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システムズ＆テクノロジー・エバンジェリスト

【プロフィール】

1989 年日本 IBM 入社。 2006 年よりシステム製品事業で先進テクノロジー関連の
アーキテクトを担当。 2009 年以降アナリティクス分野の担当になり、多くのお客様
案件や研究活動、講演などの外部活動に従事。 2012 年からアナリティクス分野の
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町田 武夫

性である 4 つの V（図 1）に対応した分析

データ特性は、大量データを効率良く格納

能力と基盤が必要となります。2020 年に

するストレージ、大量データを処理するた

「ビッグデータ」というキーワードが毎

は全世界で 35 ゼタバイトになるとも言わ

めに必要となる高速な並行処理が可能な

日飛び交い、世界中のデータ量の急激な

れているデータ量の急激な増加
（Volume）

演算装置、テクノロジーの進化や破壊的

１. 分析（アナリティクス）の動向

増加が注目されつつある今、企業における

［1］、 デ ー タ 発 生 ス ピ ー ド の 高 速 化

技術の登場による超高速処理機器、高速な

データ分析、およびデータ活用への関心

（ Velocity）以外にも、全体の 80% 以上

ネットワークなど、ハードウェアのより先進

を占めると言われる非構造データとこれ

も著しく高まっています。

的な活用が不可欠になります。

BI（ビジネス・インテリジェンス）や DWH

までの構造化データといった多種多様な

これに加え、分析の手法も急速に変化し

（データ・ウェアハウス）という言葉に代表

デ ータの混 合（ Variety）、加えて 2015

てきています。よりリアルタイムに近い処

されるようなデータ分析は、決して新しい

年までに全データでの 80% を占めると言

理と分析、回帰分析や決定木分析といっ

ものではありません。しかしながら、近年の

われる不確かな情報［2］を認識した上で

た統計手法の予測への活用、および多種

データ量の増大や、要素技術、分析ツール

の情報の正確さ（Veracity）
といった、
デー

多様な大量データから知見を導き出すモ

の進化などにより、分析（アナリティクス）

タ自体の特性を意識することが重要となる

デルやアルゴリズムの適用などにより、レ

の中身も急速に変わりつつあります。

のです。

ポーティング中心の従来の BI から、より

データの観点では、ビッグデータの特

これらの、量（ Volume）をはじめとする

高度な分析・最適化へと分析手法が変わ

ビッグデータ時代の分析
（BAO）
【全世界のデータ量の増加】

分析・最適化

常に最新値や分析結果を自動取得して
最適解や判断材料を提示し続ける

（将来を含めた解析）

9000

（容量）

センサー＆デバイス

データ量︵エクサバイト︶

8000

ソーシャル・メディア

7000

VoIP（音声）

6000

（頻度・スピード）

よりリアルタイムに近いデータでの分析
過去の傾向を基にした近未来予測

エンタープライズ・データ

5000

従来の情報活用（BI/DWH）

4000

（種類）

複数の変数間の関係性を発見し提示

見える化

多次元解析、
ドリルダウン

レポーティング

3000

これまで分析
高度な予測
していなかった
テキスト/音声/
画像/センサー
などのデータを
分析対象に
数学や
シミュレー
統計的手法の
ション
活用による予測精度
向上や誤差の把握

一見関係ないと考えられていた情報も含め
より多くの独立変数を利用して最適解を導く

オンデマンドなレポーティング

（過去の解析）

0

2010

2015

（正確さ）

データ
集中化

定型のレポーティング

※BAO：Business Analytics and Optimization

図 1．ビッグデータの 4 つの特性
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図 2．分析（アナリティクス）の移り変わり

