IBM Spectrum Computing

IBM Spectrum Conductor と

June 2016

次世代アプリケーションの活用によるインサイトの獲得
アプリケーションとデータ向けに最適化された統合プラットフォームにより、
データの効率的な分析、アクセス、保護を実現
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IBM Spectrum Conductor と次世代アプリケーションの活用によるインサイトの獲得

ハイライト
●●

●●

●●

ポリシー・ベースのワークロード認識型リソース管理で IT の複
雑さを取り除くことにより、インサイトを獲得するまでの時間を最
大 60% 短縮1
アプリケーションとデータのインテリジェントなライフサイクル管
理により、共有サービスの最大限の可用性とセキュリティーを確保
オンプレミス、クラウド、ハイブリッド・インフラストラクチャーか
ら、最適な導入モデルを選択可能

データは極めて貴重なビジネス資産であり、データから価値を十分
に引き出すことで競争上の優位性が得られることを、あらゆる企業
が認識しています。しかしながら、データの量とスピードは加速度的
に増加しており、膨大な 「データ・オーシャン」 の管理・活用に対
する課題が顕在化しています。その結果、膨大なデータ･ボリューム
からのインサイトの獲得と活用が困難な状況が生じています。

夜間バッチ処理による
ファイナンシャル・レポート作成

データの分析に必要となるクラウド・ネイティブの次世代アプリケー
ションは、Hadoop や Apache Spark などのオープン・ソースによる
フレームワークに依存し、大きなメリットをもたらす可能性を持って
います。しかし、テクノロジーの採用に伴うリスクと複雑さを軽減す
るために、特定のアプリケーションや部門専用のクラスターごとに
Hadoop や Apache Sparkを導入することが一般的です（図 1）。そ
の結果、クラスターの乱立が生じることで、インフラストラクチャー
の使用率が低くなるとともに、成果を出すまでの時間が長くなり、
最終的にはコストが増えています。
このデータの分析に必要な次世代クラウド・ネイティブ・アプリケー
ションは、Hadoop や Apache Spark などのオープン・ソース・フ
レームワークに依存するようになっています。これらのフレームワー
クは、大きなメリットをもたらす可能性を持っています。ただし、この
テクノロジーの採用に伴うリスクと複雑さを軽減するために、企業
は、特定のアプリケーションや部門の専用となっている個別のクラ
スターに導入しています。その結果として生じるクラスターの乱立に
より、インフラストラクチャーの使用率が低くなるとともに、成果を
出すまでの時間が長くなり、コストが増えています。

取引先のクレジット・
リスクのモデリング

分散型 ETL、
機密性分析

Hadoop ベースの
センチメント分析

低使用率 + 低パフォーマンス = コストの増加

図 1. 新世代アプリケーションとオープン・ソースのフレームワークを既存のインフラストラクチャーに統合した場合、ITインフラのサイロ化、使用率の低下、データの重複が発
生することがあります。
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インフラストラクチャーに対する新しい考え方

