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高性能な SAP HANA ソリューション 
の構築には、Intel® Xeon® プロセッサ
搭載の Cisco® C880 M4 サーバが 
最適です。
ご使用のデータセンターと連携可能
ミッションクリティカルな信頼性を備えた 8 基のプロセッサの性能を、ご使用の SAP ア
プリケーションに簡単に提供できるとしたらどうしますか? SAP HANA 向けシスコ ソ
リューションは、SAP ビジネス スイート、SAP Business Warehouse（BW）、SAP 
Suite on HANA をサポートし、既存のデータセンターにそのまま導入できます（図 1）。
当社のソリューションは、お使いのデータセンターと相互運用できるように設計されてい
ます。業界標準のアーキテクチャと定評のあるベスト プラクティスを使用しているため、お
使いのデータセンターでシスコ ソリューションを導入または維持するための特別な IT プ
ロセスは必要ありません。シスコ ソリューションは、高可用性、信頼性、ビジネス継続性な
どの、データセンターの対応要件をサポートするように設計されています。自社のストレー
ジ システムやファイル システムに縛り付けるベンダーとは対照的に、シスコは、業界標準
のストレージ ソリューションに取り組み、シスコやシスコ パートナーの支援の下で、定義
済みの部品表（BOM）を使用して展開できるパッケージ済みのソリューションを開発して
います。

High-Performance Scale-Up Solution
シスコでは、8 ソケットの Intel Xeon プロセッサの性能を要するビジネス向けに、Cisco 
C880 M4 ラック サーバを次の 2 つの構成で提供しています。

要点

スケーラブルかつ予測可能な 
パフォーマンス

• 1 台の Cisco® C880 M4 サーバで 
SAP HANA を実行し、SAP Business 
Warehouse などの分析ワークロード
処理と、SAP のエンタープライズ リソー
ス プランニング（ERP）や顧客関係管理
（CRM）などのトランザクション ワーク
ロード処理を実行できます。
ビジネス継続性とデータ整合性を 
考慮した設計

• ソリューションには、ビジネス継続性と
データ整合性を考慮した可用性の高い
構成が組み込まれているほか、高性能な
データアクセス機能が含まれています。
サーバとワークロードのマッチング

• 処理のニーズに合わせて、2 テラバイト
（TB）または 6 TB のメモリ構成を選択
できます。
データセンターとの連携

• シスコ ソリューションの統合アーキテク
チャは、ご使用のデータセンターと連携
可能なため、スタッフの再トレーニングも
プロセスの調整も必要ありません。この
機能により、管理、データセンターのサー
ビス、アプリケーション間のデータ移動
が大幅にシンプル化されます。
リスクの削減

• この認定ソリューションにより、短期間で
価値を実現し、リスクや展開に関する問
題を軽減します。

Cisco C880 M4 サーバで 
すべての SAP HANA 環境を高性能化する
Intel Xeon プロセッサ搭載

ソリューション概要
2014 年 10 月

図 1. 拡張性に非常に優れた Cisco C880 M4 サーバは、2 TB または 6 TB のソリュー
ション規模をサポートし、SAP の最大の課題に対処します
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• SAP BW や SAP Suite on HANA 
などの SAP HANA 分析ワークロード
に対応した 2 テラバイト（TB）メモリ ソ
リューション 

• SAP Suite on HANA などの SAP 
HANA トランザクション ワークロード
に対応した 6 TB メモリ ソリューション 

SAP HANA 向けのこれらの高性能なシ
スコ ソリューションは、表 1 に示したコン
ポーネントで構成されています。

• Cisco C880 M4 サーバは、エンター
プライズ ワークロード、ミッションクリ
ティカルなワークロード、大規模な仮想
化、およびデータベース アプリケーショ
ン向けに設計されています。メモリを 6 
TB まで拡張可能なため、非常に要求の
高いワークロードをサポートできます。こ
のサーバは、復元力の高い Intel Xeon 
プロセッサ E7 v2 ファミリの CPU を
使用して、稼働時間とデータ整合性を

向上するように設計されています。プロ
セッサは、データ保護、複数ビットのエ
ラー リカバリ/メモリ ミラーリング/保
証された読み取り処理と書き込み処理/
メモリ スクラビングを含むメモリ保護、
コンポーネントレベルの冗長性、すべて
のシステム コンポーネントのホット リプ
レース、およびファームウェアのオンライ
ン アップデートにおいて、回復可能/不
可能なエラーに最大限に対応するよう
に設計されています。このソリューショ
ンでは、オペレーティング システムとア
プリケーションを保持する内部の小型
フォーム ファクタ（SFF）900 GB SAS 
ドライブが 4 台サポートされています。

• Cisco C880 ストレージ サブシステム
は、それぞれにつき最大 24 台の SFF 
ディスク ドライブをサポートしています。
このサブシステムは、SAS 経由で接続
すると、SAP HANA データに直接接続
したストレージになります。

• 16 Gbps のファイバ チャネル ホ
スト バス アダプタ（HBA）により、
SAP HANA Tailored Datacenter 
Integration（TDI）と組み合わせてソ
リューションを展開すると、EMC や 
NetApp のストレージ デバイスに接続
できます。

ソリューション オプション
オペレーティング システムの選択
この SAP HANA 向けシスコ ソリュー
ションでは、Red Hat Enterprise Linux
（RHEL）または Suse Linux Enterprise 
Server（SLES）のいずれかのオペレーティ
ング システムを選択できます。

SAP HANA TDI と組み合わせた 
ストレージの拡張
これら両方のソリューションに、直接接続
ストレージを組み合わせることができます。
SAP HANA TDI と組み合わせることによ
り、ご使用のエンタープライズ ストレージと 
SAP 認定のネットワーキング コンポーネ
ントと共にシスコ認定のサーバ構成を使用
して、完全なソリューションを実現できます。

