
インテルとClouderaを 
選ぶ理由
インテルと Clouderaは、Apache* 
Hadoop*から推測に基づく作業を排
除します。独自のコラボレーション・
アプローチにより、オープン・スタン
ダードに基づいて優れたパフォー
マンス、セキュリティー、品質の高い
配信を実現します。両社にはエコシ
ステム全体で数百に及ぶベンダーと
協力できるという利点があります。
そのため、Cloudera* Enterprise上に
構築するソリューションは、ロック
インからの解放、強力なビッグ・ 
データ・ソリューションの構築を可
能にし、現在だけでなく将来のビジ
ネスニーズにも対応できます。

•  ソフトウェアとハードウェアの製
品ロードマップを独自に調整し、
イノベーションを加速することで、
Hadoop*を利用した業界初の機
能を多数提供

•  データセンターのほぼすべてのプ
ロバイダーと親密なパートナー
シップを結ぶことで、ビッグ・デー
タ・ソリューション構築のための
プロセスを合理化

•  業界標準の動きを長年にわたり見
定めてきた実績により、非標準の
ソリューションを導入してしまう
リスクを回避

インテルとClouderaが、顧客企業の 
Oracle*インフラストラクチャーと 
Hadoop*をKafkaメッセージングで統合

総合金融サービスと機関向け銀行サービ
スを提供する東南アジア有数のある金融
サービス・プロバイダーは、同社のデータ
統合アーキテクチャーをリアルタイムで
簡単かつ効率的にビッグ・データ・システ
ムに拡張できて、なおかつソースシステ
ムのパフォーマンスにはマイナスの影
響を与えないようなソリューションを必
要としていました。

同社のデータは、ほぼリアルタイムとバッ
チ処理の両方で提供され、その後、分析作
業に渡されます。データを取り込むパイ
プラインを構築して分析チームがデータ
ソースを利用できるようにしたことで、
同社は多くのビジネス・アプリケー
ションを実行できるようになりました。
さらに、OLTPデータベースやWebサー
バーログ、メッセージキューなど、多数の
新しいデータソースの統合も近々予定し
ています。

結 果
インテルとClouderaのソリューション
は次の成果をもたらします。

•  実績のあるOracle* GoldenGateとの統
合で、組織のあらゆるOracle*データ
ベースからデータを取り込みます。

•  Oracle*データベースからのカスタム・
データ・ダンプが不要なため、コストを
削減できます。

•  取り込みおよびリアルタイムでのデー
タ消費向けサービスを構築することで、
メッセージのセキュリティーと有効性
が高まります。

•  データを自動でHDFS*にアーカイブし、
Hadoop*での次の分析作業に活用でき
ます。 

•  自動プロビジョニングと継続的な導入を
実現できます。

•  リアルタイム・データやバッチデータの
最初の利用者とつながることで、特定の
ビジネス目標を実現できます。

ビジネスの原動力
世界中の銀行は、顧客とその取引習慣に関
して所有している大量のデータを調べて、
顧客をより深く理解する必要があると考
えています。多くのリテール銀行は、ビッ
グデータの方程式を解いた大手のテクノ
ロジー企業がその分析力を活かした製品を
武器に、自分たちの顧客を奪う競争相手と
なることに危機感を抱いています。

このような理由から、その金融サービス
企業は顧客にイベント駆動型のフィード
バックを提供したいと考えていました。
そのためには、バッチ型の分析よりも応
答時間を早める必要があります。また、多
くのデータソースは組織ごとにサイロ化
されているため、あるいは、セキュリ
ティー上の制限によって、すぐにアクセ
スして分析することができませんでした。
取り込み用のプラットフォームを提供し、
取り込みプロセスを合理化すれば、カス
タマイズしたプロジェクトを実行する手
間が省けます。

同社は、Oracle*ソリューションへの既存
投資とシームレスに統合できる、Hadoop*
ベースのビッグ・データ・ソリューション
の構成支援をインテルに依頼しました。

金融サービス・プロバイダーがApache* Kafkaメッセージング・ソリューションで
既存のOracle*データベースとCloudera*エンタープライズ・データ・ハブを統合

ソリューション概要
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•  データ消費：Apache* Kafkaは、1秒間
に数百万ものメッセージを処理できま
す。このデータは、HTTP Firehoseサー
ビスから直接消費されます。Scaldingに
構築されたアーカイブサービスもまた、
ほかのすべてのクライアントと同様に、
この Firehoseに接続し、次の処理に向
けてデータをParquet*形式でHDFS*に
書き出します。開発者向けにはFirehose
のコマンドライン・クライアントを構築
しました。これで、Apache* Kafkaに関
するトピックのデータを参照できます。
このソリューションはまた、データの検
索に役立つメタデータサービスを提供
します。