最新のスケールアウト型アプリケーション、オープン・ソース・フレー
ムワーク、インメモリー・アナリティクス、NoSQL データベース、クラ
ウド・ネイティブ・アプリケーション・アーキテクチャー、コンテナー
環境においてIBM® Spectrum Conductor を活用することで、すべ
てのデータから素早くビジネス・インサイトを獲得できます。しかし、
従来型の IT 環境におけるサーバー構成、ハイパーバイザー環境、
ストレージは、分散型コンピューティング向けではなく、Microsoft
Exchange、SQL データベース、データウェアハウス、仮想デスクトッ
プなどの従来型ワークロード向けに最適化されています。そのため、
最新のスケールアウト型アプリケーションやフレームワークでは適切
に機能しません。
今日、基幹業務の管理者やアプリケーションのオーナーは、分散アプ
リケーションとマイクロ・サービスの採用や改善を検討しており、可
能な限り素早く、コスト効率良く、サービス・レベルに影響を与えるこ
となく、このようなテクノロジーを採用する方法を見つけることを IT
アーキテクトに要求しています。また、IT 管理者は、構造化データと
非構造化データからインサイトを抽出するアナリティクス･アプリケー
ションのために、Software Defined Infrastructure を採用して膨大
な量のデータを保管しています。
アプリケーション中心またはデータ中心のどちらの観点からスタート
する場合でも、IBM Spectrum Conductor は、リソースのダイナミッ
クな共有、アプリケーションのための全リソースの自動管理、インフラ
ストラクチャー管理、非構造化データのストレージ、データ・ライフサ
イクル管理のためのアーキテクチャーを提供します。
簡単に言えば、IBM Spectrum Conductor は IT 管理者とアーキテ
クトにインフラストラクチャーに対する新しい考え方を提供します。
その結果、IT 部門は次世代アプリケーションの可能性を引き出すこと
ができます。
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また、効率を向上させるために、多くの新しいアプリケーションは
Docker などの軽量のコンテナー環境で実行されるマイクロ・サー
ビスで構成されています。コンテナーは、開発チームや IT 運用
チームがどこでも分散アプリケーションを作成、配信、実行でき
る統合テクノロジーを提供します。しかし、コンテナー・アプリケー
ションを実行して（特にコンテナー環境が数台の小規模クラスター
から数百台、さらには数千台のクラスターに拡張する場合）、最適な
パフォーマンスと資産使用率を実現するためには、リソースを効果
的に管理する必要があります。
企業は、データの分析やアクセス、保護を容易に行い、ビジネス上の
成果を素早く上げながら、コストを制御できる環境を必要としてい
ます。IBM Spectrum Conductor は、インフラストラクチャーを緊
密に統合して、アプリケーションとデータ向けに最適化されたプラッ
トフォームに転換できるようにすることで、この課題に対応します。

ビジネス環境におけるハイパフォーマンス・
コンピューティングのテクニックの適用
かつて、ハイパフォーマンス・コンピューティングやアナリティクス・
ワークロードだけのためのものとして考えられていたテクノロジーや
ツール、テクニックが、現在では、データを管理して分析するために
ビジネス・ワークロードに適用されています。企業は、このような機
能を使用して、ビッグデータ・アナリティクスに必要となるパフォー
マンスの向上と容量を得るとともに、適切なアプリケーションが必
要なときにデータにアクセスできるようにしています。
このようなインフラストラクチャー全体の進化は企業の価値を高
め、コンピューティングとストレージのためのインテリジェンスの統
合によって、データとアプリケーション・ワークロードの配置を最適
化するインテリジェントなソフトウェア層を実現します。IBM は、
長年にわたって実績のある機能をお客様に提供しており、最新の
Software Defined Infrastructure ソリューションでは、さらに機能
を拡張しています。例えば、Citibank は、IBM Software Defined
Infrastructure を使用してパフォーマンスを 100 倍向上させました2。
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IBM Spectrum Conductor は、このような実績あるテクノロジーを
ベースとしており、コストを大幅に削減しながら優れたパフォーマン
スを発揮します。その結果、企業はビジネスをより大きく成長させる
イノベーションを生み出すことができます。

データの増加に対応する統合プラットフォームの提供
データの量が増え続けるなか、企業は、次の 3 つの疑問を解消する
包括的なソリューションを必要としています。
●●

先進的なファイル管理、
ルーティング、
キャッシング

●●

●●

データ配置
の自動化

コラボレーション
とリソース共有

次世代のアナリティクス・アプリケーションやフレームワークを迅
速かつ効率的に採用することによって、成果を促進できますか?
インフラストラクチャー・コストを削減しながら、ビジネスの要求
に応えられるようにビッグデータにアクセスして共有するための
方法はありますか?
ライフサイクル全体にわたって、データとアプリケーションをコス
ト効率良く保護して管理することはできますか?

