
 

 

 

DELL EMCの視点 

15分ガイド 

デジタル経済でSAPを活用するための
Dell EMCが提供するITオプション 
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エグゼクティブ サマリー 

デジタル ビジネスで SAPを活用するための IT トランスフォーメーション 

デジタル経済はビジネスにすばらしい機会をもたらしますが、困難な課題ももたらします。

IT部門は、孤立した複雑なシステムから斬新なインサイトを引き出すことに苦心していま

す。SAP HANAは、複雑なシステムを置換および変革し、ビジネス プロセスを再定義して

常に新鮮なデータからリアルタイムのインサイトを提供できるようにすることによってこうし

た問題に対処します。 

 

 

 

 

 

 

ほとんどの企業にとって、既存のインフラストラクチャとSAPアプリケーションをSAP S/4 

HANAに切り替えることは、口で言うほど簡単なことではありません。企業は、SAP 

S/4HANAを実行するための新しいITインフラストラクチャとモデルを必要としています。

CIO（最高情報責任者）なら、デジタル経済に向けてビジネスを変革するSAPアプリケー

ションをすぐに実行できるようにするために、まとまった予算を迷わず割り当て直すでしょ

う。ITトランスフォーメーションについては、Dell EMCがお客様のニーズに対応いたします。 

SAPに関する共通の IT目標  

SAPに関するITトランスフォーメーションのプロセスは各企業で異なりますが、ほとんどの

企業は、SAP ERP環境を維持しながらSAP S/4HANAに移行するという点で共通の目標

を持っています。これらの目標には以下のニーズが含まれています。 

 ITを統合、自動化、簡素化することによってインフラストラクチャ コストを削減し、

SAP管理者、DBA（データベース管理者）、IT運用スタッフの生産性を向上させる。 

 組織の標準のデータ インフラストラクチャ設計およびアーキテクチャの一部とし

てSAP S/4HANAを導入する。 

 Web 2.0アプリケーションの「特徴」を利用してSAPを実行し、セルフ サービス、

オーケストレーション、アプリケーション ライフサイクル管理といった高価値の機

能を通じて俊敏性を高める。 

 新しいビジネス プロセスと分析主導型のインサイトを実現してデジタル経済で

成功する。 

これは、IT管理者とアーキテクトを対象読者とする15分ガイドです。ITのモダナイズ

によってSAP ERP導入環境の維持コストを抑えて、SAP S/4HANAの導入パスを提

供するDell EMCソリューションとプラットフォームをご紹介します。 

  

ITのデジタル化  

企業にとって最優先事項、または「比較的高

い」優先事項とされているデジタル トランス

フォーメーションだが、その実状は？ 

IT部門は主に従来の役割の遂行を重視 

 アウトソーシングITプロバイダーとの関係

を管理 

 従来のITシステムを維持および統合 

 ビジネス向けにサービス プロバイダーと

して運用を提供 

この財務環境を前提とし、CIOがSAPを活用

するためのITトランスフォーメーションを前進さ

せるために取り得る方法は？ 

出典：The Economist Intelligence Unit 

 

 

http://sapassets.edgesuite.net/sapcom/docs/2016/05/18b691b2-707c-0010-82c7-eda71af511fa.pdf
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Dell EMCの差別化 

Dell EMCのパートナーシップと専門知識 
Dell EMCとSAPの確固たるパートナー関係は、共同エンジニアリング プロジェクト、ベン

チマーキング、ベスト プラクティスに関するものだけではありません。Dell ITでは、SAP 

Business SuiteとSAP HANAを使用しています。 

これらの理由が複合的に作用して、Dell EMCは、今日の効率性に関する課題を解決し、

同時に、HANAおよびクラウドへの今後の安全なトランスフォーメーションに道を開くため

の立場を獲得しています。Dell EMCは、少ない予算でより大きな成果を獲得する絶え間

ない挑戦に対して回答を提示し、同時にリスクを軽減して、SAPのモダナイゼーションの

プロセスを向上させることができるユニークな強みを持っています。Dell EMCの強みによ

り、価値が実証されています。 

 エクスペリエンス：Dell ITは、世界中のSAPカスタマーとの連携に加え、自社で
SAPを利用し、そこから得られた知識とベスト プラクティスを共有しています。 

 ビジネス バリュー：Dell EMCは、SAPとの連携における共同エンジニアリング 
プロジェクトやビジネス/ITの成果を高めるベスト プラクティスの実績あるイノ
ベーション リーダーです。 