りつつあります（図 2）。
この分析手法の変化とビジネス価値の

などの単体のシステム・コンポーネントの

結果的に秒あたり数十万 I/O 回数という驚

処理能力を上げる「スケール・アップ」と、

異的なデータ処理を実現します（図 4）
。

増大により、アナリティクスは、ビジネス

同種のシステム・コンポーネントを並列的

また、プロセッサーの分野でも、アナ

上の価値創造や企業の業績に大きく関与

に複数配置することで全体の処理能力を上

リティクスやビッグデータにより良い性能

するようになってきています。また、これ

げる「スケール・アウト」が一般的でした。

をもたらすハードウェア技術があります。

らの分析を多くの事業や業務プロセスにお

しかしながら、これら 2 つの手法によるシ

IBM POWER プロセッサーは従来からあ

いて活用することが、分析を多面的に行う

ステム能力の向上には限界があるため、急

る技術ですが、ビッグデータを処理するた

企業を勝ち組にしている要因［3］とも言

激に処理要求が大規模化するに従い、新た

めの並行処理を、より多くのスレッドで実

われます。

にシステム密度を最大化し各処理をより低

行できるという観点で、ビッグデータ時代

遅延（Low latency）で実行することで、シ

の性能を向上する演算機構の代表格と言

ステム規模を抑えつつ大量処理を行う手法

えるでしょう。多くのアナリティクス処理

も併せて重要になってきました［4］
。これ

のベンチマークでは、通常の x86 プロセッ

らを基本とした技術の進化や、処理の発想

サーより優れた結果を出しています。

2. アナリティクスに求められる
ハードウェア要件
このような分析対象のデータと分析手

の転換により、処理性能の側面で従来の延

法の変遷、多様化に伴い、この変化を取

長とは異なる飛躍的な性能効果をもたらす

り込んだアナリティクス・システムの最適

技術の商用化も始まっています。

②最適化：ワークロードに最適化された
装置

これを実現する製品の例として、IBM

ひと口にデータ処理と言っても、さまざ

FlashSystem（ 以 下、FlashSystem）が

まな種類のデータ・アクセス・パターンが

最近、筆者らが関わったいくつかのお客

挙げられます。FlashSystem は、ストレー

あります。e- コマースの決済システムや

様システムの提案・構築経験から、新しい

ジ技術の中で注目されつつあるフラッシュ・

銀行の勘定系システムに代表されるOLTP

化は、ハードウェア・テクノロジーに大き
く依存します。

分析を支えるために重視すべきハードウェ

ストレージの 1 つです。HDD（ Hard Disk

（ Online Transaction Processing ）シ

ア要件は、図 3 に示す 5 つにまとめられる

Drive）に比べて高速でコンパクト、また

ステムのように、一件一件の処理の取り扱

ことが分かってきました。

衝撃に強いフラッシュ・メモリーを記憶装

うデータは小さいが、大量のユーザーから

置として使ったストレージです。同じよう

の処理要求を短い応答時間で実行が求め

にフラッシュ・メモリーを使っている SSD

られるシステムがあります。

以降では、各要件に関し、より詳細な必
要要件とそれを充足する技術・製品例を
挙げて説明します。

（ Solid State Drive）のように HDD の代

一方で、OLAP（ Online Analytical

替として使うのではなく、メモリーそのも

Processing）システムやデータ・マイニン

のとして使うことにより、数十テラバイトの

グ・システムのように、ユーザーからの処

①性能：圧倒的な処理スピードをもたらす
ハードウェア技術

データ記憶領域を 1U（ 19 インチラックの

理要求件数はあまり多くないが、一件一件

データの大量化に伴い、それら大量デー

1 ユニットのサイズ。厚さ 1.75 インチ＝約

の処理の取り扱うデータが大量なシステム

タの格納と高速処理が必要となります。当

44.5mm）という小スペースで提供しつつ、

もあります。ディスクから見ても、ランダ

然、システムも大規模となります。

マイクロ秒単位という非常に高速なデータ

ムなアクセスと順次アクセスでは、最適な

アクセス（ HDD はミリ秒単位）を実現し、

ディスクの種類や配置が異なってきます。

従来、システムの大規模化は、サーバー

①性能
圧倒的な処理スピードをもたらす
ハードウェア技術

②最適化
ワークロードに最適化された
装置

圧倒的なパフォーマンス

超高速な応答時間 MicroLatency

2,200万IOPS/1ラック

100マイクロ秒

ビジネスにおけるパフォーマンス、
スケール、
洞察力を向上させ、
サービスと
製品の市場への投入時間を短縮

重要なアプリケーションの
応答時間をマイクロ秒に短縮

⑤堅牢性
高い信頼性とセキュリティー

高い集積率 Macro Eﬃciency

③統合性
さまざまなアナリティクスの
プラットフォームを統合できる
ハードウェア

④拡張性
柔軟な拡張と運用容易性

高信頼性 Enterprise Reliability

1ペタバイト/1ラック

最高30倍の耐久性 ※対MLC＊比

ハードウェアとソフトウェアの融合による
効率的運用と迅速な展開

エンタープライズクラス・フラッシュと
特許取得データ保護技術による高信頼性

＊
：MLC
（Multiple Level Cell）…… NANDフラッシュ・メモリーの記憶方式の一つ

図 3．ハードウェアに求められる 5 つの要件

図 4．IBM FlashSystem
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特にデータベース・システムにおいては、