•  水平方向のスケーラビリティー： 
Apache* Kafkaはスケールアウトを目的
に構築しました。トピックは多くのサー
バー間でパーティション化されます。

•  再生：Apache* Kafkaは、トピック / ス
トリーム内の任意のポイントからデー
タを再生できます。これにより、メッセー
ジストリームをフォールトトレラント
方式で処理することが可能になります。

同社はこの取り込みシステムに満足し、2
つのシステムを大きく変えることなく、
並列して維持できると確信しています。

ソリューションの詳細
このソリューション（図 1）の中心は
Apache* Kafkaです。Apache* Kafkaは
分散システムとして設計された、オープン
ソースのPublish-Subscribe型メッセー
ジブローカーで、簡単に拡張できます。
Kafkaはパブリッシュ・プロセスとサブ
スクライブ・プロセスの両方で高いスルー
プットを実現し、複数のサブスクライ
バーをサポートします。高速で拡張性と
耐久性に優れた Kafkaのメッセージは、
従来のメッセージ・キュー・システムと
は異なり、メッセージごとに必要なオー
バーヘッドが小さくて済みます。

Kafkaのメッセージはディスク上に保持
されるため、保存間隔内でもログのあら
ゆるオフセットからデータを読み込むこ
とができます。Kafkaは、バッチ型の利用
と、リアルタイム・イベントのHDFS*中
間データストレージに最適です。

Kafkaにはまた、次の利点があります。

•  データの保存と取り込み：Apache* 
Kafkaは、データの中間ストレージに使
用されます。すべてのOLTP Oracle*デー
タベースからのデータの取得には、
Oracle* GoldenGateを使用しました。
既存のデータベース・スキーマを変更す
る必要がないことと、Oracle* データ
ベースの管理者がこれを使い慣れてい
ることがその理由です。HTTPは標準と
して広く認知されており、あらゆるプロ
グラミング言語からも使い勝手が良い
ため、インテルはApache* Kafkaをラッ
プするカスタムHTTP RESTサービスを
構築しました。

•  セキュリティー：すべてのデータは
Apache* Kafkaに保存する前に検証す
る必要があり、データの重複排除が必要
です（特定の問題シナリオで発生する可
能性があります）。現在、Apache* Kafka
プロトコルでは認証や承認などのセキュ
リティー・メカニズムがサポートされ
ないため、Transport Layer Security
（TLS）プロトコル暗号化を使って、承認
サービスおよびUNIX*のプラグ可能な
認証モジュール（PA M）のセキュリ
ティーを確保しました。

•  ワイヤプロトコル：システムに入出力す
るメッセージはすべて、Apache* Thrift*
形式にシリアル化されます。この形式は
同組織でも、特にHadoop*上で、すでに
広く利用されています。

図 1. OracleOracle* GoldenGate環境でのKafkaメッセージング： 既存のOracle*データベース
は GoldenGateを介してデータを Apache* Kafkaベースのメッセージハブに渡します。
Cloudera* Enterpriseデータハブからの情報はPAMで暗号化されたHTTPメッセージを介して
共有されます。
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Cloudera* Enterprise
この金融サービス・プロバイダーは、既存
のOracle*データベースとのシームレス
な連携と優れたコスト効率、スケーラビ
リティー、ワークロードの多様性、エン
タープライズ全体で利用できる機能の装
備、そして、オープンソース・フレームワー
クであることからCloudera*を選択しま
した。

履歴データをHadoop*に保存して処理で
きるため、従来のデータ・ウェアハウス型
ソリューションに比べてコスト効率が非
常に優れています。Hadoop*プラット
フォームは元々スケールアウト型アーキ
テクチャーであるため、Webデータ量の
増加に伴ってノードを簡単に追加できま
す。同社はビジネス環境の変化に伴って
データストリームが飛躍的に増加すると
予想しており、ストレージの追加にコスト
が必要になることは織り込み済みでした。

Cloudera*なら、複雑なアプリケー
ション・レベルでのコーディングを行う
ことなく、フォールトトレラントな大規
模並列処理を実現できます。

Cloudera* Enterpriseなら、急速に増加す
るデータボリュームと既存システムから
の多様なワークロードを処理しながら、
レガシー・インフラストラクチャーの効
率性を最適化できます。

バッチ処理、対話型SQL、エンタープライ
ズ・サーチ、高度な分析を含め、企業のさ
まざまなワークロードを柔軟に実行でき
る Cloudera*の情報統合ビューもまた、
多様なデータ駆動型の分析の実現を目標
に掲げる同社にとって大きな利点です。

エンタープライズ・レベルでは、Cloudera*
は ITのコンプライアンス要件に必要な重
要な機能を提供します。例えば、停止時お
よび実行時の暗号化、Simple Network 
Management Protocol（SNMP）のサポー
トおよびアラート、ローリング・アップ 
デート、AD/Kerberosの統合、自動バック
アップおよび障害復旧（BADR）などが含ま
れます。

