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競争が激化し、何事にも素早い対応が求められる世界にお
いては、情報への投資が成否を分ける場合があります。 
短時間でより優れた判断を下せるビッグデータ ソリューショ
ンに、多くの企業が注目しているのはそのためです。Cisco 
Unified Computing System™（Cisco UCS®）は、大量デー
タから戦略策定のための実用的知見を探し出すビジネス 
ニーズに圧倒的な拡張性を提供します。

さまざまなソースから収集されるビッグ 
データ
ビッグデータとは何でしょうか。ビッグデータは、大量の情
報の収集、保存、分析を意味します。こうした情報には、Web 
ログ、センサー、ツイート、ブログ、ユーザ レビュー、ショート 
メッセージ サービス（SMS）のメッセージ、データ集約型イン
ターネット アプリケーションのデータなど、さまざまな情報が
含まれます。そのデータの特長は、ほとんどが構造化されてい
ない、非常に大きなデータ セットであるということです。

インフラストラクチャの重要性
ビッグデータを活用するには、大量の情報を処理し、変動す
るワークロードの下で答えを素早く導き出す必要がありま
す。ビッグデータ ソリューションは、データ ストアが増大し
た場合でも、それに合わせて拡張、作動し、さらに復元性も
維持する必要があります。またその際、効率的な管理や運用
が損なわれてはなりません。

低コストですばやく知見を提供
Cisco UCS は、業界標準である Intel® Xeon® プロセッサ 
ベースのサーバ、ネットワーキング、およびストレージを  
1 つのシステムへと統合します。サーバ、ネットワーキング、
ストレージ、およびインテリジェントな管理リソースが 1 つ
の自己認識および自己統合型システムで連携します。高いコ
ンピューティング密度とシンプルなネットワークにより省ス
ペース化を実現し、ビッグデータ アプリケーションの運用コ
ストを削減できます。

ビッグデータ向け Cisco UCS Common Platform Architecture
ビッグ データ向け Cisco UCS Common Platform 
Architecture（CPA）では、Cisco UCS の強みを伸ばすも 
のとして、コンピューティングとネットワークの拡張性、 
パフォーマンスの向上、運用を根本から簡素化する管理お
よび監視機能、モジュール化を提供し、リスクと総所有コスト
（TCO）を低減します。

統合型の Cisco UCS ファブリック インターコネクトでは、
単一ラックとマルチラック フォーム ファクタの両方に対し、
スケールアウト デザインの単一接続と共通管理プレーンを
提供します。Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）
は、シングルワイヤ管理用ユニファイド ファブリックと SAN 
への直接アクセスを可能にします。このアーキテクチャを
ビッグデータのワークロードに適用することで、金融、医療、
保険、行政など、さまざまな業界で優れたパフォーマンスを
獲得し、運用コストを大幅に削減できます。

1 分の間にインターネットで発生していること

6 件の Wikipedia の新規投稿
61,141 時間の音楽再生

2,000 万回の写真表示3,000 枚の写真アップロード 100,000 のツイート

1,300 人の新規のモバイル 
ユーザ

83,000 米ドルの売上 600 万の Facebook ビュー

200 万の検索クエリ30 時間のビデオ アップロード

20 人の個人情報盗用の
新たな被害者

2 億 400 万の電子メール
送信

47,000 回のアプリケーション ダウンロード 130 万のビデオ ビュー

IT インフラを絶え間なく 
攻め立てるビッグデータ 
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拡大を続けるビッグデータ
生成、保存、および分析の対象となるデータが、種類、 
量ともに急速に増大しているのは、貴社だけではありませ
ん。処理能力とストレージ容量を拡張するコスト効率のよい
方法を見つけられるかどうかが、リアルタイムの知見を獲得
してビジネス チャンスを活かすことができるかどうかの違
いとなって現れます。

処理能力の拡大
シスコのテクノロジーを利用すれば、最も複雑なワークロー
ドでもデータセンター処理できるようになります。数百台の
サーバとペタバイト単位のストレージがサポートするビッグ
データ クラスタにより、IT 部門はビッグデータの需要を満
たすようにソリューションを拡張できます。最大 160 台の 
Cisco UCS サーバが単一のスイッチング ドメインでサポー
トされ、Cisco UCS Central Software を追加すれば最大 
10,000 台のサーバを接続できます。

スケーラブルでシンプルなアーキテクチャを
活用
Cisco SingleConnect テクノロジーは、単一の一貫した方法
により、ブレード、ラック サーバ、物理マシンおよび仮想マシ
ンを接続する方法を提供します。SingleConnect が確立す
る論理的に一元化されたシステムでは、低コストで省電力
のファブリック エクステンダにより、接続がサーバ ラックと
ブレード シャーシ間で物理的に分散されます。単一のシス
テムで、ビッグデータとエンタープライズ アプリケーション
の両方に対応できます。システムが確立された後は、スイッ
チング コンポーネントの追加や、システム接続や新たな管
理ポイントの再設計を行わなくても、システムを拡張できます。

