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俊敏性と迅速な分析をもたらす 
ソフトウェア・デファインド・ストレージ

Fortune 100に名を連ねる金融機関のUBS AGは、ますます高度化する分析によって
獲得したビジネス・インテリジェンス（BI）を活用することで、競争力を高めています。
UBS AGの ITグループは、成熟したエンタープライズ・ストレージ・システムの機能的
な利点を維持しながら、BIツールをシステムに組み込み、エンタープライズ・データが
ある場所で分析作業を効率的に行いたいと考えていました。そこで、これまで切り離さ
れていたエンタープライズ・ストレージ環境とBI環境を集約することで、新たなアー
キテクチャーを構築し、より強固で耐障害性に優れたエンタープライズ・レベルのビッグ
データ運用とリアルタイム分析の基盤を確立しました。Coho Dataは、このリファレンス・
アーキテクチャーを実現するためにインテルと協力し、ソフトウェア・デファインド・
ストレージ・モデルとデータ通信主体のインフラストラクチャーを使用して、柔軟で拡
張性に優れたソリューションを構築しました。  

課 題
 •   分析のスプロール化：協調性や連携性に欠ける分析環境は、IT部門による管理が及ば
ず、非効率を生み、ビジネスの継続性に悪影響を与えます。

•    過大な支出：分析プロジェクトのストレージニーズを予測することは簡単ではあり
ません。必要以上の容量を備えたハードウェアを購入してしまう可能性もあり、不要
な支出につながります。 

•    不十分な管理とデータサービス：現在の分析環境は、ストレージおよび仮想化テクノ
ロジーの進化に追いついていません。このため、一元的な管理性に欠け、データサー
ビスも十分とは言えない状況です。 

ソリューション
•    スケールアウト型のエンタープライズ・ストレージ：Coho Dataストレージサービス、

Cloudera* CHD5データ分析（Docker*でコンテナー化）、さらにインテルのリファ
レンス・アーキテクチャー上に構築された基盤により、ビジネス・インテリジェンス
に最適なデータ主体のインフラストラクチャーを確立します。

•    高いパフォーマンスを発揮するデータ主体のエンタープライズ・インフラストラク
チャー：サードパーティー・ベンダーが供給する検証済みのソフトウェア要素とハー
ドウェア・コンポーネントを活用し、ビッグデータ・ソリューションの開発に取り組ん
でいる企業のニーズを満たすアーキテクチャーを完成させます。

結 果
•    分析の向上とほぼリアルタイムのBIを実現：データ主体のインフラストラクチャー
により、ストレージ要件に柔軟に対応できるようになり、分析業務をより効率的に処
理できるようになりました。また、単一の共有環境を確立したことで、組織全体でデー
タを革新的に使用できる可能性が生まれ、金融サービス業界に課せられる規制要件
にも容易に対応できるようになりました。  

インテルとCoho Dataは、ソフトウェア・デファインド・ストレージとビッグデータ分析を
組み合わせたデータ主体のインフラストラクチャーを開発しました。  

インテル® ネットワーク・プラットフォーム・ 
グループのビッグデータ分析
ビジネス・インテリジェンス（BI）

「IDC は、2016 年までに、 
ハイパースケール・データセンターが 

世界中の総コンピューティング 
容量の50%以上、総物理 

ストレージ容量の70%以上を占め、 
最新のコンピューティング・ 

テクノロジーおよびストレージ・ 
テクノロジーの主要な利用者 / 
受容先になると予想しています」 
― Storage Newsletter.com
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 「ソフトウェア・デファインド・ 
ストレージ・プラットフォーム 

市場は、2014 年の第3四半期に 
前年比39.4%の成長を記録して 
います。同市場は、ストレージ 
システムを構築する際、市販の 
標準ハードウェアを利用して 
コストを抑えたいという 
要望の増加による恩恵を 

受けています」

– IDCリサーチアナリスト 
Jingwen Li氏

ビジネスデータの価値を最大限に 
引き出す
ビジネスデータの量はますます増加して       
います。このため、大規模分析のために
データの可用性とストレージ容量の 
改善を求めるニーズが高まっています。
ITサービス・インフラストラクチャーの
見直しを進めている組織は、Apache* 
Hadoop*や Spark*など、BIの改善に効
果を発揮するソリューションに注目して
います。しかし、データ主体のインフラス
トラクチャーを構築する際は、既存のコン
ピューティング・リソースおよびストレー
ジリソースを無駄にしないという条件が
課せられることが少なくありません。 

このため、BIソリューションに関心を持
つエンタープライズ IT組織、クラウド運
営プロバイダー、クラウド・サービス・プ
ロバイダーは、新たに登場したテクノロ
ジーを活用するアプローチの評価を進め
ています。こうしたテクノロジーとして、
柔軟性、拡張性、一元管理、リソースの効
率的な使用を実現する、ソフトウェア・デ
ファインド・ネットワーク（SDN）やソフ
トウェア・デファインド・ストレージ
（SDS）があります。