IBM Spectrum Conductor は、以下の機能によって、可能な限りコ
スト効率の良い方法で 3 つの疑問に答えられるようにします。
●●

●●

図 2. IBM Spectrum Conductor が提供するデータ配置の最適化とグローバル・
アクセスの活用により、コラボレーションとリソース共有が実現します。
●●

分析: ワークロードやリソース、データを認識する管理ソフトウェ
アは、既存のリソースの使用率を高め、分析を迅速化します。アプ
リケーション、ユーザー、部門によるリソースとデータの共有とと
もに、Apache Spark や Docker などのテクノロジーの容易な利
用を実現します。
アクセス: ポリシー・ベースのワークロード配置をグローバルな共
有データ・アクセスと結合することによって、距離的に離れている
チームやデータセンターの間でデータとリソースを共有できます
（図 2）。また、データ・マイグレーションや自動フェイルオー
バー、シームレスなファイル・システム・リカバリーなどの機能を
利用できます。そして、遅延を認識する先進的なファイル管理や
ルーティング、キャッシングは、ワークロードやデータの配置とパ
フォーマンスの最適化に役立ちます。
保護: データとアプリケーションのライフサイクル管理と保護のた
めに、IBM Spectrum Conductor はデータ保全性を保護する暗
号化や、エラーを検出するためのエンドツーエンドのチェックサム
といったエンタープライズ・クラスの機能を提供します。
マルチテ
ナント統合アプリケーションとデータ・ファブリックにより、リソー
スとデータのサイロを排除しながら、アプリケーションとデータを
ライフサイクル全体にわたって保護できます。
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多次元のスケーラビリティーの提供

パフォーマンスの向上、管理の簡素化、コストの削減

IBM Spectrum Conductor は、ストレージ容量やコンピューティン

IBM Spectrum Conductor には、以下のようなメリットがあります。

グ･リソース、アプリケーションのバージョンなどの多次元的な独立
したスケーリングを提供します （図 3）。また、必要に応じてリソー
スを容易に個別に追加できるため、既存のリソースをリプレースして
新たなリソースと入れ替えるようなアップグレードを回避して、新し
いワークロードやデータ・ボリュームの急増、ユーザーの増加に対
応できるデータセンターを実現できます。

●●

●●

●●

●●

●●

人

ユーザー
管理者
開発者

ワークロード

Spark とその他
のアナリティクス
Docker とその他
のコンテナー

●●

マルチテナントな統合アプリケーションとデータ・プラットフォー
ムによってサイロを排除
スケールアウト型の分散インフラストラクチャー全体の管理とモ
ニターを単一画面で行うことで、管理を簡素化
グローバル共有アクセスにより、必要なときにデータを確実かつ
正確に使用できるようにすることで、データの可用性を向上
支出と運用コストの両方を削減しながら、データからビジネス・
インサイトを獲得するまでの時間を短縮
コンピューティング・インフラストラクチャーとストレージ・インフ
ラストラクチャーの独立したスケーリングなど、多次元のスケー
リングによって将来に対応したデータセンターを実現
フラッシュやディスク、アーカイブなど、多層構成の自動化された
ハイブリッド・クラウド・ストレージによってストレージ・コストを
削減してパフォーマンスを向上

IBM Spectrum Conductor のワークロード管理とリソース管理の

コンピューティング･
リソース
クラスター
データセンター
グローバル・
グリッド

ストレージ

データ・タイプ
ボリューム
ライフサイクル

図 3. IBM Spectrum Conductor は、ストレージ、コンピューティング能力、要員、
ワークロードを含む多次元のスケーラビリティーを提供します。

機能は待ち時間を最短に抑えるため、各アプリケーションは必要な
リソースとデータを効率的に受け取ることができます。そのため、迅
速な成果の創出、既存のインフラストラクチャー活用の最大化が可
能になります。

IBM Spectrum Conductor は、導入が容易で、効率的な管理に
よって運用コストを削減し、モニターやアラート、レポートの管理
オーバーヘッドを減らします。また、データからサーバーやアプリ
ケーションに至るまでのスタック全体のアクティビティーを単一の相
関アクティビティー・ビューから表示してモニターできます。その結
果、多くのルーチンの管理用タスクが自動化されます。
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IBM Spectrum Conductor は、進化するニーズに対応する設計です。
企業全体にわたる高信頼性のスケーリング