• サーバ間のネットワーク ホップの削減
• ノード間の一貫した遅延
• 1 箇所での集中管理

拡張により新たな高みへ

Cisco UCS Common Platform
ビッグデータ向けアーキテクチャ（CPA）

トップクラスのストレージ ソリューション

Oracle NoSQL 
データベース

主要な Hadoop ディストリビューション

MapR Pivotal

Cloudera HortonWorks

SAP Analytic 
アプリケー
ション

SAP HANA SAP ASE

Oracle Real 
Application Clusters

ソフトウェア ソリューション

MarkLogicDataStax ParAccel

最大 10,000  

ノードまで処理能力を拡張 

柔軟な拡張性 

により、サイズを問わずに、 
クラスタやビッグデータ  
アプリケーションを拡張可能 

大容量のメモリ 

構成により、さらに多くのデー
タに素早くアクセス  

ペタバイト  

レベルのストレージ（大手スト
レージ ベンダー製）

拡張可能な I/O  

帯域幅により高いデータ  
スループットを実現

数万  

のアプリケーションをサポート
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データ ローディングとアクセスの高速化
シスコとストレージ パートナーにより、テラバイト単位の
データをシステムにすばやくロードできるようになりました。
高性能 SAN への直接アクセス、I/O の高帯域幅、および 
Cisco UCS Invicta™ シリーズ ソリッドステート システムの
ソリッドステート メモリアクセラレーション機能の組み合わ
せにより、アプリケーションとビジネスとのリアルタイムの応
答を可能にする、システムへの素早いデータ取り込みとデー
タベースの高速運用が実現されます。

知見を短時間で獲得
特定用途向け集積回路（ASIC）レベルにまで至る Cisco 
UCS の技術革新により、優れたビッグデータ パフォーマン
スが可能になります。これらの技術革新は、次のようなメリッ
トを提供します。

• Cisco UCS の中核にあるエンドツーエンド ファブリック
でビッグデータおよび分析アプリケーションを適切かつ高
速に実行します

• ビジネス アプリケーションのインフラストラクチャと共存す
る統合管理により意思決定プロセスへの情報の流れを高
速化します

• より多くのサーバを使用し、データ ローディングと分析タ
スクを大規模に並列処理することにより、情報をより高速
に分析します

ビッグデータ処理の自動化によるビジネス  
インテリジェンスの向上
Cisco Tidal Enterprise Scheduler（TES）は、Hadoop、エンター
プライズ リソース プランニング（ERP）、データベース、データ  
ウェアハウス、ビジネス インテリジェンス アプリケーションな
どのアプリケーション間の大量のデータ フローを高速化し
ます。このソフトウェアは、ビッグデータ ファイル システムへ
のデータの入出力を担当するプロセスのスケジューリングを
自動化し、ファイアウォールの内外からデータ フィードを実行
し、ビッグデータのワークロードを処理します。

世界記録レベルのパフォーマンスを活用
高性能な処理能力、適切な I/O 帯域幅の提供、大容量メモ
リなど、Cisco UCS のバランスの取れたリソースは、ビッ
グデータのパフォーマンス向上を支援します。汎用的な 
Intel Xeon プロセッサを搭載した Cisco UCS は、この情
報の開示時点で、90 以上の世界記録を樹立し、Dell、HP、
IBM といった他のベンダーを上回るパフォーマンスを達成
しています。詳細については、http://www.cisco.com/go/
ucsatwork [英語] を参照してください。

1. 2014 年 1 月 1 日時点での、2 プロセッサ システムでの TPC Benchmark C の
結果によるもの。Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition One を搭載
した Cisco UCS C240 M3 高密度ラック サーバ（1,609,186.39 tpmC、$0.47/
tpmC、12/09/27）を、IBM DB2 9.5 を搭載した IBM Power 780 サーバ モデル 
9179-MHB（1,200,011.00 tpmC、$0.69/tpmC、10/10/13）と比較。TPC Benchmark 
C は、Transaction Performance Processing Council（TPC）の商標です。

2. 2012 年 11 月の MIT Sloan Management Review の記事「The Advantages of 
Digital Maturity（デジタル成熟の利点）」[英語] では、ビッグデータ分析（ソーシャルお
よびモバイル処理と共に）を使用している企業は使用していない企業より利益が 26 
%、売上が 9 % 多く、評価が 12 % 高いことが示されています。

正しい情報への
素早いアクセス
は、ほとんどの
企業にメリット
をもたらします。

業界をリードす
るデータベース 
パフォーマンス：
34 % 高速化1

データに基づく
分析を活用し、
利益が 26%  
増加2

http://www.cisco.com/go/ucsatwork
http://www.cisco.com/go/ucsatwork
http://sloanreview.mit.edu/article/the-advantages-of-digital-maturity/
http://sloanreview.mit.edu/article/the-advantages-of-digital-maturity/
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ラックは 1 つ 
ずつ導入。

