
インテル® テクノロジーを採用した 
EMC Isilon* データレイクによるサイロの統合、 
使用率の向上、処理データの増加
ユーザーは構造化 / 非構造化データを簡単に共有し、事業部門を超えて連携し、適切な意志決定を 
リアルタイムに行うことが可能になります

インテル® テクノロジーで最適化および構築
された EMC Isilon* スケールアウト ・ ネット
ワーク接続ストレージ（NAS）は、1 クラスター
でテラバイトからペタバイトの範囲のエンター
プライズ ・ データレイクを構築できるシンプ
ルで拡張性の高いプラットフォームを提供
します。 インテル ® プロセッサーはストレー
ジ、 ネットワーク・コンポーネント、 インテル® 
インテリジェント・ストレージ・アクセラレー
ション・ライブラリー（インテル® ISA-L）など
のインテル® アーキテクチャー ・ベースのテク
ノロジー向けに最適化されているため、EMC 
Isilon は、 現在および将来のワークロードの
実行も可能なプラットフォームを提供する
一方で、より多くのデータの高速な処理、スト
レージサイロの統合、 ストレージ使用率の
向上、コスト削減を実現できます。

データの課題

企業は、急速に増大している大量の非構造化
データの処理という課題に直面しています。
このようなデータは、事業の運営にとって重要
であり、厳しいセキュリティーやコンプライアン
スの要件を満たす必要があります。 分析ツー
ルとして Hadoop* の人気が高まるにつれ、
各企業では次のような事態が起きています。

•  データストレージの要件を拡大する一方で、
ほとんどの場合、 ストレージの「アイランド
（孤島）」の管理に苦労している。

•  大規模かつ多様なオーディエンスを対象と
したさらに多くのデータや分析結果へのア
クセスを可能にしている。

•  データセットが増大するにつれ、 一貫性の
ないセキュリティー ・ポリシーに対処する必
要が生じている。

•  アクセスメカニズムの規模の大きさと複雑
さのため、ソースから分析システムへのデー
タの移動でレイテンシーが増している。

これらの課題とアクセスの難しさによって、ビ
ジネス上の洞察に基づいた事業活動の推進
が阻害されています。

素晴らしい組み合わせ： 
IT インフラストラクチャーを簡素化して 
データレイク・ストアに

企業のデータ増大に対処する最も良い方法
は、ストレージを統合して、永続的なデータを
一元管理する 1 つのリポジトリー、つまりデー
タレイクにすることです。 これによって、IT アー
キテクチャーが簡素化され、効率性が向上し、
ビジネスニーズの変化に応じた拡張が可能に
なります。 データレイクによってサイロから情
報が解き放たれ、顧客情報（過去の購入など）、
連絡先統計データ、 関心事項、 マーケティン
グ歴から、 ソーシャル、 ウェブ、 センサーの非
構造化データまで、 さまざまな構造化 / 非構
造化データがデータレイクに取り込まれます。

会社のデータをすべて 1 つの場所に集めるこ
とで、企業は情報を使用して顧客を分類し、よ
り適切なコミュニケーションを図ったり、対象
を絞ったマーケティングでブランド認知度を
向上したりすることができます。 さらに、 企業
の各事業部門は、 さまざまなソースおよびク
ライアントのデータについて、 変換レイヤー
を追加しなくても同じデータにアクセスする
ことができ、 従来および次世代のアプリケー
ションの実行も可能になります。 また、単一の
データレイクを使用することで、 企業は一貫
性のあるセキュリティー ・ポリシーの適用に
より安心感を得ることができます。

インテル® テクノロジーによって、 
大規模なストレージ・スケールアウトでも 
経済性とスループットを向上可能

Isilon クラスターは、 ファイルシステム、 ボ
リューム・マネージャー、 データ保護を EMC 
Isilon OneFS* オペレーティング・システムに
結合することによって、ストレージを簡素化し
ます。 EMC Isilon S シリーズ /X シリーズの高
性能ノード、NL シリーズの大容量ノード、HD
シリーズの高密度ノードをクラスター化して
使用することによって、 単一の Isilon クラス
ターにさまざまな層を含めることができ、これ
によって、 最適な経済性、 スループット、 また
は 1 秒当たりの I/O 数をペタバイトの範囲ま
で提供することが可能になります。

インテル® Xeon® プロセッサーに組み込まれ
ているインテル® ハイパースレッディング・テ
クノロジー（インテル® HT テクノロジー）は、
EMC Isilon の経済性とスループットの向上
に役立つテクノロジーの 1 つです。 インテル® 
HT テクノロジーの使用により、 同時ストリー
ミングのスループットは IOPS で 20% 向上
します。 また、インテル® HT テクノロジーを使
用すると、1 つの物理コアが 2 コアのように動
作し、2 つ以上のプロセスが同じリソースを使
用できます。 その結果、 最終的に洞察へのア
クセスが迅速になります。