 選択肢：SAPのインフラストラクチャをシンプルにするオープンなDell EMCプ
ラットフォームは、SAPのユーザーおよび運用環境に柔軟なITサービスを提供
します。 

計画の立案 

デジタル トランスフォーメーションは旅のようなものです。その道のりはユーザーごとに異

なります。旅のルートに関係なく、すべての旅行者が目的地に効率よく無事に到着するの

に必要な共通の準備事項があります。 

SAPを活用するためのデータセンターのモダナイズ 

ビジネス クリティカルな SAPランドスケープ 
デジタル経済の中でSAPアプリケーションを利用できるようにするには、単にいくらかの投

資をしてスイッチを切り替える、というだけでは不十分です。多くの組織は、ストレージ 

ベースのデータベースで実行されている従来のSAP ERPとSAP BWのシステムを維持し

ながら、SAP HANAインメモリ データベースと最終的にはSAP S/4HANAに移行する必

要があります。 

 

つまり、以下の1つ以上のSAP導入シナリオが示すように、インフラストラクチャは通常、

混在するSAPワークロードをサポートする必要があります。 

 

 

 

 

実行するSAPアプリケーション ポートフォリオや各種のアーキテクチャによっては、従来

型のストレージ データベース上の従来のSAPとインメモリ データベース上のSAP HANA

の両方をサポートするインフラストラクチャ戦略が必要になる可能性があります。 

このため、組織にとって最適なインフラストラクチャ プラットフォームを選択するためには、

SAPの特徴とSAPランドスケープ（トランザクション、レポート作成、分析の各ワークロード

から成る本番/非本番環境を含む）の要件を考慮する必要があります。 

次の表に示すように、SAP HANAプラットフォームにはさまざまな導入オプションがありま

す。最適なオプションは、起点と最終的な目標によって決まります。目標の達成に必要な

DELL ITはSAPを利用  

コンバージド インフラストラクチャ上で、レガ

シーERPから、完全に仮想化されたSAP 

Business Suiteへのトランスフォーメーション

を実現： 

 125のビジネス プロセスを再設計 

 世界的な大規模導入 

 500台を超える仮想マシン 

 65の統合アプリケーション 

 

 

以下のようなSAP HANAプラットフォームを

活用し、画期的なユースケースをサポート： 

 データ マート（迅速なSAP ERP運用
レポートの作成） 

 Business Planning and 
Consolidation 

 SAP Business Warehouse 

 SAP CRM 

SAP HANAによるデータ主導型のインサイ

トによってセールス組織の業績が向上： 

 非標準メトリックとKPIの50%削減 

 セールス レポートの自動化を40%増進 
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適切なデータセンター対応オプション（またはその組み合わせ）を選択できるように、Dell 

EMCはお客様を支援いたします。 

表 1：Dell EMCが提供するインフラストラクチャの導入オプション 

オプション 説明 

SAP HANAアプライアンス 
事前にサイズ設定済み、構成済み、SAP HANAソフト

ウェア ロード済みのSAP HANA専用アプライアンス 

SAP HANA TDI 

（Tailored Data Center Integration） 

混在ワークロードに最適な、既存インフラストラクチャを

活用するソリューション 

コンバージド インフラストラクチャ 
アプライアンスの利便性とTDIの柔軟性を提供する事

前構成済みシステム 

VMwareで仮想化されたSAP HANA 
仮想化環境の経済性と運用の俊敏性を実現する導入

環境 

データ保護と高可用性 

SAP HANAデータの保護、RTO（目標復旧時間）と

RPO（目標復旧時点）の達成、停止と災害による潜在

的な損害の最小化を実現するソリューション 

リアルタイムのビジネスを実現 

企業のビジネス データとモノのインターネットの融合 
デジタル経済での経営を目指して企業自らがトランスフォーメーションを実現するにつれ、

従来のバック オフィスのトランザクション データやレポート データが新しいトレンドである

「モノのインターネット」と組み合わされ、進化を続ける接続された世界から大きなメリット

を得られるようになっています。 

 

