ビジネス上の課題
Ctac は、堅牢なインメモリー・クラウド・ソリュー
ションを通じて、お客様のビジネス・プロセス
変革やリアルタイムな洞察の獲得による競争優
位性の向上をご支援したいと考えていました。

変革
ビジネス・プロセスの革新をサポートするため
に、Ctac は、SAP テーラード・データセンター
統合 (Tailored Datacenter Integration) のコンセ
プ ト に 従 っ て、SAP® HANA® on IBM® Power
Systems ™を配備し、インメモリー処理を実装し
た新しいクラウド・サービスを提供しています。

ビジネス上のメリット：
クラウド・テクノロジーによって
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SAP HANA on IBM Power Systems で
実現されるリアルタイム・
アプリケーションによる
競争優位性の向上
Ctac は、オランダのスヘルトーヘンボスに本社を構える ICT ソリューション・プロバイダー
であり、SAP のソリューション販売パートナーです。ベルギーとフランスにも支社を有し
ます。ビジネス・コンサルテーション、クラウド・サービス、ソフトウェア開発を提供し
ている Ctac の 486 人の社員は、年間 8,340 万ユーロの収益を生み出しています。

Léon van den Bogaert 氏
Ctac のクラウド・テクノロジー・
マネージャー

「SAP HANA on IBM Power
Systems を導入することにより、
システムの運用負荷を
減らしながら、より信頼性の
高いサービスを提供することが
できます。」
Ctac のクラウド・テクノロジー・マネージャー
Leon van den Bogaert 氏の動画を
ご覧ください。

この動画を共有する

Ctac の課題
IT サービス・プロバイダーの Ctac は、リアル
タイムな洞察の獲得による、ビジネス・プロセ
スの改善に取り組むお客様が増加していること
を認識していました。例えば、小売業者はどの
店舗で何が売れているかをリアルタイムで正確
に把握できれば、在庫補充のプロセスをより柔
軟に調整し、物流管理ワークフローを合理化す
ることで利益の最大化を実現することができま
す。

ビジネス・プロセス
革新の推進
IT サービス・プロバイダーであり、SAP のソリュー
ション販売パートナーでもある Ctac は、柔軟性
の向上、ビジネス・プロセスの迅速化、リアル
タイム・アナリティクスを求めるお客様のトレン
ドを認識していました。多くの企業は、夜間の
バッチ処理の実行に慣れていますが、日々のト
ランザクション処理の時間を短縮し、その結果
に応じて物流管理と流通のワークフローを計画
できるようになることを望む声が増加していまし
た。

SAP のソリューション販売パートナーである
Ctac は、 お 客 様 が 新しい インフラストラク
チャーに高額の先行投資をせずに、リアルタイ
ム・アナリティクスを活用できるようになること
を望んでいました。そしてそのためには、お客
様の増加に従って、柔軟にシステム容量を拡張
しながら、卓越したパフォーマンスを提供し続
けられるプラットフォームを選択し、サービス
提供基盤を構築することが求められていまし
た。

Ctac は、お客様が費用効率の高い方法でビジ
ネス・データに関する洞察を迅速に活用できる
ようになれば、競争上の優位性を獲得できる可
能性があると考えていました。Ctac のクラウド・
テクノロジー・マネージャーの Léon van den
Bogaert 氏は、次のように説明します。「お客様
は、重要なビジネス上の課題に対して直ちに回
答を得て、利益を最大化することを望んでいま
す。ビジネスが従来よりも急速に進展し、市場
が短いサイクルで変化しているため、最新の数
字の集計処理のために 1 日待つといったことは、
問題となりつつあります。」
このようなニーズに対応するために Ctac は、
お客様が IT に対する高額の先行投資なしにビ
ジネス・プロセスを最適化できるソリューション
を構築したいと考えていました。Ctac のアーキ
テクチャー / 設計責任者の Hans Gootjes 氏は、
次のように述べています。「例えば大規模な事
業のケースでも、ビジネス・データを活用し、
非常に高度なビジネス・アナリティクスなどの
処理を数秒以内に実行することができます。当
社は、システムの柔軟な拡張性を提供しながら、
この機能を提供することが必要だと考えていま
した。」

