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計算指向とデータ指向のアプリケーションから結果を得るまでの時間を短縮

IBM Spectrum Computing ファミリー

2

ハイライト
結果を得るまでの時間の短縮とスループットの向上により、競争力
を強化
IT サイロを統合して使用率を最大限まで高めることで、コストを
削減
種類の異なるアプリケーションやユーザー、場所により生じる複雑
さに対処
オンプレミス環境、クラウド環境、ハイブリッド・インフラストラク
チャー環境のいずれでも、基幹業務アプリケーションおよび次世代
ワークロードを実装
共有スケールアウト分散環境の恩恵を受けるとともに、既存リソース
の価値を最大限に高めることで投資収益率 (ROI) を向上
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共有スケールアウト、分散プラットフォームの価値
技術革新の展開が速まる中、金融サービス、製造、デジタル・メディ
ア、石油・ガス、ライフサイエンス、官公庁、研究、教育分野の製品開
発、重要なビジネス意思決定、科学的な発展を推進する、計算指向や
データ指向のアプリケーションから、結果の獲得に要する時間を短縮
させることができるインフラストラクチャーが求められています。
事業部門は、長い処理時間やデータの爆発的な増加によって制限
を受けています。同時に、IT 部門は、事業部門へのサービス・レベ
ルを維持しながらコストを管理しなくてはなりません。さらに、x86
サーバーのリソース、仮想化、クラウドや、グラフィック・プロセッ
シング・ユニット(GPU) などのアクセラレーターの活用への関心も
高まっています。計算能力への飽くことのないニーズに対し、多くの
アプリケーションは、必要以上のプロビジョニングで使用率の低い
インフラストラクチャー・サイロの中に存在しています。
ハイパフォーマンス・アナリティクスおよび新世代のアプリケー
ションの活用において競争力を保つためには、これまで以上の計算
能力を獲得することが求められます。しかしながら、企業は、単にリ
ソースを追加するのではなく、リソースの使い方を再検討する必要
があります。ただ、管理ツールによっては、パフォーマンスと予算に
不要な負担がさらに課される可能性もあります。
企業は、クラスターやグリッド、クラウドの管理機能がある、共有、拡
張、分散されたコンピューティング・プラットフォームの価値に気付き
始めています。このプラットフォームは、動的なソフトウェアにより定
義されたコンピューティング・インフラストラクチャーにIT サイロを統
合し、異種混在のアプリケーション(低遅延の並列アプリケーションと
バッチ・アプリケーションのどちらにも対応)を最適化します。

パワーを共有して、最大限に活用する
IBM® Spectrum Computing ファミリーの製品やサービスには、分
散されたミッション・クリティカルなハイパフォーマンス・コンピュー
ティング (HPC)やアナリティクス、ビッグデータ・アプリケーション
のほか、Hadoop や Apache Spark といったオープン・ソース・フ
レームワークを前提とする新世代のクラウド・ネイティブ・アプリケー
ションのためのリソースと管理インフラストラクチャーが含まれてい
ます。Spectrum Computing は、今日のニーズに対応し、お客様の
組織の成長に伴って拡張できるソリューションを提供します。そして、
コストを削減して結果を得るまでの時間を短縮することで、最大限
の使用率とスループットの向上を実現します。Spectrum Computing
は、ストレージの速度と効率を増大させ、新しいワークロードへの移
行を簡素化する IBM Spectrum Storage とも統合します。
あらゆるワークロードを管理: 自動リソース認識型のスケジューリン
グ・ポリシーをあらゆるタスクとリソースに自動化することで、使用
率とスループットの向上を実現します。ジョブを自動的に開始、停止
し、適切な優先度に応じて適切なリソースに移動するため、使用可
能なインフラストラクチャー領域を最大化できます (図 1)。
複雑さの簡素化: 異種アプリケーションの混在は、複雑さという課
題をもたらします。アプリケーションごとに、ハードウェアやOS、物
理リソース、仮想リソース、クラウド・リソースに対する要件が大きく
異なるためです。Spectrum Computing は、共有サービスにIT サ
イロを統合し、
すべてのリソースの管理を簡素化することで、異種混
在のアプリケーション環境の管理と複雑さの解消を実現します。
使いやすさの実現: 使いやすいエンド・ユーザーWeb ポータルに
より、ジョブの投入と管理を簡素化し、複数のユーザー・グループや
サイト、アプリケーション、ワークロードから生じる複雑さを解消し
ます。Spectrum Computing は、課金管理やレポーティング、ガバ
ナンスのための強力な管理、監視、分析によって仮想ドメインと物理
ドメイン全体にわたって計算需要とリソース供給をインテリジェント
にマッチングして自動化します。
静的から動的への変換: アプリケーション・ワークロードは、ローカ
ル側とクラウドでの最適なリソース稼働により自動的に処理され、
静的な IT インフラストラクチャーを、ワークロード認識型かつリ
ソース認識型である動的なSoftware Defined Infrastructure(SDI)
に変換します。
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Spectrum Computing ソフトウェアを使用し

