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シスコと SAP が共同エンジニアリングとお客様の 
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概要 

強力なアライアンス 
•	シスコと SAP は、すべての SAP ソリュー
ション向けに、拡張性に優れた高性能プ
ラットフォームを長年にわたって提供し
ています。

Cisco UCS と ACI を搭載 
•	Cisco	Unified	Computing	SystemTM

（Cisco	UCS®）および	Cisco®	Application	
Centric	Infrastructure（Cisco ACI™）に
よって、業界最高クラスのインフラストラ
クチャ プラットフォームを構築し、お客様
の企業アプリケーションの導入を促進し
ます。

 SAP アプリケーション向け Cisco 
Solution Center 

•	シスコと SAP は、拡張性に優れ、数千も
のサーバをサポートする Cisco ACI と 
100 台を超えるサーバを備えたソリュー
ション センターを開設しました。

•	この施設では、主要な SAP アプリケーショ
ンに対応するパフォーマンスの拡張性や
インフラストラクチャの自動化について
紹介しています。

•	お客様はこの施設を利用して、シスコの
ポリシーベースのリファレンス アーキテ
クチャや、お客様がお使いの SAP アプリ
ケーションを膨大な量の実データを使用
してテスト、検証できます。

SAP アプリケーションのサポート 
•	この施設には SAP アプリケーションを
テストしたり検証したりする環境が揃っ
ています。対象のアプリケーションは、
SAP HANA、SAP Business Suite 4、SAP 
HANA（SAP S/4HANA）、SAP Business 
Warehouse	powered	by	SAP	HANA
（SAP BW on HANA）、SAP	HANA	Vora	
などです。

包括的なインフラストラクチャのセットは、コスト
とリスクの軽減を実現するエンタープライズ クラ
スのアーキテクチャの開発に欠かせません。シス
コと SAP の共同施設には、さまざまな SAP アプ
リケーションのテスト、検証、サイジングを実施す
るための設備が揃っています。
データの氾濫 
企業の IT 組織はデータの氾濫に悩まされています。成功を収めるには、新しいビジネス モ
デルを採用して、自社のビジネスを真にデジタル化されたビジネスに変革することが必要です。
シスコと SAP は、SAP HANA と新	SAP	HANA	Vora	をテストするために、ポリシーベース
の自動化を利用したビッグデータ アーキテクチャを開発しました。SAP アプリケーション向
け	Cisco®	Solution	Center	では、データをビッグデータ プラットフォームに投入するところ
から、SAP ビジネス アプリケーション、SAP Business Suite 4 SAP HANA（S/4HANA）、SAP 
HANA などのアプリケーションを利用して、実用的なインテリジェンスを構築するまでのエン
ドツーエンドのライフサイクル全体をテストします。

SAP アプリケーション向けの全シスコ プラットフォームを用意 
シスコと SAP は共同でエンジニアリングを実施するための施設を開設しました。そこでは
お客様が自社でお使いの SAP アプリケーションのテスト、検証、サイジング、管理を実施す
ることもできます。Cisco	Unified	Computing	System™（Cisco	UCS®）をベースに、Cisco 
Application	Centric	Infrastructure（Cisco ACI™）と相互接続した施設では、プログラム可
能なポリシーベースのインフラストラクチャに新たなアプリケーションや設定を導入して
迅速に適応させることができます。センターのビッグデータ部分は、Cisco	UCS	Integrated	
Infrastructure	for	Big	Data	を利用して簡単に購入して導入することができます。シスコと 
SAP のエンジニアは、ソリューション センターの施設を利用してすべての SAP アプリケー
ションをたった 10 時間で導入することができました。それは数ヵ月かかることもあるような
作業です。この施設を利用して構築したリファレンス アーキテクチャを採用することで、シス
コと SAP が共同でテストし、認定、サポートする	Cisco	Integrated	Infrastructure	ソリューショ
ンを構築し、SAP アプリケーションをオンプレミス、またはクラウド環境で利用できます。

万全なお客様対応 
このリファレンス アーキテクチャでテストできる一般的な使用例には、実稼働環境の高付加価
値アセットの予防保守が含まれます。たとえば、油田開発中の石油/ガス企業の源泉、製薬業界
におけるコンプライアンスや分析、スマート シティやスマート トランスポーテーションの安全性/
セキュリティ/効率性、小売および一般消費財（CPG）、製造、サプライチェーンの自動化などです。

またセンターでは、お客様が導入を予定している SAP アプリケーションについて、シスコの
ラボで実データを使用してテストおよび検証できるようにしています。お客様のソリューショ
ンのサイジングを実施し、シスコや SAP、業界トップクラスのストレージ パートナーを自信を 
持って選択いただけます。
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図 1 に示すソリューション センターのリ
ファレンス アーキテクチャには、100 ノード
のビッグデータ環境、SAP HANA 向け 4 ノー
ド構成、SAP ランドスケープ アプリケーショ
ンをサポートする 4 ノード構成が含まれま
す。これらのサーバは、SAP が認定する最大
の構成までさらにスケール アップできるよ
うに導入されています。

まとめ 
SAP ランドスケープ環境、SAP HANA、
S/4HANA、ビッグ データ アプリケーション
を導入する場合、シスコの SAP 向けソリュー 
ションが最適です。お客様は、SAP アプリケー

ション向けの新しい Cisco Solution Center 
で自社のデータを使用して希望する環境を
テスト、検証、サイジングできます。シスコと 
SAP のサポートを受けながらソリューション 
センターを利用すれば、シスコのソリューショ
ンを自社のデータセンターに導入することで
どんなメリットが得られるかを正確に把握す
ることができます。

シスコのソリューションによってすべての
データへのアクセスが向上し、ポリシー ベー
スのビジネス上の意思決定の促進、管理のシ
ンプル化、リスクの削減、総所有コスト（TCO）
の低減が実現されます。シスコのイノベーショ
ンによってお客様は、自社のデータに内在す
るインテリジェンスを明らかにする鍵を手に
し、データを解釈してコンテキストや知見の

新たな側面を見出すことで、ビジネスの競争
優位を将来に渡って確保することができます。

関連情報 

•	 SAP	向けシスコ ソリューションの詳細に
ついては、http://wwwcisco.com/go/sap 
[英語] を参照してください。

•	 SAP	アプリケーション向け Cisco 
Solution Center の詳細については、 
aci-governance@cisco.com まで電子
メールでお問い合わせください。

•	 SAP	HANA	Vora	の詳細については、
http://go.sap.com/product/data-mgmt/
hana-vora-hadoop.html [英語] を参照し
てください。
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