1 クラスター当たり 200 GB/s の集約スルー
プットを提供するマルチコアのイ ン テル® 
Xeon® プロセッサーと、 インテル® インテリ
ジェント・ストレージ・アクセラレーション・ラ
イブラリー（インテル® ISA-L）との組み合わ
せも、 他のストレージシステムより容量に関
する要件を低減することができ、Isilon クラス
ターでは、 80% 以上のストレージ使用率の
実現に役立っています。 これは、 EMC Isilon 
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SmartDedupe により、 さらに 35% も使用率
が向上することを意味します。 従来の直接接続
ストレージ（DAS）Hadoop に比べて、Isilon は
3 分の 1 のストレージ容量しか必要とせず、 よ
り多くの保護を提供します。 非構造化データを
Isilon 上に統合することによって、効率の向上、
管理の簡素化、コスト削減を実現できます。

データレイク 2.0 戦略

新しい Isilon データレイク 2.0 戦略では、デー
タレイクを拡大して、データセンターからエン
タープライズ・エッジの場所、クラウドまで拡
張します。 IsilonSD Edge ソフトウェア・デファ
インド・ストレージを使用すると、 データレイ
クをエッジまで拡張し、 データをコア・データ
センターに統合できます。 分析をエッジおよ
びコアまで拡張することで、データをより包括
的に把握でき、ビジネス価値を最大限に引き
出すことができます。

Isilon CloudPools ソフトウェアを使用す
ると、 データの保管や管理の複雑さを増やす
ことなく、 データレイクを拡張して、 事実上無
制限の容量を提供することが可能となります。
クラウド統合は、ユーザーやアプリケーション
からはシームレスに行われます。

機密性、完全性、可用性

OneFS オペレーティング・システムの機能に
よって、 データ・セキュリティーに関する 5 つ
の側面が次のようにサポートされます。

•  デ ー タ の 機 密 性 ： Active Director y*、
Lightweight Directory Access Protocol
（LDAP）、 アクセス制御リスト（ACL）のサ
ポートによる適正な認証、承認、アクセス制

御によって維持されます。

•  データの完全性：不慮による、時期尚早な、
または悪意による改変や削除に対するデー
タの完全性は、 データの不変性を目的とす
る EMC Isilon SmartLock* によって実現
されます。

•  ファイルシステム監査：一連の保管情報が
提供されます。

•  自己暗号化ドライブ（SED）：セキュリティー
が向上します。

•  データの可用性：EMC Isilon FlexProtect*
テクノロジーによるデータ可用性によって、
ノードをクラスターに追加するごとに拡
張できる N 重の冗長性のあるファブリッ
クを作成でき、 4 ノードが同時に故障して
も 100% のデータ可用性が提供されます。
EMC Isilon SnapshotIQ* と SyncIQ* とに
よって、ローカルおよびリモートのデータの
複製と災害復旧が提供されます。

マルチプロトコル・アクセス

Isilon では、Server Message Block（SMB）、
ネットワーク ・ ファイル ・ システム（NFS）、
FTP、 HTTP、 Network Data Management 
Protocol（NDMP）、Swift、Hadoop 分散ファ
イルシステム（HDFS）をプロトコルレイヤー
でネイティブにサポートし、アクセスの簡素化
と速度向上を実現しています。

これにより、 アプリケーションは変換のオー
バーヘッドが追加されることもなく、 ネイティ
ブ形式をそのまま使用して、 データの保管と
取得を行うことができます。

利 点

インテル® テクノロジー上に構築された EMC
のスケールアウト・データレイクを使用すると、
コストの削減、 ストレージの複雑さの低減、
コーポレート・ガバナンスや規制要件の遵守
を実現できます。 データレイク 2.0 戦略では、
データレイクをデータセンターからエンター
プライズ・エッジ、 クラウド（パブリック・クラ
ウドまたはプライベート・クラウドの 2 つの選
択肢のうちのどちらか）まで拡張します。

インテルでは、 マルチコア ・ テクノロジー、
メモリー ・アーキテクチャーと帯域幅、 I/O 帯
域幅、仮想化テクノロジーを、世代を重ねるご
とに向上しています。 そして EMC は、 何年に
もわたってインテルのエンジニアと緊密に連
携してインテル® テクノロジーの最適化と同
期を行い、最高レベルのソフトウェア・デファ
インド・ストレージ・インフラストラクチャー
を共同開発してきました。 これらのテクノロ
ジーをすべて組み合わせて、 全体的な性能を
向上するには、極めて緊密なコラボレーション
が必要でした。 実際、 両社の連携の緊密さを
示す例として、 EMC の 43 件の特許がマルチ
コア最適化に関連するものであるという事実
を挙げることができます。

EMC とインテルは引き続き、 データストアへ
のアクセスを向上し、ボトルネックを解消して、
ますます高速化するフラッシュおよび NAND
テクノロジーに対応できるシステムの構築に
取り組みます。 また、EMC とインテルは、大量
のデータやアプリケーションに素早くリアル
タイムでアクセスするというニーズを、データ
の完全性を犠牲にすることなく、 安全に満た
すための支援を行っていきます。

関連情報
インテルのソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャー製品の詳細については、http://www.intel.co.jp/analytics/ を参照してください。
EMC Isilon データレイクの詳細については、http://www.emc.com/en-us/storage/isilon/index.htm（英語）を参照してください。
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