
「インテル® Xeon® プロセッサー
E5-2600 v4製品ファミリーと 
インテル® Solid-State Drive 
DC P3700シリーズを 
組み合わせた結果、 
MarkLogic のエンタープライズ 
NoSQL データベースに対する 
クエリーとデータ取り込みの 
パフォーマンスが向上し、 
リアルタイム検索、クエリー、 
インターネット規模の 
アプリケーションで明らかな 
メリットが見られました」

- MarkLogic 製品管理部 ディレクター
Caio Milani 氏

エンタープライズ・アプリケーションの 
リアルタイム・パフォーマンス

急速に増え続けるデータセットの統合、分析、
利用に取り組む企業や政府機関にとって、
従来型データベースの限界は、 現実となっ
て迫っています。 NoSQL データベースは一
歩進んだアプローチですが、こうした最新の
データベースの多くは必ずしも一般的な企
業向けとしては設計されていません。

インテル® アーキテクチャー上で動作する
MarkLogic* エンタープライズ NoSQL デー
タベース・プラットフォームは、 導入後すぐ
に運用可能な優れたソリューションを提供
します。 この超高速データ・プラットフォーム
のデータモデルは柔軟性が高く、 今日の多
様なデータの格納、管理、検索に適していま
す。 また、企業のリレーショナル・データベー
スやメインフレームに取って代わるために
必要なレベルの信頼性、セキュリティー、デー
タガバナンスにも対応しています。 1

インテル® アーキテクチャー上で動作する
MarkLogic は 10 年以上にわたり、一元化し
た 360 度のデータビューをベースに次世代
アプリケーションの構築に携わる企業を支
えてきました。

BBC、 5 大投資銀行、 米国保健福祉省をは
じめ、 さまざまな組織が、 公共向けリアル
タイム ・ アプリケーションで高度な拡張性
を備えたデータ ・ プラットフォームとして
MarkLogic を利用しています。 2

標準ベースのインテル® アーキテクチャー
上で優れたパフォーマンスと拡張性を実現
する MarkLogic には、 圧倒的なメリットが
あります。 MarkLogic 社のワールドワイド・
フィールド・オペレーション担当上級副社長、
Jon Bakke 氏は次のように言います。 「医療
保険制度の改革を目指す Healthcare.gov
の計画段階で、米国政府は、MarkLogic イン
スタンスを運用する新規ハードウェアに対し、
約 750 万米ドルの投資を準備していた時期
がありました。 そのとき私は、 そうした投資

ソリューション概要
ビッグデータ分析

MarkLogic エンタープライズ 
NoSQL データベース・プラット
フォーム、インテル® Xeon®  
プロセッサー E5-2600 v4 製品 
ファミリー、インテル® Solid-
State Drive DC P3700シリーズ 
を使用すると、次のことが 
可能になります。

•  データサイロを解消して、 360 度
のデータビューをリアルタイムで
提供する

•  ほぼあらゆる規模のリアルタイム・
アプリケーションをサポートする

•  クエリー ・ パフォーマンスを最大
1.3 倍向上させ、より優れた信頼性
の高いユーザー体験を提供する 3,4

•  スケーラブルな高速データ取り込
みを実現し、 次々に発生する大量
データをリアルタイムで分析する 5,6

http://www.marklogic.com/wp-content/uploads/2015/01/BBC-Scaling-to-Olympic-Proportions.pdf
http://www.marklogic.com/wp-content/uploads/2013/07/Top-5-Investment-Bank-Achieves-Single-Source-of-Truth-130710.pdf
http://cdn.marklogic.com/wp-content/uploads/2014/10/MarkLogic-CMS-Case-Study-10-2014.pdf
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は必要ないと提案しました。 MarkLogic を
適切に構成すれば、政府が所有する仮想サー
バー、ネットワーク接続ストレージ、インフラ
ストラクチャー上でも、MarkLogic が動作す
るという確信があったからです。 そして、この
プロジェクトが実現可能になった時点で、私
たちの見解が正しいことは証明されました」

インテル® Xeon® プロセッサー搭載サー
バー上で MarkLogic を拡張することにより、
数百テラバイトもの構造化 / 非構造化デー
タにインデックスを付けて 1 カ所に格納する
ことが可能になります。 MarkLogic はスキー
マに依存せず、 セマンティックにデータを統
合するデータベースなので、アプリケーション
開発がシンプルになり、 あらゆるデータタイ
プをそのまま統合することができるのです。
その結果、従来のデータ抽出 / 変換 / 読み込
み（ETL）手順にかかっていたコストは不要
になり、遅延もなくなります。 さらに、新着デー
タはリアルタイム環境で直ちに分析、使用が
可能になります。