律的に管理し、分散ワークロードをプール

③統合性：さまざまなアナリティクスの

データ・アクセスの特性に応じた、システ

プラットフォームを統合できるハードウェア

内で適材適所に配置する方式の 2 つが考

ム資源（ CPU やメモリー、ディスクやネッ

今後、企業は顧客にとっての価値を増

えられます。現実的には、既存システムの

トワーク）の最適なバランスでの設計、お

大し、競合他社との差別化を実現するため

継承・互換性や、多様化するワークロード

よびサイジングやチューニングは複雑で、

に、さまざまなアナリティクスを投入するこ

への対応から、
（ B）のハイブリッド化が有

従来は専門家でなくては実施できないもの

とになるでしょう。これは一つの BI ツール

力と考えられます。

でした。最近は、
製品としてあらかじめハー

やデータ処理技術では実現できず、複数で

ハイブリッド統 合 を実 現 するシステ

ドウェアやソフトウェアを導入・構成し、

多様な分析ツールやシステムを開発・運用

ム の 例 と し て、IBM PureSystems や

必要な専門家の知見を組み込んだ「デー

することになります。その結果、アナリティ

IBM System z が 挙 げ ら れ ま す。IBM

タベース・アプライアンス」の活用が増え

クス・システムは、用途の異なるさまざま

PureSystems ファミリーの 1 製品である

てきています。アプライアンスとは、家電

なシステム・コンポーネントで構成される

IBM PureFlex System は、UNIX（ AIX,

のように特定な機能に特化した製品のこと

で し ょ う。ETL（ Extract/Transform/

Linux）や Windows を仮想化基盤を使っ

で、家電と同様に、電源を入れればすぐに

Load）サーバーや BI サーバー、ファイル

て統合的に集約・管理できるシステムです。

使えるようなシステム製品です。

転送サーバーなどのシステム連携サーバー

集約性・拡張性が高く、統合管理による

例として、データベースのためのアプラ

やデータマート・サーバーがその代表例

管理負荷の低減も実現できる次世代プライ

イアンス・システムである IBM PureData

です。将来的にはデータ・マイニングやテ

ベート・クラウド環境と言えます（図 6）
。

System が挙げられます。ワークロードに

キスト・マイニングのサーバー、メモリー

応じて最適なシステムが必要であるという

内で高速処理を行うストリーミング・サー

設計思想から、ワークロードに最適化され

バーなどが必要となるかもしれません。

た 3 種 類 の IBM PureData System が

④拡張性：柔軟な拡張と運用容易性
分析の高度化とビッグデータ、特に非構

これらサーバーを個別に構築していたの

造化データの活用、および利用者の増加

ではサーバーが林立し、システム運用が

に伴い、最初は小さく始めたアナリティク

これらアプライアンス・システムは、単に

煩雑なものとなります。各システム資源の

ス・システムの基盤も、すぐに拡張が必要

ハードウェアを組み合わせただけでなく、性

効率的な利用は難しいでしょう。この課題

となってきます。最近のいくつかのシステ

能向上のためにフラッシュ・ストレージを

を解決するためには、ハードウェアやプラッ

ムでは、その拡張のペースが非常に早く

提供されています（図 5）。

適所で活用したり、データに関わる汎用的

トフォームの差異を吸収し、十分な仮想化

なっているにもかかわらず、初期の設計時

な処理を CPU で行うのではなく、FPGA

基盤上にさまざまなアナリティクス・シス

に将来的な拡張を見据えていなかったた

（ Field Programmable Gate Array）と

テムを統合し、運用していく全体最適化の

めに、拡張が困難になる、あるいは運用が

アプローチが推奨されます。

困難になっているケースも多く見受けられ

呼ばれる書き換え可能な専用集積回路で

全体最適化のアプローチには、（ A）単

ます。このような問題に直面しないために

一プラットフォームと仮想化機能を活用し

も、設計初期の段階から、十分に拡張可能

て分散サーバーを統合する方式と、（ B）

で、かつ大規模になっても運用可能なシス

ハイブリッド化 によって、複 数プラット

テムとなるような考慮が必要であると言え

フォーム /OS をリソース・プールとして自

ます。

行うといった独自の性能向上がハードウェ
アとして組み込まれているのです。

連続稼動トランザクション

レポートと深い分析

オペレーショナルな分析

スケーラブルで高可用な
トランザクション・データベース

分析データ・ウェアハウス

オペレーショナル・
データ・ウェアハウス

ランダムな読み取りと更新

順次読み取りと順次での
データロード

ランダムと順次での読み取り、
データロードと、逐次データ更新

同じデータベースに対する
特定のデータ・レンジへの
トランザクション・アクセス

多数の区分に分かれたデータに
対する並列処理による広範な
データレンジへの分析アクセス

多数の区分に分かれたデータに
対する並列処理による特定の
データレンジへの分析アクセス

すべてのデータに共用アクセス

区分化されたデータへのアクセス

区分化されたデータへのアクセス

データ・
マイニング

ETL

BIサーバー

テキスト・
マイニング

ストリーム

データマート

統合ストレージ
（Storwize V7000）

統合システム管理
（IBM Flex System Manager）

リアルタイム・データ圧縮技術
データ階層化

最適化プラットフォーム
仮想マシン(VM)

