフォームを活用することで、アプリケーションの
開発をスピードアップすることが可能です。

SAP SQL Anywhere は、32 ビットと64 ビットのサー
バーどちらでも稼働し、何万ものユーザー数に対応
するエンタープライズレベルのデータベースです。こ
のソリューションは、自己管理の機能により、ユー
ザーには透過的 (存在は意識されません) であり、低
コストの市販のハードウェアからインテリジェントアプ
ライアンス、そしてモバイル端末など幅広いプラット
フォームやOS 間で互換性があります。イベントハンド
リンやスケジューリングの洗練されたツールを使用す
ることで、特定の時間や特定の条件下で実行される
リモートのメンテナンスタスクを事前に設定することも
可能です。

BenefitsSolutionObjectives QuickFacts

モノのインターネット (IoT) の

ための高性能システムを構築

ミッションクリティカルなアプリケー

ションへのRDBMSの埋め込み

SAP HANA のパワーを業務の

現場でタップ

データのパワーをアクションの実

行ポイントに拡張

自己チューニングの

データ管理機能により、

SAP SQL Anywhereは

ゼロアドミニストレーションの要件に

理想的なデータベースです。
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ミッションクリティカルなアプリケーション
へのRDBMSの埋め込み



SAP SQL Anywhere を利用することで、幅広い業界
の企業がSAP HANA またはSAP Business Suite ソ
フトウェアの環境外でデータを収集し、そのデータを
SAP HANA またはSAP Business Suite ソフトウェア
の環境に取り入れるすことが可能になります。SAP 
SQL Anywhere のデータ同期テクノロジーを利用す
ることで、エンタープライズシステムと大量のリモート
端末との間で、一貫性とスケーラビリティーを保ちな
がら確実にトランザクションをレプリケーションするこ
とが可能です。このソリューションは、何万もの端末で
構成される大規模なディプロイメント環境においても、
長期にわたってデータロスゼロで複雑なオペレーショ
ンを実行することが可能です。
どこからでもデータを収集することができ、共有、同期、
リアルタイム分析を実行できます。

SAP SQL Anywhere を利用することで、いつでも
どこでもSAP HANA からサテライト拠点へ洞察を
移動できます。SAP HANA と SAP SQL 
Anywhere がともに機能することで、モバイル端
末やリモートサーバーのユーザーは、より深いイ
ンテリジェント情報へアクセスでき、現場レベルの
意思決定を改善することができます。
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SAP SQL Anywhere の

強力な暗号化機能により、

データの伝送や交換の間さえも、

データをセキュアに保護
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SAP HANA のパワーを
業務の現場でタップ



ほとんど全ての業界の企業が、営業、サービス要
員、現場作業員などの手元にデータを直接持って
くる新たな方法を模索しています。データへいつで
も、どこでもアクセスできると、リアルタイムにカスタ
マーサービスを提供し、意思決定できるため、ビジ
ネスにとっては重要なアドバンテージとなります。リ
モートオフィスやモバイルワーカーが企業のアプリ
ケーションやデータにより広く深くアクセスできるこ
とで、企業はより迅速に行動し、コストを削減し、紙
ベースの処理に関連したエラーを最小限にとどめ
ることが可能になります。

SAP SQL Anywhere を使用することで、SAP HANA 
プラットフォームや他の企業アプリケーションから、
最も必要な場所– ビジネスのフロントライン–に、
迅速に、信頼性の高い方法でデータを届けることが
可能です。リモート拠点やモバイル環境で使用され
ることを考慮して設計されているこのソリューションを
利用することで、企業は包括的で効率的なデータ管
理の能力を得ることができます。データは何千ものロ
ケーションに同期することができ、接続が失敗しても、
成功したタイミングで同期します。
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クリティカルなビジネスデータを

リモートのオフィスやモバイル

デバイスに届け、

リアルタイムな意思決定を可能に
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データのパワーをアクションの
実行ポイントに拡張



ミッションクリティカルなデータを
最も必要な場所に
SAP SQL Anywhere のデータベースと同期テクノロ
ジーを使用することで、信頼性が高く、セキュアで、
効率的なデータドリブンのアプリケーションを開発す
ることができます。
このソリューションは、ネットワーク接続が断続的に
切断される問題やオンサイトのテクニカルスタッフが
不足しているリモート環境やモバイル環境の特殊な
複雑性に対処することが可能です。

SAP SQL Anywhereによって :
• あらゆるアクションポイント -オフィス内、フィー
ルド、スマートデバイスなど -においてビジネス
をより効果的に、より迅速に行うことが可能です。

• 企業の基幹のデータベースと何千ものリモート拠
点やモバイルユーザーのデータとの同期を維持す
ることで意思決定の正確性を改善することが可能
です。

• 自動データ管理機能により配備や運用が容易な
モバイルアプリケーションを展開することが可能
です。

• 幅広いモバイル端末で稼働するアプリケーショ
ンにより、より多くのユーザーをより多くの方法
でサポートすることが可能です。

• 紙ベースのプロセスを完成されたモバイルテ
クノロジーでリプレースすることでデータの品
質に対する自信・信頼を増大

• 低コストの市販のプラットフォーム上でリモート
拠点とモバイルのアプリケーションを実行し、
データセンター外のコストを低減

ミッションクリティカルなデータを

最も必要な場所に

BenefitsSolutionObjectives QuickFacts

SAP SQL Anywhere は、リモート拠点

とモバイルのワーカーにテクノロジーの

心配をすることなく業務に集中するため

の心の平穏を提供します。
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まとめ
SAP® SQL Anywhere® は、エンタープライズレベ
ルのデータ管理と同期機能を提供する包括的なソ
リューションです。このソリューションは、リモート拠
点やモバイルの環境の、幅広いスモールフットプリ
ントの端末上で、また現実世界の条件で、稼働する
よう設計されています。

目的
• アクションポイントで使用するデータベースで
強化されたアプリケーションを開発、配備する。

• 現場の従業員のタスクをより迅速、正確に実行
する。

• モバイル端末と企業システム間の誰でも利用
できる双方向の同期を提供する。

• モバイル環境やリモート拠点の作業員に対し、オフ
ラインであっても常時接続している時と同様の操作
感を与える。

• オンサイトのテクニカルスタッフがいなくとも、
信頼性が高いモバイルアプリケーションを効率
的に実行できる。

ソリューション
• リモートのサーバーやモバイル端末のアプリ
ケーションのためのエンタープライズレベルの
データベース

• SAP HANA® プラットフォームや他のデータ
ソースとのスケーラブルな同期

• 埋め込まれたパフォーマンスと自己管理の機能
• アプリケーションの開発を加速する標準規格ベー
スのプラットフォーム

メリット
• ビジネスのフロントラインで、より迅速、より正確
な意思決定が可能

• 随時接続の環境における信頼性の高いデータ同
期

• 自己管理機能によるストリームライン化された
データメンテンンス

• 広範囲なプラットフォームと端末の選択肢
• 一般的なプラットフォームで稼働することでコ
ストを低減

Learn more
詳細については、SAP 担当営業へお問い合わせ
ください。また以下もご参照ください。
www.sap.com/sqlanywhere
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