「IoT（モノのインターネット）は、実環境の

センサー データをビジネス プロセスに結

び付けるという構想ですが、今やIoTを話

題にすることなくテクノロジーの未来を語

ることはほとんど不可能になっています。」 

Forrester Research 2015 

 

 

 

デジタル経済で成功するために、あらゆる業態の組織が多様なデータ ソースからビジネ

ス価値を創出しようとしています。 

石油/ガスから、鉱業、公共事業まで、あるいは自動車から、ハイテク サービス、金融サー

ビスまで、事業内容や業界を越えて、企業は接続されたモノ、人、デバイスからデータ主

導型のインテリジェンスを引き出そうとしています。それらのインテリジェンスを既存のビジ

ネス プロセスに統合することで、カスタマー エクスペリエンスの向上、市場シェアの拡大、

競争優位性の確立を実現したいと考えています。SAP HANAは、このようなイニシアティ

ブの重要な推進力となります。 

アプリケーションとインフラストラクチャに関する IT部門の考慮事項 
データ分析のトピックは、「コアからエッジ」まで多岐にわたります。SAP HANAの機能は、

データセンターの中核からエッジ デバイスや部門アプライアンスまで、すべての領域に及

びます。 

SAP HANAデータ ウェアハウス：「コア」でのデータ管理 
次の図に示すように、SAP HANAデータ ウェアハウスは、インメモリのSAP HANAデータ

（オレンジ色）、ストレージに格納されたデータの動的な階層化（青色）、Apache Hadoop

データ（緑色）に対する統合アクセスを提供します。 

 

http://go.sap.com/docs/download/2015/08/54f65c37-3b7c-0010-82c7-eda71af511fa.pdf
http://go.sap.com/docs/download/2015/08/54f65c37-3b7c-0010-82c7-eda71af511fa.pdf
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SAPでは、情報の処理に関連するコストを考慮して、データの温度という概念が採用され

ています。これにより、データのビジネス バリューに基づいて、経済的に最適なリポジトリ

にデータを保存することができます。このシステムでは、アクセス頻度の高いデータ（「ホッ

ト」データ）のみが高コストのSAP HANAメモリに格納されるのに対し、「ウォーム」データ

はTier 1またはTier 2のストレージ上のSAP IQ DBMSに格納されます。まれにしかアクセ

スされない「コールド」データは低コストのHFDS/NASストレージに格納され、SAP Voraに

よって管理されます。 

「コア」用のDell EMCコンピューティング サービスとデータ サービス 

表1で紹介したDell EMCインフラストラクチャのオプションは、ハイ パフォーマンスのス

ケールアップ/スケールアウト システムに加え、より高いパフォーマンスのブロック サービ

スとファイル サービスが必要な「ホット」データと「ウォーム」データの管理に最適化された

豊富なデータ サービスを提供します。さらに、アクセス頻度の低い「コールド」データ用に、

Isilon HDFS/NASプラットフォームを提供しています。 

SAP IoT Intelligent Edge 
SAP IoT Intelligent Edgeは、Dell Edge Gateway 5000上に導入できる一連のソフト

ウェア コンポーネントを提供します。この製品は、デバイス接続、ローカル ストレージ、管

理と分析、データ ストリーム分析、バックエンド システムとの同期を提供します。 

部門アプライアンス 
Dell EMC SAP HANA Edge Applianceは、エンタープライズSAP HANAの分析機能を

小規模な導入環境向けに低価格で提供する開発と分析用のプラットフォームです。この

プラットフォームは、高度な分析を組織全体で利用できる、導入と管理が容易なシステム

です。 

SAP as a Serviceの実現 

デジタル経済でSAPを活用するためのITトランスフォーメーションは、単に投資スイッチを

切り替えることではありません。それゆえ、多くのCIOがSAP向けにITをモダナイズするこ

とに設備投資を行うのではなく、SAPを導入するためのクラウド ファースト戦略を検討して

いることは当然と言えば当然です。 

Dell EMCは、オン プレミス、オフ プレミス、ハイブリッドの環境を問わず、クラウドでSAP

を実行できる幅広いオプションを提供しています。 
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オン プレミスの SAP向け IaaS 
Dell EMCでは、SDDC（ソフトウェア デファインド データセンター）モデルに基づくSAP向