Cisco UCS Director による 
シンプルな管理
ソリューションのサーバおよびストレージ 
リソース管理は、Cisco UCS® Director 
によってシンプル化できます。Cisco UCS 
Director は 1 つのインターフェイスによ
る、ポイントアンドクリックの簡単な操作に
基づいた IT インフラストラクチャを提供し
ます。また、管理者や信頼あるクライアント
は、セルフサービス ポータルを利用して、物
理または仮想の別なく、必要なインフラス
トラクチャをすぐにリクエストして受け取る
ことができます。このソリューションは異種
環境をサポートしているため、Cisco UCS 
Director を使用して、SAP ランドスケープ
のインフラストラクチャを含め、さまざまな
種類のテクノロジー スタックを自動化でき
ます。

ソリューション SAP BW や SAP Suite on HANA な
どの分析ワークロードに対応した
Scale-Up 2 TB ソリューション

SAP Suite on HANA に対応した 
Scale-Up 6 TB ソリューション

コンピュー
ティング

Cisco C880 M4 ラック サーバ（以下を
搭載）：
• Intel Xeon プロセッサ E7-8890 v2 
（2.8 GHz、各 15 コア）X 8

• 2 TB のメモリ 
（64 32-GB（2 X 16 RDIMM））

• デュアルチャネル 10 Gbps LAN カー
ド（拡張 SFP（Small Form-factor 
Pluggable）[SFP+]）X 4

• デュアルチャネル 1 Gbps ベース  
カード

• デュアルチャネル 6 Gbps SAS RAID 
コントローラ カード

Cisco C880 M4 ラック サーバ（以下を
搭載）：
• Intel Xeon プロセッサ E7-8890 v2 
（2.8 GHz、各 15 コア）X 8

• 6 TB のメモリ 
（96 64-GB（2 X 32 RDIMM）

• デュアルチャネル 10 Gbps LAN カード
（SFP+）X 4

• デュアルチャネル 1 Gbps ベース  
カード

• デュアルチャネル 6 Gbps SAS RAID 
コントローラ カード

ストレージ Cisco C880 ストレージ サブシステム X 1
（以下を搭載）：
• RAID 0、1、5、6、10、50、60 で構成可
能な 900 GB 10K RPM SAS ドライ
ブ X 17

Cisco C880 ストレージ サブシステム X 2
（以下を搭載）：
• RAID 0、1、5、6、10、50、60 で構成可
能な 900 GB 10K RPM SAS ドライ
ブ X 42

表 1. SAP HANA 向けシスコ ソリューションはビジネス ニーズに合わせて構成可能
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Cisco UCS Director は、SAP ランドス
ケープのインフラストラクチャ向けに次の機
能を提供しています。

• SAP HANA を展開するためのエンド
ツーエンドのインフラストラクチャ プロビ
ジョニング

• インフラストラクチャ プロビジョニングを
自動化するための、SAP HANA に特化
したワークフローとタスク ライブラリ

• 広範なマルチベンダー サポート

ロール ベースとポリシー ベース
Cisco UCS Director はロールとポリシー
に基づいているため、各分野の専門家が連
携してポリシーとベスト プラクティスを一度
に定義することができます。その後、あらゆる
レベルの管理者がポリシーを使用してクラ
イアント向けのリソースをプロビジョニング
できるようになります。たとえば、次のような
ケースがあります。

• ネットワーク エンジニアは、特定のグルー
プやアプリケーションを対象とした VLAN 
およびネットワーク設定を行います。

• ストレージ エンジニアは、データ保護お
よび SAN 設定を行います。

• サーバ管理者は、許容可能なリソース設
定およびプール指定を行います。

• 仮想化担当管理者は、オンデマンドで作
成可能な仮想マシンの特性を指定します。

SAP 管理者はこれらのスタッフ メンバー
と連携し、QoS（Quality of Service）パラ
メータ、ストレージのサイジング、データ保護
シナリオ、ディザスタ リカバリ要件、および
納品要件を定義します。

ポリシーは、リソース割り当て、プロビジョニ
ング、モニタ、管理を含むアプリケーションの
ライフサイクル全体を自動化するワークフ
ローを実装し、リソースが不要になったとき
に再利用することができます。この製品には、
ワークフローに組み込むことができる 1200 
以上のタスクが事前定義されています。

Cisco UCS Director は、ワークフローを
テストして、そのワークフローに失敗すれば、
プロセスを元の状態に戻せるように設計さ
れています。

シスコのサポート
シスコ ハードウェアは、Cisco SMARTnet™ 
サービスで選択した非本番、本番、ビジネス
クリティカルの各レベルに応じてサポートさ
れます。

簡単な注文プロセス
シスコ パートナーはシンプルな注文とオン
サイト インストール サービスに対応してい
るため、SAP HANA 向けシスコ ソリュー
ションを簡単にご購入いただけます。カスタ
ム ソリューションの設計と構築に伴うコスト
やリスクを負うことなく、小型ながらも強力
な SAP HANA 環境をすばやく簡単に展開
できます。

詳細情報
Cisco C880 M4 サーバおよび SAP 
HANA 向けシスコ ソリューションの詳細に
ついては、http://www.cisco.com/go/sap 
[英語] をご覧ください。

Cisco UCS Director の詳細については、
http://www.cisco.com/go/ucsdirector [英
語] をご覧ください。

ソリューションの消費電力は、ご注文のサー
バ構成とストレージ構成によって異なりま
す。個々の構成の正確な電力要件について
は、販売担当者またはそれぞれの製品のソ
リューション スペシャリストまでお問い合わ
せください。
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