開発されたリファレンス・アーキテクチャー
は、データ主体の業務運営、大容量データ
分析、BIアプリケーションの要件に適して

います。データ主体のストレージ・プラット
フォームでは、ホストするBI機能をスケー
ルアウト型のエンタープライズ・ストレージ・
システム内に統合します。Coho Dataの
DataStream*ストレージモジュールを使っ
た導入では、エンタープライズBI導入に伴
う多くの問題が解消され、データ量の多い
分析作業での並列コンピューティング処理
にも効果を発揮します。

エンタープライズ・ビッグデータ・ 
ソリューションを構築する際の 
技術的な課題
多くの組織は、ビッグデータ分析の価値を
認めながらも、現在のインフラストラク
チャーではビッグデータのワークロード
に十分対応できないと考えています。ビッ
グデータの導入を妨げる技術的な課題は
主に2つあります。

•  ビッグデータ・ワークロードと従来の
エンタープライズ・ストレージ・アーキ
テクチャー間の不一致：Clouderaは、BI / 
分析環境用に、ほかのエンタープライズ・
ストレージから隔離されたデータハブ
またはビッグデータ・レイクを作成する
ことを提案しています（図1を参照）。異
なる環境の間でデータの重複が発生し、
非効率なデータコピーが必要になると、
コストと複雑さが増します。

ビッグデータ環境に柔軟性と拡張性をもたらす 
ソフトウェア・デファインド・ストレージ

図1. ビッグデータ要件と従来のエンタープライズ・ストレージ間の不一致が引き起こす非効率性。
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•  ITデータ管理に求められる責務への対
応：ITグループに求められる主なデー
タ管理の責務としては、可用性の確保、
アーカイブの管理、コンプライアンスに
備えたデータ保持、障害復旧の計画など
があります。こうしたあらゆる責務は、
専用のHadoop*クラスターが増殖し、複
数のデータコピーが ITストレージ・リポ
ジトリー間を循環することで、ますます
困難になります。    

Coho Dataは、ストレージ容量とパフォー
マンスとのバランスを取りながらコンピュー
ティング性能と接続性を調整できるアーキ
テクチャーを構築し、そのアーキテクチャー
でエンタープライズ・ストレージを統合して
BIアプリをホスティングすることによって、
こうした課題を克服しています。

このコラボレーションでは、ほかにも 
次のような要素を実現する必要がありま
した。

プールされた共有リソース：ソリューション
は、市販されている一般的なハードウェ
アを使用して、構成要素間でのリソース共
有をサポートする必要がありました。 

Hadoop*の最適化：サービスレベル・ 
アグリーメントとマルチテナント要件を
満たすため、変化するワークロードに合
わせて安定したパフォーマンスが得られ
るようにHadoop*を構成し、最適化しな
ければなりませんでした。 

将来的なビッグデータの導入に備えた強
力なサポート：ソリューションは、将来的
なビッグデータ・アプリケーションに備
えた柔軟性と強固な基盤を提供しなけれ
ばなりませんでした。   

ソリューション・コンポーネント 
このソリューションには、次のコンポー
ネントが含まれます（図2を参照）。

Cloudera* CDH5（Docker*コンテナー・
テクノロジーを使って展開）は、エンター
プライズに対応するHadoop*とビッグ
データ分析を提供します。 

Nuage Networks仮想サービス・プラッ
トフォームは、自動化されたポリシーベー
スのSDN機能を提供します。

インテル® ネットワーク・インターフェイス・
カード、インテル ® Solid-State Drive、
インテル ® プロセッサー搭載サーバー・
ハードウェアにより、高速ネットワーク
通信、応答性に優れたストレージアクセ
ス、卓越したプロセッサー・パフォーマン
スを実現します。

Aristaソフトウェアベースのクラウド・
ネットワークは、クラウドサービスの迅
速なプロビジョニングと管理、ネットワー
ク全体の仮想化、自動化されたネットワー
ク・アプリケーションの管理を提供します。 

Coho Data DataStreamノードは、基盤と
なるハイパフォーマンス・スケールアウ
ト・レイヤーを提供し、アーキテクチャー
のその他のコンポーネントを透過的に統
合します。DataStreamノードは、スト
レージシステム内で直接ホストされる
データ主体のコンテナーとともに、動的
な水平方向の拡張性を実現するSDN統合
も提供します。 