けのIaaS（サービスとしてのインフラストラクチャ）により、クラウド対応インフラストラクチャ

への拡張を実現していただくことできます。この製品では、パフォーマンスと可用性のSLA

に対応する事前定義済みのオプションを含む、システムのセルフ サービス プロビジョニン

グが可能です。 

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloudソリューションは、Dell EMCとVMwareのハードウェ

ア、ソフトウェア、サービスをコンバージド システム上に構築されたプラットフォームに統合

し、IaaS（サービスとしてのインフラストラクチャ）の基盤を実現します。ラボで数千時間に

およぶプラットフォームのエンジニアリング、設計、テスト、実証が行われているため、お客

様自身がその作業に時間を費やす必要はありません。 

SAP向けマネージド サービス  
Virtustreamは、クラウドでSAPを実行できる他に類のないサービスです。このプラット

フォームは、複雑でミッション クリティカルなエンタープライズ アプリケーションに特化して

いました。当社のエキスパートは、SAPアプリケーションとの直接的な連携において広範

な経験を有しているため、お客様がSAPの導入環境をクラウドにシームレスに移行する

のを支援できます。 

SAP向けVirtustream Managed Servicesには次のものがあります。 

SAP HANAへの移行 

 Virtustreamは、SAP HANへの複数の移行オプションを提供しています。 

 HANA Managed Serviceは、SAPの認定を受けたデータセンターに配置されているSAP認

定のHANAアプライアンスへの高速でコスト パフォーマンスに優れたアクセスを提供します。 

 SAPに認定されたHANAエキスパートが配属されているHANA Migration Factoryでは、数

週間以内または場合によっては数日以内に既存のアプリケーションをHANAに移行して最

適化できるように支援いたします。 

 ECC（ERP Central Component）またはBW（Business Warehouse）アプリケーションを

HANA対応にアップグレードする支援を提供します。 

 アップグレードが完了すると、SAP HANA Managed Servicesチームによる継続的なサ

ポートを利用できるようになります。このサポートにより、SAPがリリースした時点で、HANA

ベースのSAPアプリケーションに更新、パッチ、新機能を適用できます。 

HANAベースのSAP ECC 

既存と新規のSAP ECCカスタマーは、Virtustream HANA Managed Serviceを使用して、完全な

本番環境を稼働し、90%を超えるパフォーマンス向上を達成しています。 

 月次締め切りのプロセスは、数日ではなく、数時間で完了します。 

 収益性分析は数分で完了するので、会社の事業に関する分析を最適化できます。 

 リスク管理評価はトランザクション データから動的に生成されます。 

HANAベースのSAPビジネス ウェア  

Dell EMCのお客様は、Virtustream HANA Managed Serviceを使用して、移行と新規の両方の

ケースでパフォーマンスを600倍向上させることができました。KPIダッシュボードが動的に生成さ

れるので、バッチ処置とデータ ロードの完了を数日間待つのではなく、最新情報からレポートを作

成できます。 

サブスクリプション ベースの完全なOPEXモデル 

SAP HANA Managed Serviceの以下のような利点により、低額の月額料金でHANA環境までア

クセスできるようになり、サブスクリプション ベースの完全なOPEXモデルを実現できます。 

 真の利用ベース クラウドの長期にわたって実証されたメリット 

 最先端のSLAによって規定される柔軟性、セキュリティ、コスト削減  

 データ保護 — Dell EMCプラットフォーム上のデータは、地理的に冗長化された当社の

データセンター間で絶えずレプリケートされます。情報が常にバックアップされているので、

ディザスタリカバリにすぐに対応できます。 

 

リアルタイム エンタープライズに変わるまでの

Sabreの道のり 

旅行会社がSAP S/4HANA Financeによりクラウ

ドへ移行 

SAP Insider Profile、第7巻第3号 

 

