SAP NetWeaver BIと SAP ERPの有効分析サポート
貴社のSAP環境は有効Information Lifestyle Manegement戦略のセットアップする詳細情報を必要としてい
ます。構造とシステム資源に関する知識同様に、成功するアーカイブデータプロジェクトの準備にはアプリ
ケーションデータのボリュームと配布は不可欠です。分析ツールは、貴社の最小力で迅速にこのインフォメー
ションを実行することが出来ます。SAPには、SAP ERPとSAP NetWeaver ビジネスインテリジェンス環境は
２つのユーザーフレンドリーを使用するSAP標準ツールが提供されます。

SAP ERPに対するPBS Database Analyzer PLUS
とSAP NetWeaver Blに対するPBS BW Database
Analyzerは詳細評価するため、SAPデータベースに
ついて事実上アーカイブプロジェクトを開始するか、ま
たはニアラインストレージインタフェースを通してデー
タを転送します。これらのツールはアーカイビングオブ
ジェクトとInfoCubes、DSオブジェクトまたはPSAテー
ブルによって分類された貴社のデータベースのアプリ
ケーションデータの量を測定する機能を含んでいます。
貴社は最もアーカイビングニーズのあるアプリケー
ションモジュールを確認可能であります。概略ヒットリ
ストに基づいて、最小の実装と管理の努力をPBS
archive add onsで簡単に選択できます。PBS
Analysis Toolsをもって貴社は有効にアーカイブプロ
ジェクトを合理化できます。

PBS分析ツールの代表的な問題
・どのアプリケーションデータが最も大きいディスクスペースが
必要でありますか？
・毎日のデータ増大はどのくらいの広範囲になりますか？
・どのようにしてデータは分配されますか？
（時期、ドキュメントの種類）
・どのアーカイブプロジェクトを最初に実行するべきですか？
・どのPBS archive add onはアーカイブデータをカバーしますか？
・最も大きいBI InfoProvidersはどれですか?
・事実とdimension tablesはどれくらい大きいですか?
・どのPSAテーブルがディスクスペースをむだにしているのですか？

結果概略―あなたの指紋ですぐに：
分析結果の概略リストは、貴社の苦労のポイント
をすぐに認識します：左の例において、上の三つ
のアーカイブオブジェクトは三番目のアプリケー
ションデータを保護しています。ただ二つのPBS
archive add onsは有効なアーカイビングプロ
ジェクトをキックオフするのに必要であり、全て必
要な情報をユーザーのseemless復旧アクセスを
保証します。

三つのSAPアーカイブオブジェクトと二つの一
致するPBS archive add onsはすでにアプリ
ケーションデータの３３％を保護している。

PBS Database Analyzer PLUS:セットアップを解析します
それは、ディスクキャパシティーアナライシス、ドキュメ
ントディストリブーションアナライシス、アーチバリ
ティーチェックであります。覆われたディスクスペース
を評価し、アーカイビングオブジェクトによって結果を
要約します。Separate analysis runの範囲内でドキュ
メントディストリブーションアナライシスはどのような
データが会社コード、会計年度、期間またはドキュメン
ト種類のような基準によって割り当てられるかを評価
します。そのディストリブーションアナライシスの結果
から、ユーザーは分岐して個々のデータのアーカヴァ
リティーチェックになります。
キャパシティーアナライシスは全てのSAPプラットホー
ムと全ての主要なデータベースシステムと共に機能し
ます。その分析は消費者の具体的なデータと同様、
標準的なSAPアーカイブオブジェクトとアーカイブオブ
ジェクトを保護します。（”Z”テーブルと”Z”アーカイブ
オブジェクト）さらにSAP lS-UのようなSAPインダスト
リーソリューションにとって専用のヴァージョンが使用
されることができます。特別な特色：”single table
analysis”はアーカイブオブジェクトに割り当てられな
いテーブルを分析するのが許可されています。

Menu for the PBS Database Analyzer PLUS

Selection screen for the capacity analysis – Oracle version

かつてのアプリケーションモジュールと初期のアーカ
イビングオブジェクトのためのアーカイビングオブジェ
クトは定義されます。その方法はアーカイブされる
データが会社コード、会計年度、期間またはドキュメン
ト種類のように、どの基準によってデータベースが割
り当てられるかを知ることが重要であります。ディスト
リブーションアナライシスはアプリケーションデータの
幅広いポートフォーリオに対してこれらの詳細を確認
することを可能にします。その結果から、これらの記
録のアーカイバビリティーチェックを分岐することがで
きます。（主要なアーカービングオブジェクト）

SAP ERPに対してのPBS データベースアナライザーPLUS
・キャパシティーアナライシス
アプリケーションデータのデータの総計を評価する
・ドキュメントディストリブーションアナライシス
専用の基準に対しての割り当てを評価する
・アーカイバビリティーチェック
専用のAOBJに対してのアーカイバビリティーチェックを評価する