高速インターコネクト
ネットワーク

Intel Xeon

System for Transactions

System for Analytics

図 5．異なるワークロードと PureData
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System for
Operational Analytics

IBM
POWER7+

RackSwitch G8264
FCoE

図 6．IBM PureFlex による仮想化統合

拡張性が高く、運用管理も容易なシス

加えて、アナリティクス・システムの重要

PureData System for Analytics に 割

テムの例として、IBM ストレージ製品で

度の高まり、および個人データを含むデー

り振ることにより、システム資源の最適活

ある IBM XIV Storage System（以下、

タ流出リスクへの対応のために、今後のア

用と高速化を実現しているものです（図

XIV）が挙げられます。

ナリティクス・システムには、これまでよ

7）。IBM System z も引き続き先進的な

XIV は、非階層型のエンタープライズ
向けストレージ装置であり、すべてのディ

り一層高いレベルのセキュリティーが求め

分析環境を提供すべく機能拡張を続けて

られます。

おり、有力なアナリティクス・プラットフォー

スクを単一のプールとして保持します。ス

IBM の UNIX オペレーティング・シス

トレージ装置に書き込まれたデータは全

テムである AIX を搭載した IBM Power

HDD に分散され、HDD の使用量、アク

Systems は、99.997% の連続稼働性を

セス数が自動で平準化される設計となって

誇り、他の UNIX システムの 2 倍以上の

います。可用性についても、従来の RAID

信頼性、x86 サーバーに対しては 10 倍

（ Redundant Arrays of Independent

以上の信頼性を提供します［5］。また、

ムの一つと言えるでしょう。

3. おわりに 〜５つの要件を満たす
視野が成功への鍵
分析に関する技術や製品は、日々、急速

Disks）とは異なる IBM 独自技術の分散ミ

POWER7 プロセッサーと AIX は、オー

に進歩しています。技術の革新により、こ

ラーリングを実装しており、管理者が意識

プン・システムで最高レベルのセキュリ

れまで実現できていなかった分析が可能に

しないところで、自動冗長化と高速復旧機

ティー環境である OSPP/EAL4+ に準拠

なった、あるいは長時間かかっていた処理

能を備えています。加えて、ドライブでは

しています。Power Systems は仮想化

が短時間で完了したなどの事例が多く見ら

なく「モジュール」という単位での拡張を

集約にも優れ、これと合わせて、UNIX シ

れます。

行います。これらの技術により、高い運用

ステムで最高の信頼性とセキュリティー環

管理性と拡張性を提供しています。

境を提供していると言えるでしょう。
また、IBM System z は、99.999%

しかしながら、例えば超高速といった、
ある一つの側面だけに偏った技術や製品
の選定、あるいは個別最適のアプローチ

という最高レベルの連続稼働環境を提供

により、結果的に拡張性や信頼性が確保

図 2 に示したとおり、これまでの分析

します。セキュリティー面でも、OSPP/

できなくなった、運用が回らなくなったと

は一部のユーザーがバッチ的に分析処理

EAL5 に準拠しており、優れた仮想化機

いった例も少なからず見受けられます。こ

を行うケースが多かったのに対し、今後の

能と合わせて、最高レベルの信頼性とセ

れからの情報活用の時代には、これらの

アナリティクス・システムは、よりリアルタ

キュリティーを提供します。加えて、IBM

問題を事前に回避し、企業が価値を生む

イム性が高く、またさまざまなユーザーか

System z 上のデータベース・サーバー

多様なアナリティクスを効率良く活用して

らの処理要求を実行する必要があります。

で あ る DB2 for z/OS 環 境 で は、IBM

いく必要があります。

そのため、ひとたびアナリティクス・シス

DB2 Analytics Accelerator と い う 分

そのためには技術や製品の正しい理解

テムがダウンすれば、その障害による業務

析ワークロード高速化のためのソリュー

と鳥瞰的な視野での選択が必要であり、

への影響が、それまでに比べて広範になり

ションが提供されています。これは IBM

ハードウェアについては、ここで紹介した

ます。つまり、信頼性面では、かつてのア

PureData System for Analytics を

５つの視点を持って企業における情報活

ナリティクス・システムに比べ、より高い

DB2 のアクセラレーターとして実装したも

用インフラを考えていくことが成功の条件

可用性が求められていると言えるでしょう。

ので、複雑で重い検索処理を動的に IBM

となるでしょう。

⑤堅牢性：高い信頼性とセキュリティー

ユーザー/
アプリケーション

DB2 for z/OS

ショート･クエリーは
DB2 for z/OS単体で
高速に処理

IBM DB2 Analytics
Accelerator

重い分析処理は
PureData System
for Analytics を
利用して
高速に処理
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