Ctac の SAP ソリュー ション・ ア ー キ テクト、
Niek Verhaar 氏は、次のように付け加えます。
「ビ
ジネスの要件に動的に適合する柔軟なサービス
を提供することは、比較的小規模な組織や新し
いお客様セグメントが、次のステップに進み、
将来の働き方を確立するためにも役立ちます。
これによりお客様は、ビジネス・プロセスの遅
延を解消することができます。」
Léon van den Bogaert 氏は、次のように語りま
した。「サービス・プロバイダーとして、当社は
将来のビジネスを形成するために、お客様が
必要とするソリューションを提供する準備を整え
る必要があります。当社にとってこれは、自社
のビジネス・モデルも、従来のクラウド・リソー
ス・プロバイダーから、クラウド・ソリューショ
ン / 統合プロバイダーへと変化することを意味し
ています。」

堅牢なクラウド・
ソリューションの構築
Ctac は、近い将来、インフラストラクチャーは
まったく異なるものに進化する可能性が高いこ
とを認 識しました。 将 来 のインフラストラク
チャーは、お客様のニーズに応じてクラウド・
サービスとオンプレミス・アプリケーションを組
み合わせて実行し、変化に対して非常にすばや
く対応し、拡張容易性が高く、ピーク時の極め
て大きなワークロードにも即座に対応できる必
要があります。
Ctac は、お客様に SAP ソリューションを提供す
るにあたり、単一のシステム内で従来型のワー
クロードと新しいリアルタイム・アナリティクス
にワークロードを稼働させる相乗効果を確立し
ながら、できる限りリソースを効率的かつ柔軟
に利用するために最適なシステム構成の検討を
始めました。この結果、Ctac は SAP ソフトウェア・
スタック全体をホスティングできるクラウド・イ
ンフラストラクチャー（新しい SAP HANA プラッ
トフォーム）を構築し、運用することを決定しま
した。

「お客様は、重要な
ビジネス上の課題に対して
直ちに回答を得て、利益を
最大化することを望んで
います。ビジネスが従来より
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最 初 の ス テ ッ プ とし て、SAP HANA on IBM
Power Systems が 利 用 可 能 に なったときに、
Ctac は、SAP テーラード・データセンター統合
（TDI）のコンセプトに従って、TDI 認証済みの
IBM ストレージ・サブシステムと組み合わせた
IBM Power® System E870 サーバーを中核に、
必要な IT 環境を直ちに実装することを決定しま
した。このソリューションは、ビッグデータを高
い拡張性を実装しながら処理できるよう設計さ
れています。先進的な IBM PowerVM® 仮想化
テクノロジーと SUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applications オペレーティング・システムが、
システムの柔軟性を補完します。これらは、さ
まざまな SAP ソリューションのホスティングサー
ビスを提供できる効率的なクラウド環境を構築
し、維持するために必要です。

Hans Gootjes 氏は、次のように述べています。
「IBM が提供する SAP HANA 向けシステムは、
実際に当社の期待以上のアーキテクチャーを備
えており、カスタマイズされ た SAP HANA ソ
リューションにおける、高いパフォーマンス要件
も簡単に満たしてくれました。」

パフォーマンスと
コスト効率が最大 1,000 倍

「IBM Power Systems 上で SAP
HANA を実行することにより、
拡張性が非常に高い柔軟かつ
堅牢な環境が実現します。
IBM Power System E870
サーバー上に数千の SAP
システムを構築する
予定です。」
Niek Verhaar 氏
Ctac の SAP ソリューション・
アーキテクト

「数年間にわたって IBM POWER プラットフォー
ムを利用してきた当社は、IBM Power Systems
の信頼性と安定性を高く評価しています。当社
のほとんどのお客様は、基幹業務アプリケーショ
ンの 1 日 24 時間週 7 日の可用性を必要として
おり、事業継続性は不可欠です。IBM POWER
プラットフォームは、常に当社の期待に応えて
います。」
Ctac は、 ミラ ーリング さ れ た IBM Storwize®
V7000 ストレージ・ソリューションに IBM Power
System E870 サーバーを接続しました。すべて
の管理対象 SAP システムに最適なパフォーマン
スを確保するために、Ctac は、IBM Easy Tier®
テクノロジーを利用しています。これにより、従
来のディスク・ベースの SAP データベースで最
も頻繁にアクセスされるデータは、最も高速で
利用可能なストレージに自動的に移動されま
す。頻繁にアクセスされるデータをハード・ディ
スクからソリッド・ステート・ディスクへと透過
的に移行することにより、システム管理者によ
る手動のストレージ管理を不要とし、実際のデー
タ利用率に基づいてストレージ・パフォーマン
スを最適化します。
Ctac は、SAP HANA を含む SAP アプリケーショ
ンを保護するために、
ストレージ・レプリケーショ
ン を 活 用して い ま す。 ま た、 同 社 は、IBM
FlashCopy® 機能を利用して、定期的にバック
アップも作成しています。
Niek Verhaar 氏は、次のように述べています。
「IBM Power Systems 上で SAP HANA を実行す
ることにより、拡張性が非常に高い柔軟かつ堅
牢 な 環 境 が 実 現しま す。IBM Power System
E870 サーバー上に数千の SAP システムを構築
する予定です。これには、SAP HANA から SAP
Business Suite、SAP Business Warehouse、 最
新 の SAP Business Suite 4 SAP HANA®（SAP

