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SAP ERP アプリケーション向け Cisco 
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俊敏性 効率性 適応性 すべてのサイトで一貫した管理 
 

 
 

SAP ERP アプリケーションを活用するなら、安定し
た IT インフラストラクチャ性能が必要になります。 
SAP 環境がサイロ化している、複雑な環境、または旧式のシステムで実行されている
場合、高い性能を達成することは大変困難です。Cisco HyperFlex™ システムでは、SAP 
エンタープライズ リソース（ERP）環境をパワフルで近代的なハイパーコンバージド イ
ンフラストラクチャに簡素化でき、しかも総所有コスト（TCO）が削減されます。 

 

ソリューション 
SAP ERP アプリケーションをローカルまたはマルチクラウド環境のコンテナに導入するかを問わず、
ビジネスのスピードに合わせて適応できるインフラストラクチャが必要です。HyperFlexシステムが提
供する、ハイブリッドまたはオールフラッシュ構成、統合ネットワーク ファブリック、パワフルなデー
タ最適化機能を活用して、ハイパーコンバージェンスのすべての可能性をSAP ERP アプリケーション
にもたらします。その結果、1 時間もかからずに電源の投入から基本構成
されたクラスタが構築でき、SAP ERP アプリケーション、データベース、
および関連するワークロードを受け入れる準備が整います。 
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Cisco HyperFlex  
システム 
• 俊敏性：IT インフラストラク

チャの合理化を途切れることな
く支援し、SAP ERP プロセスを
サポートするエンドツーエンド
のソリューションを実現。 

• 効率性：常にデータを最適化
し、SAP ERP アプリケーション
の要件にインフラストラクチャ
を適合。 

• 適応性：拡大し続ける SAP ア
プリケーションのラインナップ
に対応します。 
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SAP インフラの近代化に理想的 
従来のコンバージド アーキテクチャでしか対応で
きないと思われていた SAP ERP ソリューションを、
管理が容易で運用コストが低い、より高性能なハ
イパーコンバージドシステム上で実行できます。 

Cisco HyperFlex システムによりシステムを近代化
することで、ミッションクリティカルな SAP ERP ア
プリケーションとデータベースが強化されます。
この革新的なソリューションを導入するだけで、
業務サービスや確立されたビジネス プロセスを中
断することなく、CPU、メモリ、ディスク、および
システム I/O の容量とパフォーマンスを劇的に向上
できます。 

SAP ERP アプリケーションを加速 

1 つのプラットフォームで SAP ERP データベースと
アプリケーションを実行し、予測可能なパフォー
マンスを得ることができる構成です。すべてのス
トレージ デバイスは、すべてのクラスタ リソース
が I/O 応答性に参加できるように、単一の、分散さ
れた多層型のオブジェクトベースのデータ ストア
に結合されています。専用の高性能なスケールア
ウト ファイル システムが、SAP ERP データをデー
タ ストア全体に動的に分散します。 

拡大に合わせて、新しいコンポーネントと既存の
コンポーネントが SAP アプリケーションとデータ
ベースの処理能力とストレージ容量に貢献します。
すべてのクラスタ リソースが I/O 応答性に参加で
きるため、より短時間で結果が得られます。
Enterprise Strategy Group は、業界標準のテスト 
ツールである HCIBench を使用して Cisco 
HyperFlex システムをテストしました。標準的な仮
想サーバの処理また、反復テストにより、当社の 

システムは他にテストしたプラットフォームよりも
多くの I/O を短期間で処理したことがわかりました。
結果：1 秒当たりの I/O 操作（IOPS）の変動が 7 分
の 1 に減り、読み取り/書き込み遅延が 3 分の 1 に
減少しました。1 

効率的な運用 

Cisco HyperFlex システムにより、IT スタッフは以
下のような運用ができます。 
• 統合された管理；統合管理用の API が、Hyperflex 

をシスコや他のベンダーの既存の環境、運用プロ
セス、より高度な管理ツールと連携できます。 

• シンプル化；Oracle、Microsoft SQL Server、また
は SAP HANA のどのアプリケーションを使用し
ているかを問わず、データベースと SAP ERP ア
プリケーションを同じプラットフォームで実行で
きます。 

SAP HANA でアプリケーションを実行 

Cisco UCS® シャーシ内で、Cisco HyperFlex システ
ム上で動作する SAP アプリケーション サーバと、
認定された SAP HANA アプライアンス上で実行さ
れるデータベース プラットフォームを含む環境を
作成できます。1 人の管理者が、単一の使い慣れた
インターフェイスを通じて導入全体を管理できるた
め、運用がさらにシンプルになります。 

詳しくはこちら 

シスコと SAP が連携して SAP アプリケーションの
ための IT インフラストラクチャを最適化する方法
の詳細については、Cisco HyperFlex システムの「 ソ
リューションの概要」をお読みになり、Cisco 
HyperFlex SAP によるプラットフォームの近代化の 
Web ページをご覧ください。 

 
1. 出典：Hyperconverged Infrastructure with Consistent High Performance for Virtual Machines（仮想マシン向けの安定した高性能ハイパーコンバージド インフラストラクチャ）、 

The Enterprise Strategy Group, Inc.、2017 年。 

「HyperFlex のアプローチは、Microsoft 
SQL、Oracle データベース、およびミッ
ション クリティカルなアプリケーション
の高いパフォーマンスを維持するだけでな
く、プロビジョニングの迅速化、コストの
削減、そして管理の効率化も実現します。」 

Edivaldo Rocha 氏 
CorpFlex 社 CEO 
CorpFlex 社は、Cisco HyperFlex システムで 40 社
の SAP ERP 顧客をサポートしています。 
導入事例 [英語]を見る 
 

次のステップ 
Cisco HyperFlex システムによる SAP 
ERP 環境の強化の実現については、シス
コのセールス担当者または認定パートナー
までお問い合わせください。 

Intel® Xeon® のスケーラブル プロセッサを
搭載した Cisco HyperFlex システムの詳細
については、cisco.com/jp/go/hyperflex を
ご覧ください。 
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