ユーザーと IT のパフォーマンスが 
大幅に向上

インテル® Xeon® プロセッサー E5-
2699 v4 でクエリー ・パフォーマンスが
最大 2.2 倍に向上 4,7

最新のインテル® Xeon® プロセッサー E5-
2600 v4 製品ファミリーは、 厳しい演算処
理を伴う MarkLogic の性能要件に確実に
応えます。 このプロセッサーは最大 22 コア、
44 スレッド、55 MB の L3 キャッシュを備え、
旧世代の DDR4 メモリーよりも最大 12.5%
高速な新しい DDR4 メモリーにも対応して
います。8 MarkLogic の製品管理部ディレク
ター、Caio Milani 氏は次のように言います。
「より高速なメモリーと大容量キャッシュは、
クエリー ・パフォーマンスにとって欠かせな
い要素です。 特に、 セマンティクスを用いて
格納データ内のコンテキストをより効果的
に解析する場合は、 絶対的なアドバンテー
ジとなります」

インテルと MarkLogic は最近のベンチマー
ク調査で、 この新しいプロセッサー ・ファミ
リーのパフォーマンス上の利点を、 2 つの旧
世代インテル® Xeon® プロセッサーと比較
し、数値化しました（図 1 を参照）。 インテル® 
Xeon® プロセッサー E5-2699 v4 を搭載し
たサーバー 3 台で構成されるクラスターは、
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 
v3 を搭載した同等構成のクラスターと比べ
て、クエリー ・パフォーマンスが最大 1.3 倍 4 
向上しました。 多くのデータセンターで今で
も広く導入されているインテル® Xeon® プ
ロセッサー E5-2697 v2 と比較すると、 さら
に大幅な向上（最大 2.2 倍） が見られまし
た（なおインテルでは、 コンテキストの追加
に新世代のインテル® Xeon® プロセッサー
E5-2697 v4 を利用した場合、 インテル® 
Xeon® プロセッサー E5-2697 v3 と比べて

パフォーマンスが最大 1.1 倍向上すると推
定しています）。

こうしたパフォーマンス向上は、 実稼動環
境に明らかなメリットをもたらします。 より
少ないサーバーでより大きなワークロード
を処理できるため、 コストとインフラストラ
クチャーの複雑性を抑えると同時に、 顧客
体験の向上も見込めるからです。 加えて、 パ
フォーマンスに余裕ができるため、大規模な
イベント、市場の変化、効果的なマーケティン
グ・キャンペーンなどで発生しやすい想定外
の需要急増にも対応しやすくなります。 シス
テムの過負荷やクラッシュさえも引き起こ
しかねない突然の需要急増時でも、 アプリ
ケーションの応答性を維持できる可能性が
高まります。

図1. MarkLogic とインテルは協働でソフトウェア最適化を行うことによって、インテル® Xeon® プロセッサー
の世代が更新されるたびに大幅なパフォーマンス向上を実現し続けています。 4
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注：3 ノード構成のクラスターでテストを実施
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大量の高速データフローに 
ほぼ即時アクセス

インテル® Solid-State Drive 
DC P3700 シリーズで 
データ取り込みが最大 2.8 倍高速化 5,6

パーソナライズされたコンテンツの配信や
ポートフォリオのモニタリングなど、 リアル
タイムでコンテキスト・ベースのアプリケー
ションを運用するには、大量データの高速な
取り込みが不可欠です。 MarkLogic は、大量
データの読み込み、 トークン化、 インデック
ス付けを高速で行えるように設計されてい
ます。 コア数がさらに増え、大容量キャッシュ
を備えた最新のインテル® Xeon® プロセッ
サーは、 複雑なデータ変換で力を発揮しま
すが、一般的にこのプロセスで最も重要とさ
れるのは、 ストレージの I/O スループットと
レイテンシーです。

PCI Express* （PCIe*）対応のインテル® 
Solid-State Drive データセンター ・ ファミ
リー（インテル® SSD DC） は、 データ取り
込みを高速化する重要なリソースを提供
します。 Non-Volatile Memory Express*
（NVMe*） の仕様をベースにしたインテル® 
SSD DC は、 PCIe 3.0 スロット当たり最大
4 TB のデータ容量を備えるとともに、 最大
2.8 GB/s のデータ転送速度と最大 460,000
回のランダム読み取り IOPS（1秒当たりの I/
O 処理数）9 をサポートするため、データ取り
込み時間の短縮につながります。