S/4HANA）アプリケーション、SAP Fiori モバイ
ル・アプリにいたる SAP システムが含まれます。」
「優れた仮想化技術を実装した IBM POWER プ
ラットフォームを選択することで、当社は、統合
された SAP データベースおよびアプリケーショ
ン・サーバーと専用 SAP HANA アプライアンス
の組み合わせよりも、システム資源を効率的に
活用できるようになります。アプリケーション・
サーバーと SAP HANA を 1 台のサーバー上に
実装することにより、IBM Power Systems がも
つ高い帯域幅と大容量データの高速処理向け
に考えられた設計により、卓越したスループッ
トを実現することができます。また、単一の論
理パーティーション内でアプリケーション・サー
バーと SAP HANA を運用することができます。
これによって、システム管理費をさらに削減す
ることができます。」

ソリューション・デリバリー
Ctac は、柔軟性が高く、拡張が容易なクラウド・
インフラストラクチャーを新たに構築して、SAP
Business Suite、SAP Business Warehouse、最
先端の SAP S/4HANA アプリケーション、SAP
Fiori モバイル・アプリ向けの堅牢な環境をお
客様に提供します。
Ctac は、IBM および SAP とパートナーを協業
して、TDI ソリューションを開発し、SAP HANA
on IBM® Power Systems ™に基づいた革新的な
クラウド・サービスを提供します。
同社は、最新の IBM POWER8 プロセッサー、
先進的な IBM PowerVM 仮想化テクノロジー、

システムの実装を通じて、Ctac は IBM チーム
に対しても非常に満足しています。Léon van
den Bogaert 氏は、次のように語りました。「プ
ロジェクトに関わったプリセールス担当者、テク
ニカル担当者、すべての IBM スタッフが、オン
サイトでもオフサイトでも、当社のスタッフと非
常に円滑にコミュニケーションしプロジェクトを
進めていました。また、IBM はソリューション・
アーキテクチャーについて非常に有益な情報も
提供してくれました。 当社の数年間にわたる
IBM POWER の経験に基づいて、次世代のクラ
ウド・サービスをお客様に提供できることは、
われわれの大きな強みであると考えています。」
この、SAP HANA プラットフォームの潜在能力
を評価するために、Ctac は SAP HANA で自社
の XV Retail ソリューションを実行し、POS デー
タのリアルタイム・アナリティクスを実行したい
と考えています。
新たに設計された POWER8® ベースのインフラス
トラクチャーは、SAP HANA や複数の他の SAP
環境で動作しているソリューション向けに、アプ
リケーション・サーバーをホスティングしている
Ctac の既存の IT 環境とシームレスに統合されま
す。Ctac は、十数台の IBM Power System S824
サーバーと IBM Power 750 サーバーを運用し、

SUSE Linux Enterprise Server for SAP
Applications を 搭 載 し た IBM Power System
E870 サーバーを構築しました。
高速で費用効率の高いデータ・ストレージを提
供するため、Ctac は IBM Easy Tier テクノロジー
を備えた IBM Storwize V7000 ストレージ・シ
ステムを実装しました。これにより、すべての
システムとアプリケーションにおいて、自動的
にパフォーマンスの最適化が実行されます。

メリットの詳細
• ビジネスのニーズに合わせて使用リソース容量

IBM FlashSystem ™、IBM Storwize V7000、IBM
Storwize V5000 の各ストレージ・システムと組み
合わせ、IBM Spectrum Virtualize を通じてデータ・
ストレージを管理しています。また、一部のお客
様に対しては、バックアップ・ソリューションとし
て IBM Spectrum Protect ™を利用しています。