「当社がVirtustreamを選んだ理由は、他のグロー

バルな大企業と協働してきた実績と、SAPに関す

る深い専門知識が立証されたからです」Sabre 

Corporationのコーポレート システム担当VP、

Steve Strout氏 

 

https://www.emc.com/ja-jp/solutions/cloud/enterprise-hybrid-cloud.htm
http://www.virtustream.com/
http://sapinsider.wispubs.com/Assets/Case-Studies/2016/August/IP-Sabres-Voyage-to-Becoming-a-Real-Time-Enterprise
http://www.virtustream.com/press-release/sabre-selects-virtustream-cloud-for-mission-critical-applications
http://www.virtustream.com/press-release/sabre-selects-virtustream-cloud-for-mission-critical-applications
http://www.virtustream.com/press-release/sabre-selects-virtustream-cloud-for-mission-critical-applications
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トランスフォーメーションを加速  

導入オプションの選択 

「作る」から「買う」までの連続性 
最後に、SAPソリューションで使用する利用モデルを決定する必要があります。成果を上

げている企業は、競合他社との差別化を図れる分野に重点的に投資を振り向けています。

一般的に、インフラストラクチャはそうした分野の1つではありません。その代わり、IT組織

は到着したらできるだけ早急にインフラストラクチャを使用可能な状態にし、（妨げになっ

ていない）ビジネス アプリケーションを可能にし、アプリケーションのニーズに対してインフ

ラストラクチャの成長を透過的にします。 

 

 

 

 

 

 

リファレンス アーキテクチャや事前パッケージ済みノード/バンドルなどの「ビルド」利用モ

デルは、継続的ライフサイクル管理において、IT組織が調達、導入、その他の側面をシン

プルにすることに貢献しています。この利用モデルでは、IT組織はソリューションが正しく

機能するという保証を得ることができるほか、導入と管理のためのガイダンスとベスト プ

ラクティスも提供されます。また、一部のソリューション コンポーネントがまとめてパッケー

ジ化され、購入プロセスを合理化するサイジング ツールが提供されるため、オーダーを容

易に行えます。 

「ビルド」による成果はお客様に具体的なビジネス バリューをもたらしますが、多くの企業

は、インフラストラクチャ ソリューションの構築と保守に伴う負担をテクノロジー ベンダー

にさらにシフトするために、「購入」利用モデルを希望する可能性があります。これらの組

織は、フル ターンキーのエンジニアド システムまたはハイブリッド クラウド プラットフォー

ムを購入し、エンド ツー エンドのサポートと完全なライフサイクル保証を単一ベンダーか

ら手に入れるためには、ある程度の柔軟性を犠牲にすることもいといません。 

Dell EMCコンバージド ポートフォリオ 

Dell EMCを業界で際立たせているのは、完全に連続したコンバージド ソリューションを提

供できる点です。これによりお客様は、構築（リファレンス アーキテクチャ、ノードとバンド

ル、検証済みシステム）から購入（従来のコンバージド/ハイパーコンバージド エンジニアド 

システム、ハイブリッド クラウド プラットフォーム ）に至るまでのITをシンプルにすることが

可能となります。Dell EMCのコンバージド ポートフォリオであれば、あらゆるIT環境のあ

らゆるワークロードに対応し、ご希望のカスタマー エクスペリエンスに基づくソリューション

を提供できます。 
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重要なポイント 

デジタル経済がもたらすオポチュニティを活かすには、企業と公的機関は、複雑で分離さ

れたシステムとデータ ソースからインサイトを引き出す方法を見つける必要があります。

SAP HANAプラットフォームは、この課題に対応するのに最適です。このプラットフォーム

により、組織は複雑なシステムを置き換えてトランスフォーメーションを実現し、ビジネス 

プロセスを再定義し、データからリアルタイムにインサイトを取得できます。 

SAP HANAのメリットの活用を検討中またはすでにその過程にあるお客様にとって、Dell 

EMCは理想的なパートナーです。Dell EMCは、20年近くに及ぶSAPとの連携を通じて

培った経験、SAPに関するイノベーションの実績、アプライアンスやコンバージド システム

からクラウド ベースのオプションまでの豊富な導入オプションを提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、デジタル経済でSAPを活用するためのITトランスフォーメーションについては、

Dell EMCがお客様のニーズに対応いたします。 

 

 

お問い合わせ 

SAP環境向けのDell EMCソリュー

ションの詳細情報： 

https://www.dellemc.com/ja-
jp/index.htm 

https://www.dellemc.com/ja-jp/index.htm
https://www.dellemc.com/ja-jp/index.htm