MarkLogic と イ ン テル の エ ン ジ ニ ア は、
インテル® SSD DC のパフォーマンス上のメ
リットを検証するためのベンチマーク・テス
トを実施しました（図 2 を参照）。 前述のテス
トと同様に、 実際の標準的なデータベース
環境を反映して、 3 ノード構成のクラスター
を使用しています。 最初のテストでは、 1 TB
の 15K RPM SAS ハードディスク・ドライブ
（HDD） を 7 台使用して各サーバーを構成し
ました。 その後、 同じ 7 台の HDD を使用し、
さらにインテル® SSD DC P3700 シリーズ
のドライブをサーバー当たり 1 台追加して、
このテストを繰り返しました。

インテル® SSD DC を追加したテスト構成
では、 （HDD のみの）ベースライン構成に

比べて、 1 秒当たり最大 2.8 倍のドキュメン
トを取り込むことができました。 6

サーバーごとに市販の HDD と 1 台以上の
インテル® SSD DC を組み合わせることで、
容量とパフォーマンスを大幅に拡張すると
同時に、 インフラストラクチャーを簡素化し
て、資本コスト、電力コスト、冷却コストを削
減できます。 また、 将来的な要件増加に合

わせ、 必要に応じて HDD とインテル® SSD
を追加して、 データ容量とパフォーマンスを
別々に拡張することも可能です。 こうしたア
プローチなら、 高速で移動する大量の新着
データに対するリアルタイム検索、クエリー、
アプリケーション処理も強力にサポートで
きます。

まとめ：徹底的なデータの活用

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 
v4 と イ ン テ ル ® SSD DC 上 で 動 作 す る
MarkLogic エンタープライズ NoSQL デー
タベース・プラットフォームは、 エンタープ
ライズ・アプリケーションのデータ要求に応
える、高速で柔軟性の高い、耐障害性に優れ
た基盤を提供します。 このエンタープライズ
NoSQL データ・プラットフォームは、非常に
拡張性の高い単一のデータ・リポジトリーで
トランザクション、 検索、 クエリーを実行し、
セキュリティーやデータガバナンスを犠牲に
することなく、 360 度のデータビューを実現
します。

同時に、 インテル® アーキテクチャー上で動
作する MarkLogic なら、 需要の増加に応じ
て企業のデータ ・ プラットフォームを段階
的にほぼ制限なく拡張できます。 そのため、
常に新しいデータソースを統合し、増加する
ワークロードに対応し続け、新たな機会を創
出することが可能になります。

図2. サーバーごとにインテル ® Solid-State Drive DC P3700シリーズを1台加えるだけで、ハードディスク・
ドライブのみのストレージ構成に比べてデータ取り込みが大幅に高速化されます。 6

協働による最適化で価値を向上

MarkLogic とインテルのエンジニア
は、 インテル® Xeon® プロセッサー
とインテル® Solid-State Drive DC 
製品の世代が更新されるたびに、 連
携して最新イノベーションに合わせ
た MarkLogic ソフトウェアの最適
化を行っています。 このチームは、増
え続けるコア、スレッド、サーバーノー
ド間で並列処理の実行効率を引き
上げ、大容量オンダイキャッシュの最
適化に取り組んでいます。 こうした
最適化の取り組みにより、各プロセッ
サー世代で実装する新たなイノベー
ションが実環境のパフォーマンスを
向上させ、企業が新サーバー導入に
期待する価値を確実に提供できるの
です。
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詳しくはこちら

MarkLogic NoSQL データベース

•  概要：http://jp.marklogic.com/

•  成功事例：http://jp.marklogic.com/customer-type/testimonials/

インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリー

•  概要：http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/xeon/xeon-processor-e5-family.html

•  ソフトウェア・ソリューション：http://www.intel.com/XeonE5SoftwareSolutions/（英語）

•  インテル® Solid-State Drive データセンター ・ ファミリー ： http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/solid-state-drives/data-
center-family.html

1  詳細については、http://jp.marklogic.com/solutions/mainframe/ を参照してください。
2  お客様の声については、http://jp.marklogic.com/customer-type/testimonials/ を参照してください。
3  旧世代のプロセッサーとの比較。
4  インテルが 2016 年 2 月 8 日に測定した、MarkLogic CPoX（Content Processing over XML）ベンチマークでのパフォーマンス （テクニカルレポート #2033）。 テストでは、複数言語の大容量 Wikipedia ドキュメント・セッ

トを対象に、3 種類のサーバー ・プロセッサー ・プラットフォームをベースにした 3 つの 2-way サーバーノードからなるクラスターを使用してクエリー ・パフォーマンスを測定しました。

  ベースライン構成：2 基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2（12 コア、30 MB キャッシュ、2.70 GHz）。 結果 = 1 秒当たり 1,860 クエリー。