インテリジェント・ジョブ・スケジューリングを使用
して、
ジョブ・スループットとリソース使用率を向上

たシミュレーション、設計、調査により、最大
150 倍までスループットを高速化します。1

ハイパフォーマンス・アプリケーションで、実行と展
開をさらに簡素化
プリケーションやオープン・ソース・フレームワークを活用すること
で、
すべてのデータからビジネス・インサイトを短時間で容易に引き
出すことが可能です。Spectrum Computing ソリューションは、簡
単に管理して使用でき、システムの準備期間を短縮するとともに、
ユーザーの生産性も短期間で最大限に高めます。主な特長として
は、Web ベースのインターフェースやインテリジェント・ジョブ・ス
ケジューリングによる強力なワークロード管理機能、柔軟なアプリ
ケーション統合があります。Spectrum Computing は、単一のオン
プレミス・クラスターから大規模な環境、クラウド環境、ハイブリッ
ド環境を含む複数のクラスターに拡張できます (図 2)。
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IBM Spectrum Computing の適切な製品と
サービスを選択
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図 1. IBM Spectrum Computing でのリソース認識型のスケジューリングを自動化
することにより、効率の向上を実現します。

ワークロードとリソースをインテリジェントに管理
Spectrum Computing は、柔軟性の高いポリシー・ベースのスケ
ジューリング・モデルを提供し、
すべてのジョブを適切な優先度に応
じて適切なリソースにマッチングさせます。課金管理と割り当てで、
ビジネス要件に対応するために必要なリソースをグループに確実に
配分できます。高い使用率での公正な配分によって、企業は、同じ
リソースやインフラストラクチャー上でより多くの作業を実行し、結
果的にコストを低減することができます。

IBM Spectrum Computing は、インフラストラクチャー、クラウド
管理ソフトウェアの分野でリードしています。
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大手グローバル企業上位 10 社のうち 9 社が採用
世界でも最も要求の厳しい 2,500 社以上のお客様
管理下にある、500 万個超のサーバー・プロセッサー
ダイナミックで革新的な発展をもたらしてきた 20 年余りの実績
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IBM Spectrum Symphony: 高いスループットと低遅延ワーク

ロード、リソース管理を実現する、計算指向とデータ指向の分析
アプリケーションに対応。1 秒当たり 1,000 個を超える計算エン
ジンを異なるワークロードに再割り当てし、タスク1 つ当たり1ミリ
秒以下のオーバーヘッドで、1 秒当たり 1万7000 個のタスクとい
うスループットを実現 2
IBM Spectrum LSF: 強力で包括的なワークロード管理製品。
要求の厳しいミッション・クリティカルな異種混在の分散 HPC
環境に対応。数百万のジョブにわたる拡張、最大 150 倍までス
ループットを高速化、最大ペタフロップ・サイズのリソースの管理3
IBM Spectrum Conductor: スケールアウト・インフラストラ
クチャー全体でのデータに対する効率的な分析やアクセス、保
護を目的とした、最適化されたアプリケーションやデータの統合
プラットフォーム。Apache Spark や Docker など新しいテクノロ
ジーの活用により、
すべてのデータからインサイトを引き出すまで
の時間を最大 60 % 短縮4
IBM Spectrum Computing サービス、サポート、トレーニング:
評価やコンサルティング、展開の最適化、ユーザー・トレーニング
により、価値を最大化
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IBM をお勧めする理由

Spectrum Computing は、金融サービス、製造、デジタル・メディア、

IBM Spectrum Computing は、可能な限り効率的に IT サー
ビスを提供する包括的な Software Defined Infrastructure ソ
リューションを提供して、リソース使用率を最適化し、結果を導き
出すまでの時間を短縮して、コストを削減します。IBM Spectrum
Computingは、インフラストラクチャーの可能性を最大限に引き
出し、あらゆる規模の分析、HPC、Hadoop、Apache Spark、クラ
ウド・ネイティブ・アプリケーションを加速します。IBM Spectrum
Computingの中核を成す価値は、シミュレーションや分析を簡素化
して、ビジネスや科学に対する洞察を明らかにし、より高品質の製品
をより迅速に市場に投入できるようにすることにあります。

ハイパフォーマンス・
アナリティクス

ハイパフォーマンス・
コンピューティング

(低遅延の並列)

ワークロード管理

石油・ガス、ライフサイエンス、小売、行政、研究、教育分野における
製品開発、重要なビジネス意思決定、科学的な発展を推進します。
2,500 以上ものお客様 (大手グローバル企業上位30社のうち23社を
含む) が Spectrum Computing を使用しています。
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図 2. IBM Spectrum Computing ファミリーには、IBM Spectrum Symphony、IBM Spectrum LSF、IBM Spectrum Conductor が含まれています。
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