そして何より、オープンソース・コンポー
ネントをベースにしている Cloudera* 
Enterpriseなら、Cloudera* Enterpriseに
含まれるApache* Kafkaなどほかのオー
プンソース・ツールとの統合が可能です。

まとめ 
インテルとClouderaが構築したソリュー
ションを活用し、この金融サービス・プロ
バイダー社は同等の位置にある類似業界
から得たビジネスインサイトを顧客に提
供できるようになりました。これらのイン
サイトは、自社の業績を競合他社と比較
したリアルタイムのデータ分析として提
供されます。このようなビッグデータ駆
動型の競合分析は、小規模企業にとって
非常に有益でありながら、自社ではなか
なか作成することができません。

インテルは、この金融サービス・プロバイ
ダーが既存のOracle*インフラストラク
チャーとスケーラブルなHadoop*ベー
スのビッグデータ・プラットフォームを
統合し、顧客にさらなるサービスを提供
することを可能にするシステムの設計を
支援しました。

あなたのビジネスも私たちがお手伝いし
ます。 

Clouderaについて
Clouderaは、Apache* Hadoop*上
のエンタープライズ・データ・ハブ
である、ビッグデータ向け統合プ
ラットフォームで、エンタープライ
ズ・データ・マネジメントの変革を
続けています。Clouderaは、すべて
のデータを1カ所に安全に保存、処
理、分析することで、既存の投資に
対する価値を高めると同時に、全く
新しい方法でデータから価値を引き
出すための手段を提供します。

Clouderaのオープンソース・ビッ
グ・データ・プラットフォームは世
界で最も採用されており、オープン
ソースのHadoop*エコシステムの
普及に最も貢献しています。また、
Hadoop*プロフェッショナルの有
数の育成機関として、全世界で
40,000名以上の人々を教育してき
ました。さらに、1,900社以上のパー
トナーと経験豊かなプロフェッショ
ナル・サービス・チームが高い時間
価値を提供します。エンタープライ
ズ・データ・ハブを安心して実行で
きる予防的かつ予測的なサポートを
提供できるのは、Clouderaだけです。
あらゆる業界の先端企業や世界中の
公的機関で、Clouderaはその実務に
活用されています。

詳細については、 
http://www.cloudera.co.jp/を 
参照してください。

www.cloudera.co.jp/


お問い合わせ
営業担当者にお問い合わせいただくか、
Hadoop-services@intel.com 
までメールでご連絡ください。

インテルから始まるビッグデータ分析 
www.intel.co.jp/bigdata

本資料で引用されている結果は、インテルおよびインテルの顧客が行った調査とテストに基づくもので、情報提供のみを目的としています。
テストは、特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を実証します。ハードウェア、ソフトウェア、システム構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合が
あります。システムやコンポーネント製品の購入を検討される場合は、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。性能やベンチマーク結果について、さらに詳し
い情報をお知りになりたい場合は、http://www.intel.com/performance/（英語）を参照してください。
インテル ® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。
絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/を参照してください。 
記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル ® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを目的と
しています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。
本書で紹介されている注文番号付きのドキュメントや、インテルのその他の資料を入手するには、1-800-548-4725（アメリカ合衆国）までご連絡いただくか、http://www.intel.com/design/literature.htm（英語）を参
照してください。

   

ニーズに対応
お客様に直接お会いし、要件を整理して、目標の達成を支援します。

•   迅速な価値の創出：リアルタイムでのコスト削減、市場トレンドへの対応、イノベー
ションの推進を実現します。

•   ビッグデータの保護：持続的なビッグ・データ・プログラムを導入して組織のリスクを
回避します。

•   管理の維持：パートナーと協力し、チームを教育して自立性を高めます。

•   ビジネスチャンスの拡大：現在、そして今後の適応を支援する計画を作成、実行します。

Hadoop* サイジングガイド

クラスターサイズ
小 型 中 型 大 型

CPU インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリー
ストレージ 72 TB未満 72 TB ～ 570 TB 570 TB以上

ノード数
マスター 2 ～ 3 4 ～ 7 8以上
スレーブ 12未満 12 ～ 95 96以上

メモリー
マスター 64 GB 128 GB 256 GB以上
スレーブ 48 GB 96 GB 128 GB以上

ネットワーク 1 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

ハードウェア構成はワークロードによって大きく異なります。高密度ストレージクラスターは、4 TB JBODハードディスク・ドライブで構成
できますが、演算処理が集中するクラスターでは、メモリー容量の多い構成が必要になる場合があります。

Intel、インテル、Intelロゴ、Xeonは、アメリカ合衆国および/ またはその他の国におけるIntel Corporation の商標です。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 
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