インテル® ネットワーク・ビルダーズが参加
することで、パートナーの管理とエンゲー
ジメントの調整が容易になります。 

データ主体のインフラ 
ストラクチャーとは？
データ主体のインフラストラク
チャーは、低コストのレイヤー型
ストレージ、ストレージリソース
の融通性、リッチ・データ・サービ
スへの容易なアクセス、完全なデー
タベース・プラットフォーム、エン
タープライズ・レベルの応答性が
特徴です。これに対し、アプリケー
ション主体のインフラストラク
チャーは、特定のアプリケーション
に合わせて最適化されており、構
成については融通が利きにくく、
柔軟性には欠けています。 

一般に、データ主体のインフラスト
ラクチャーは、Apache* Hadoop*
フレームワークを使って構築されま
す。このインフラストラクチャー形
態は、ビッグデータ事例に伴う複雑
な分析業務を効果的にサポートし
ます。このインフラストラクチャー
は、オンプレミスやクラウドにかか
わらず、 主にシングル・アドレス・ス
ペース内の統一された方法で、デー
タリソースへの迅速なアクセスを提
供します。 

プライベート・クラウド・
インフラストラクチャー
の構築
「エンタープライズ IT組織は、Web
スケール企業からプライベート・クラ
ウド・インフラストラクチャーの構
築方法を学ぶことができます。こう
した組織は、最新のフラッシュ・テク
ノロジーのパフォーマンスだけでな
く、柔軟なスケールアウト型モデル
も必要としています。これによって、
市販の標準ハードウェアを使用して
管理を簡素化し、多くの異なるアプ
リケーション・ワークロードに対応
するストレージ・インフラストラク
チャーを構築しなければなりません。
Coho Dataチームは、ハイパフォー
マンスなスケールアウト機能とコス
ト効率の高いハードウェアを組み合
わせてソリューションを構築するこ
とで、従来のストレージと多くの市販
フラッシュアレイのコスト・パフォー
マンスを追求しています。このチー
ムは、企業内でストレージをより効
率的にスケーリングするための新た
な運用モデルを作り上げました」

― IDC ストレージ担当 
リサーチ・ ディレクター 

Ashish Nadkarni 氏

Nuage Networks
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図2. ソリューション・コンポーネントと共有ストレージリソース。 
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テスト結果と最終的な成果

インテル ® Solid-State Drive（インテル ® SSD）とCoho Dataのソフトウェア・
デファインド・ストレージ（SDS）アプローチを組み合わせたクラスターを使用
することで（クラスター当たり約200テラバイトの物理容量）、データアクセスが
大幅に改善されました。そのほかにも予想外の改善が見られました。例えば、SDS
リファレンス・アーキテクチャーでは、データ分析ツールを容易かつ効率的に追
加できることが確認されています。この特性によって、ビッグデータ・アプリケー
ションに最適な環境を構築できるため、大きなビジネス価値をもたらすことが期
待されています。  

テスト結果とSDSリファレンス・アーキテクチャーの詳細については、ホワイ
トペーパー「Converging Enterprise Storage and Business Intelligence:  
A Reference Architecture for Data-Centric Infrastructure」 （https://
networkbuilders.intel.com/resources/）を参照してください。

分析におけるフラッシュベース・ストレージのパフォーマンス・メリットの確認

同等の構成（ただし、Coho Dataストレージ・コンポーネントは使用しない）で 
テストするために、インテルのスタッフメンバーは、標準的な従来型のハードディ
スク・ドライブ（HDD）とインテル® SSDをマルチテナント環境でテストしました。
その結果、以下の図に示すように、従来型のHDDでは、1つのジョブを完了する
のにフラッシュベース・システムと比べて最大2.5倍の時間がかかっているこ
とが判明しました。I/Oの影響が少ないルーティーン演算タスクでも違いは明ら
かですが、その差はそれほど大きくありませんでした。 

インテル® ネットワーク・ 
ビルダーズの詳細については、 
networkbuilders.intel.comを 
参照してください。

ソフトウェア・デファインド・ 
ストレージによる管理性の強化
SDSで最も重要なのは一元管理であり、
マルチテナント・クラウド環境全体でス
トレージニーズを動的にサポートするメ
カニズムを提供します。このケースでは、
大手金融機関のビッグデータ管理要件を
満たす上で大きな効果を発揮しています。 

導入後は、SDSリファレンス・アーキテク
チャーによってビジネスデータへの対応
力が改善され、その効果が高く評価されま
した。オブザーバーたちは、ネットワーク・
ファイル・システムとの統合、迅速なプロ
ビジョニング、分析アプリケーションに対
するコンテナー化アプローチにより、プラ
イマリー・データへのタスク実行プロセ
スが洗練され、ビッグデータ・クラス
ターを構築する際のハードルが下がった
ことを指摘しています。 

こうしたコラボレーティブな連携により、
SDNおよびSDSテクノロジーを使用して、
ビッグデータから抽出したBIを確実に管
理できることが示されました。  
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