Selection screen for the document distribution analysis

PBSデータベースアナライザーPLUS：キャパシティーアナライシスの評価
キャパシティーアナライシスランは視点の異なったポイ
ントから十分評価されることができるテーブルでの結果
を保存します：最初に、結果概要はアプリケーション
データをカバーするアーカイビングオブジェクトのヒット
リストを提供します。２番目の評価で特別な基準を選択
することによって詳細を分析できます。例えば、プロ
ジェクトをアーカイビングしているデータにとって最もよ
い戦略をアーカイブするためのステップによって個々の
テーブルステップのために。データベースアナライザー
PLUSは２つの異なったランの比較と同様、専用である
ランの個々のアナライシスを可能にする。このように、
ある特定のテーブルのデータが発展すること、あるい
は定期的にアナライシスを動かせるときのアーカイビン
グオブジェクトを決定することができます。
キャパシティーアナライシス
・概観または専用の結果
・異なったランの比較
・標準とカスタマイズされたAOBJ（”Z”オブジェクト）
・一つのテーブルアナライシス
・顧客－具体的なデータ－”Z”テーブル
Selection screen for the individual analysis results

Comparison analysis: Two analysis runs – before and after data archiving

キャパシティーアナライシスの結果
リストは、一定のアーカイブオブジェ
クトによってカバーされた個々の
テーブルデータ総計において詳細な
情報を提供します。標準のSAPアー
カイブオブジェクトは修正され、ISの
具体的なカスタムオブジェクトと同様、
カバーされます。（“Z”テーブルカ
バーされているもの）一つの分析に
加えて、比較分析は、異なった分析
結果を比較するときに、テーブル年
代順の評価をすることが許可されて
います。

Before data archiving
After data archiving

PBSデータベースアナライザーPLUS：ドキュメントディストリブーションの評価
ドキュメントデータベースアナライシス－PBSデータ
ベースアナライシスPLUSとして２番目の主要構成
する－戦略をアーカイビングしている正しいデータ
のための重要情報を提供します: 主要なアプリケー
ションデータに対してどのようにデータがそのシス
テムの中で割り当てられるかを評価します。会社の
コード、会計年度、ドキュメントの種類、クライアント
や周りの人のような詳細が、最小努力で最もよい
結果をアーカイブするためにアーカイビングする
個々のデータを最もよく構成する方法を決定する手
助けをしてくれます。
ドキュメントディストリブーション
・主要なアプリケーションモジュール/データ
・専用選択評価基準
・個々のドキュメントアナライシスの可能性
・詳細な結果からアーカイバビリティーチェックまで分岐します。

Selection screen for the analysis of the FI data distribution

Branch from document distribution to the FI archivability check

Results of the document distribution for accounting documents

PBS BWデータベースアナライザー：キャパシティーとディストリブーションアナライシス
急速に増大するSAP NetWeaver Bl データは、SAP Blデータ
ベースの永久かつ専用監視を求めています。
SAP NetWeaver BIに対してPBS BWデータベースアナライ
ザーはこの必要性を強力サポートする特徴を提供します: 全
てのSAP BI InfoProvidersに対してディスクスペースとドキュ
メント分類分析。これらの効果的なデータベース評価はSAP
Bl データアーカイビングと二アーラインストレイジに対してセッ
トアップしてコンセプトの最適化を助けます。
キャパシティーアナライシスは異なったInfoProvidersによって
覆われたディスクスペースを評価します。（InfoCubeds、DSO、
PSAテーブル）したがって、最も大きいInfoProvidersを容易に
確認でき、アーカイビングとlLM戦略を一致して構成できます。
ドキュメントディストリブーションアナライシスをもって、
InfoProvidersの年代順に配列されたディストリブーションを評
価でき、アーカイビングやニアーラインストレイジ過程を調整す
ることができます。全てのデータは、定期的にアーカイブされ
た結果の理想的なモニターのために専用InfoCubeに転送さ
れることができます。
• InfoCubes
事実、ディメンションテーブル、全ての総計を解析します。
• データストアーオブジェクト
アクティブデータ、アクティベイションクー、ChangeLogを解析します。
• PSA テーブル
アクティブである、アクティブでないヴァージョンを解析します。
• ドキュメントディストリブーション
InfoProvidersの年代順に配列されたディストリブーションを解析します。

キャパシティーアナライシス－たった一つの解析結果
さまざまな表示評価基準に従って、
キャパシティーアナライシスの結
果を見ることができます。 表示さ
れた結果リストは最も大きい
InfoCubesのヒットリストを提供し
ます。
Select InfoProvider

General analysis results

InfoCube hit list – providing details
of fact and dimension table size

Selection screen
for the BW Analyzer
capacity run

キャパシティーアナライシス－比較
成功するILM戦略とニアーラインストレ
イジプロジェクトに対して
InfoProvidersのヴォリューム変化を
繰り返し決定するのは不可欠でありま
す。定期的にBWアナライザーキャパ
シティー比較を動かせているとき、
“comparison run”を使って容易に
データの増大を確認することができま
す。データ増大の詳細は明白でありま
す。

Comparison run – data growth
can easily be identified

インフォメーションプロバイダーの年代順のドキュメント分類

インフォメーションプロバイダーの年代
順に配列されたドキュメントディストリ
ブーションSAP NetWeaver Blでの過程
（DAP）をSAP Blデータアーカイビング
において時間特有ベースの効果的な使
用はインフォメーションプロバイダーの
年代順に配列された分類の詳細な知識
を要求しています。ドキュメント分類解
析は簡単で快適な方法でこの情報を
アーカイブするのをサポートいたします。

PBS BWデータベースアナライザーは、
SAP BW3.0からSAP NetWeaver Bl
7.xまでの全てのリリースに対して利用
できます。
Evolution of an InfoProvider
according to time
characteristics
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次の表はSAPソリューションに対してPBS archive add onsとPBS software
構成要素を提供している。