IBM Spectrum Conductor は、厳しい環境で実証された Software
Defined Infrastructure のテクノロジーをベースとしています
(詳細はこちら)。その実績は、以下の数値でご確認ください。
●●

●●

●●

●●

●●

10 万を超えるコアを使用したお客様事例

数千台のノード構成
単一クラスターにおける数百のアプリケーション
1 日あたり 10 億を超えるタスク
1 セッションあたり 100 万を超えるタスクで複数セッションを実行

IBM Spectrum Conductorは、優れた回復力と高い可用性を提
供します。

Spark や Docker などの新しいテクノロジーの活用

IBM Spectrum Conductor は、変化し続ける IT 環境に不可欠な
導入における柔軟性を提供します。Hadoop MapReduce や Spark

など、ビッグデータ・アナリティクス向けのオープン・ソース・フレーム
ワークは急速に進化しています。新世代のビッグデータ・アナリティ
クスとコグニティブ・コンピューティングは多くの場合、仮想化ハイ
パーバイザーのオーバーヘッドを許容できず、ベア・メタル上で稼働
する必要があります。また、アプリケーション・ソフトウェアをパッ
ケージするために、Docker などの軽量のコンテナー環境を採用す
る IT 部門が増えています。

導入を迅速化して、物理リソースとコンテナー内のリソースにわたる
管理を簡素化するほか、グローバル・リソース・マネージャーによる
高可用性の組み込みと使用率の最適化など、エンタープライズ・グ
レードの機能を追加します。
例えば、分散型の Docker ベースのアプリケーション・サービスと
データ依存関係の実装と管理を自動化するとともに、アプリケー
ションやコンテナー、分散型インフラストラクチャーをエンドツー
エンドにモニターします。また、複数のコンテナー・ベース・サービス
を共有インフラストラクチャーで実行することで、個々のアプリケー
ションが使用可能なリソースをフルに活用してサービス・レベル目標
を達成できるようにします。そして統一された管理インターフェース
により、管理者は、アプリケーション・サービスがどこで実行されて
いるか、リソースがどのように割り振られているかを確認できます。

IBM Spectrum Conductor with Spark
Apache Spark は、オープン・ソースのビッグデータ・アナリティク

ス・フレームワークとして優れたパフォーマンス上のメリットを提供し
ます。ただし、Spark の実装には、新たな専門知識やツール、ワーク
フローへの投資など、大きな課題が伴います。例えば、Spark クラス
ターをセットアップした結果、リソースの非効率的な使用や、管理と
セキュリティーの課題が発生する可能性があります。IBM Spectrum
Conductor with Spark は、このような問題に対応します。Spark の
ディストリビューションをリソース、インフラストラクチャー、データ・
ライフサイクルの管理と統合して、
マルチテナント Spark 環境の作成
を簡素化します。変化の速い Spark ライフサイクルの管理を支援す
るために、IBM Spectrum Conductor with Spark は、Spark の複
数のインスタンスとバージョンの同時実行をサポートしま
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成功を加速

詳細情報

IBM Spectrum Conductor は、IBM Software Defined
Infrastructure において、最適で効率的なデータの分析やアクセス、

IBM Spectrum Conductor の詳細については、日本 IBM の営業
担当員または IBM ビジネス・パートナーにお問い合わせいただく
か、次の Web サイトをご覧ください。
ibm.com/it-infrastructure/jp-ja/software-defined-infrastructure/

保護を実現する極めてスケーラブルなファブリックです。ますます多
くのデータが流れ込む状況において、ストレージと管理のコスト削
減、インサイトを得るまでの時間短縮、競争力強化を支援します。
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また、IBM グローバル・ファイナンシングは、貴社ビジネスの成長
に必要なテクノロジーの取得に役立つ様々な支払オプションをご提
供しています。弊社では、IT 製品やサービスの取得から廃棄処分
に渡る全ライフサイクル管理をご提供します。詳細につきましては、
以下をご覧ください: ibm.com/financing
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