  旧世代：2 基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v3（14 コア、35 MB キャッシュ、2.60 GHz 基本周波数）。 結果 = 1 秒当たり 3,109 クエリー。

  新しい構成：2 基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4（22 コア、55 MB キャッシュ、2.20 GHz 基本周波数）。 結果 = 1 秒当たり 4,113 クエリー。

  さらに、すべてのサーバーの構成に、128 GB のメモリー、8 台のハードディスク・ドライブ （1 TB、7200 RPM）（7 台はデータ用、1 台はオペレーティング・システム用）、1 台のインテル® Solid-State Drive DC P3700 シリー
ズ、10GbE ネットワーク、MarkLogic 8.0-3.2、CentOS* 6.6 を使用しました。

  インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 V4 の推定パフォーマンス：コア当たりのパフォーマンスがインテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v4（18 コア、45 MB キャッシュ、2.30 GHz 基本周波数） とインテル® Xeon® 
プロセッサー E5-2699 v4 で同等との想定に基づき、推定結果を次のように計算しました。 4,113 x 18 / 22 = 1 秒当たり 3,365 クエリー。

5  ハードディスク・ドライブのみで構成されたシステムとの比較。
6  インテルが 2016 年 4 月に測定した、MarkLogic CPoX（Content Processing over XML）ベンチマークでのパフォーマンス （テクニカルレポート #2349）。 テストでは、複数言語の大容量 Wikipedia ドキュメント・セット

を対象に、3 つの 2-way サーバーノードからなるクラスターを使用し、ハードディスク・ドライブのみで構成されたシステムと、ハードディスク・ドライブにインテル® SSD DC P3700 シリーズを加えた同じ構成のシステムを
比較して、データ取り込みのパフォーマンスを測定しました。

  ベースライン構成：7 台の 1 TB/15K RPM SAS HDD（データストレージ用）。 結果 = 1 秒当たり 1,876 ドキュメント。

  テスト対象サーバー：7 台の 1 TB/15K RPM SAS HDD、1 台のインテル® SSD DC P3700 シリーズ （データストレージ用）。 結果 = 1 秒当たり 5,401 ドキュメント。

  さらに、すべてのサーバーの構成に、2 基のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v4（22 コア、55 MB キャッシュ、2.20 GHz）、128 GB のメモリー、1 台の HDD（1 TB、15K RPM SAS HDD）（オペレーティング・システ
ム用）、10GbE ネットワーク、MarkLogic 8.0-3.2、CentOS 6.6 を使用しました。

7  2 世代前のプロセッサーとの比較。
8  出典：インテル製品の仕様。 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリーは、最大 2400 MT/s のメモリー速度をサポートします。 これに対し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v3 製品ファミリーの

最大メモリー速度は 2133 MT/s です。
9  出典：インテル® Solid-State Drive データセンター ・ファミリーの製品概要。 http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/intel-ssd-dc-family-for-pcie-brief.pdf（英語）。

IOPS：1 秒当たりの I/O 処理数。

  本資料に掲載されている情報は、インテル製品の概要説明を目的としたものです。 本資料は、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するもの
ではありません。 製品に付属の売買契約書『Intel's Terms and Conditions of Sale』 に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任を負うものではなく、またインテル製品の販売や使用に関する明示または黙示
の保証（特定目的への適合性、商品適格性、あらゆる特許権、著作権、その他知的財産権の非侵害性への保証を含む） に関してもいかなる責任も負いません。 インテルによる書面での合意がない限り、インテル製品は、その
欠陥や故障によって人身事故が発生するようなアプリケーションでの使用を想定した設計は行われていません。

  インテル製品は、予告なく仕様や説明が変更されることがあります。 機能または命令の一覧で「留保」 または「未定義」 と記されているものがありますが、その「機能が存在しない」 あるいは「性質が留保付である」 という状
態を設計の前提にしないでください。 これらの項目は、インテルが将来のために留保しているものです。 インテルが将来これらの項目を定義したことにより、衝突が生じたり互換性が失われたりしても、インテルは一切責任
を負いません。 この情報は予告なく変更されることがあります。 この情報だけに基づいて設計を最終的なものとしないでください。

  本書で説明されている製品には、エラッタと呼ばれる設計上の不具合が含まれている可能性があり、公表されている仕様とは異なる動作をする場合があります。 現在確認済みのエラッタについては、インテルまでお問い合
わせください。 最新の仕様をご希望の場合や製品をご注文の場合は、お近くのインテルの営業所または販売代理店にお問い合わせください。 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。

  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター ・
システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、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。 詳細については、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。 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。

  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 またはその子会社の商標です。

*  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。

  インテル株式会社
  〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1
  http://www.intel.co.jp/
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