を柔軟に増減できるインメモリー・クラウド・
サービスにより、新たなビジネス機会が生じま
す。
• 投資効率が高く、最大 1,000 倍のパフォーマン
ス改善が実現できるリアルタイム・アナリティク
スの活用に向けて、企業を支援します。サー
バー、ストレージを含むアプライアンス・ソ
リューションに対する高額の投資は必要ありま
せん。
• インメモリー・プラットフォームの実装時間が
95% 高速化され、リアルタイム・ビジネス・ア

高速で投資効率の高い
ソリューションを
オンデマンドで提供
IBM Power Systems 上で SAP HANA を実行す
ることにより、Ctac は新しいビジネス機会を創
出し、拡張性に優れたリアルタイム・アナリティ
クス・サービスを既存のお客様および新規のお
客様に提供することによって、事業を成長させ
ることができるようになります。

プリケーションの実装期間が大幅に短縮、変動
する需要に柔軟に対応することができます。
• モノのインターネット・ソリューションからのセ
ンサー・データや、ビジネス情報を含むソーシャ
ル・メディア・データなどの外部データの迅速
かつ容易な統合を支援します。
• ビジネス・アプリケーション・ランドスケープ

Léon van den Bogaert 氏は、次のように述べて
います。「当社は、リアルタイム・アナリティク
スに対する需要を認識し、短期間でサービスを
市場に提供することを決定しました。多くのお
客様は依然としてオンプレミス型のアプライアン
ス製品を好んでいますが、当社はよりコスト効
率の高い方法で、パフォーマンスを向上させる
ことができると考えています。」

を簡素化し、先進的な仮想化によってリソース
の利用率を高め、管理ワークロードを低減する
ことにより、IT 運用コストを削減します。

「長年にわたって、SAP アプリケーションの基盤
として IBM POWER プラットフォームを利用して
きた企業は、信頼できる IBM POWER プラット
フォームを選択することにより、SAP HANA を
活用しやすくなると思います。当社のクラウド・
ソリューションによって、従来の信頼性とともに、
リアルタイム・アナリティクスをサポートするた
めに必要な柔軟性を提供することができ、お客
様のビジネスに貢献することができると考えて
います。」
Ctac のお客様にとっての大きな優位性は、構築
リードタイムの大幅な短縮です。Niek Verhaar
氏は、次のように詳述します。「調達からデリバ
リー、インストール、基本的な構成設定まで、
アプライアンス・ソリューションを実装するには、
短くても数週間かかることがありますが、現在、

当社では、数時間以内に新しいお客様に SAP
HANA プラットフォームを提供できます。実際、
当社のソリューションはシステム構築期間を
95% 超短縮しています。」
Hans Gootjes 氏は、次のように付け加えます。
「ク
ラウド・ソリューションを使用して、当社は、従
量課金モデルで SAP HANA プラットフォームと
SAP S/4HANA のようなアプリケーションを提供
できます。お客様は、小規模なシステムから始
めて、簡単にシステムを拡張（または縮小）で
きるようになり、リアルタイム・アナリティクス
を実際のビジネスに活用することによるメリット
を、高額な初期投資コストをかけることなく達
成できるようになりました。」
「IBM PowerVM の仮想化技術を活用すると、わ
ずか 1 回のクリックでソリューションを拡張また
は縮小できます。したがって、PoC 検証環境を
すばやく構築した後に、本番向けに拡張するこ
とができます。これまでのようにサイジング検
討を実施した上でアプライアンスシステムを購
入する必要は無く、コスト効率の高い方法で新
しい機能を試すことができるのです。」
また、数年後に古いデータを新しいストレージ
に移行するような場合は、柔軟な拡張性がとて
も重要となります。アプライアンスを所有してい
る場合、物理システムを縮小することができま
せん。しかし、Ctac のクラウドソリューションを
使用すれば、お客様はいつでも SAP HANA か
らデータを移行して、運用コストを削減すること
ができます。
Ctac は、 先進仮想化テクノロジーである IBM
PowerVM を使用して、サーバー・リソースを
細かく配分し、適切な規模のソリューションを
お客様に提供し、システムの利用率を効率化で
きます。Niek Verhaar 氏は、次のように述べて
います。「IBM Power Systems 上の仮想環境で
SAP HANA を実行すると、信頼できるサービス・
レベル・アグリーメントを安心して提供できます。
実際に、お客様のシステムを移行してみて、予
想以上のシステム・パフォーマンスを確認でき
ました。」

「IBM PowerVM の仮想化
技術を活用すると、わずか
1 回のクリックで
ソリューションを拡張または
縮小できます。したがって、
PoC 検証環境をすばやく
構築した後に、本番向けに
拡張することができます。
これまでのようにサイジング
検討を実施した上で
アプライアンスシステムを
購入する必要は無く、
コスト効率の高い方法で
新しい機能を試すことが
できるのです。」
Hans Gootjes 氏
Ctac
アーキテクチャー / 設計責任者

「他社のアプライアンス・ソリューションと比較
して、IBM PowerVM を活用することで高い可用
性 を 実 現 で き ま す。 例 え ば、Live Partition
Mobility 機能を使用して、ダウン時間なしで物
理サーバー間のワークロードを移動するといっ
た機能を活用できるのです。」

クラウド・テクノロジーにより
SAP HANA の実装期間が
95% 短縮される

「長年にわたって、SAP
アプリケーション基盤として
IBM POWER プラット
フォームを利用してきた
企業は、信頼できる
IBM POWER プラットフォーム
を選択することにより、
SAP HANA を活用しやすく
なると思います。」
Léon van den Bogaert 氏
Ctac のクラウド・テクノロジー・
マネージャー

Ctac のお客様は、SAP アプリケーションを SAP
HANA に移行することで、インメモリー・プラッ
トフォームのシンプルなデータ統合機能を利用
できるようになります。例えば、モノのインター
ネット環境における、センサー・データを活用
することにより、企業は意思決定にリアルタイム・
アナリティクスを組み込み、生産計画、在庫プ
ロセス、物流管理プロセスを動的に最適化でき
るようになります。また、リアルタイムに得られ
る洞察を活用して事業計画の精度を高めること
により、ビジネス価値を創出することができる
でしょう。また、ソーシャル・メディアなどのデー
タ・ストリームをビジネス上の意思決定に取り
込み、より高機能なビッグデータ・アナリティク
スを実行するために、SAP HANA スマート・デー
タ・ストリーミング・オプションを利用すること
もできるでしょう。

「IBM Power Systems の仮想化機能は、単一の
プラットフォームで非常に多様なワークロードを
実行しながら、各インスタンスのパフォーマン
スを個々に最適化できるクラウド・サービスの
提供を実現する最適なソリューションです。」

主要なコンポーネント
業界：コンピューター・サービス

「SAP HANA インメモリー・プラットフォームの
革新的なアーキテクチャーでは、従来のデータ
ベース・システムに比べてパフォーマンスが最
大 1,000 倍向上します。多くの企業は、今後数
年間にこの新しいテクノロジーに自社のアプリ
ケーションを移行することを望むでしょう。SAP
HANA on IBM Power Systems 向けのクラウド・
ソリューションによって、当社はお客様のニーズ
に合わせて、ビジネスとともに拡張されるイン
メモリー・プラットフォームを提供します。」

アプリケーション：SAP® HANA®、SAP Business
S u i t e、 S A P B u s i n e s s W a r e h o u s e、 S A P
Business Suite 4 SAP HANA®（SAP S/4HANA）、
SAP Fiori®、SAP Customer Activity Repository
ソ フ ト ウ ェ ア：IBM® Spectrum Virtualize ™、
IBM FlashCopy®、IBM Spectrum Protect ™、
SUSE Linux Enterprise Server for SAP
Applications
ハードウェア：IBM Power Systems ™ Solution

Léon van den Bogaert 氏は、次のように述べま
し た。「 当 社 は、SAP HANA on IBM Power
Systems が、適切な選択であったと確信してい
ます。SAP HANA on IBM Power Systems により、
システム運用にかかるコストを削減しながら、
より信頼性の高いサービスを提供できるように
なりました。」

Editions for SAP HANA、IBM Power® System

動画にアクセスするには、
携帯電話で次の QR コードを
スキャンしてください。

E870、IBM Storwize® V7000、IBM Power
System S824、 IBM Power 750、 IBM
FlashSystem ™、IBM Storwize V5000

詳細については、IBM

と SAP

にお問い合わせください。
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