インフラへは 1 度で
接続。

サーバとストレージ
を追加可能。

ポイントアンドク
リックで簡単設定。

インフラストラクチャの高速導入
Cisco UCS Manager はサーバの ID、設定、I/O 接続をハー
ドウェアから抽象化し、これらの特性を新しいシステムに 
自動的に適用します。この機能により、IT 部門は導入時間を
日単位から分単位に短縮し、設定を簡単かつ正確に複製で
きるため、導入の高速化や簡単で素早い拡張が可能になり
ます。

可視性と制御の改善
Cisco UCS Manager は、Cisco UCS プラットフォーム内の
すべてのデバイスを対象にエンドツーエンドの管理を行い
ます。この可視性により、物理サーバ、ストレージ、ネットワー
ク デバイスを監視して自動的に修復できます。また、以下が
可能になります。

• インフラストラクチャ内の状況を確認する

• 問題を素早く修正して、アプリケーションの可用性を高める

• 将来に備え、システムを仮想化向けに最適化する

• Cisco UCS Manager と Cisco UCS Central Software 
で単一システムまたはグローバルに展開された複数のシ
ステムを管理する

• Cisco UCS の XML 管理 API を利用した既存の管理
ツールとの相互運用する

3. 「Principled Technologies テスト レポート（2013 年 7 月）」[英語] に掲載された、 
Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバと HP BL460c Gen8 ブレード サーバの比
較記事。

導入スピードを 77 % 高速化3 
IT 部門は短期間でビッグデータ ソリューショ
ンを立ち上げ可能。

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/borderless-networks/advanced-services/ucs77_faster_v_hp_for_blade_deployment.pdf
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IT インフラが障害になっている?
Forrester Forrsights Budgets and Priorities Tracker 
Survey Q4 2012 によれば、IT 予算の 70 % 以上が容量の
拡張、メンテナンス、サポートに費やされ、ビジネスにとって
より重要な IT イノベーションに充てられるのは残りの 30 % 
以下であることが示されています。IT 部門がこの比率を修正
して、ビジネスを変えるビッグデータ ソリューションを導入
できたら、どうなるでしょうか。

Cisco UCS を利用すれば、IT 部門は、少ない予算で多くの
仕事を行うことができるようになります。IT スタッフは、少な
い労力で多くのタスクを実行し、少ないツールで適切にイン
フラストラクチャを管理でき、少ないハードウェア専有面積
で容量を増やすことができます。これらすべてが、TCO の削
減と生産性の向上をもたらします。時間と費用を節約するこ
とにより、IT スタッフは、待望のビッグデータ ソリューション
の立ち上げに着手できます。

シンプル化により時間と費用を節約
Cisco UCS では、管理の効率性と一貫性をもたらすため
に、すべての I/O トラフィックが冗長化された単一ポイント
に集約されます。このアプローチにより、ブレード サーバと
ハイパーバイザのためのスイッチが不要になり、3 つのネッ
トワーク レイヤが 1 つに集約されます。コンポーネントの 
20% 削減と設定の自動化により、IT 部門は設備投資と運用
コストを削減し、効率を向上させ、ビッグデータの導入につ
なげることができます。

• 単一ファブリック

• 物理的に分散したシステムの一元管理

• ブレードおよびラック サーバの統合管理

• アダプタの削減：競合ソリューションでは、2 ～ 4 個のア
ダプタが使用されるのに対し、Cisco UCS VIC では 1 個

• 管理ポイントの削減

インフラストラクチャ コストの削減
設備投資を抑え、電源の効率利用により運用コストを削減
し、運用をシンプルにする機能により、Cisco UCS は従来の
サーバよりも多くのコストを削減できます。

• Cisco SingleConnect テクノロジーでは使用する I/O ア
ダプタ、イーサネットおよびファイバ チャネル スイッチ、
ケーブル数が少ないため、100 ノード構成で IBM x3640 
M4 サーバと Cisco UCS C240 M3 ラック サーバとを比
較した場合、3 年間で 45 % の TCO 削減4がもたらされ
ます

• 16 ノードの Cisco UCS CPA v2 構成で、Cisco UCS 
C240 M3 ラック サーバと HP DL380p Gen8 サーバと
を比較した場合、3 年間で 20 % の TCO 削減5がもたら
されます

専有面積の少ないハードウェアにビッグデータ インフラストラクチャを導入し、TCO 
を削減

Cisco UCS により管理ポイントの数を減らし、インフラストラクチャ導入を簡素化し、TCO を削減

ストレージ

トップオブラックのイーサネット、
ファイバ チャネル、および
管理ネットワーク 
スイッチ

End-of-Row Ethernet、
ファイバ チャネル、および管理
ネットワーク スイッチ

2 つのラックに 32 台のラック サーバ

ファイバ チャ
ネル接続

Cisco Nexus ファブリック エクステンダ

2 つのラックに 32 台のラック サーバ

10 Gbps ユニファイド ファブリック

イーサネットまたは
ファイバ チャネル接続

Cisco UCS ファブリック インターコネクト

NetApp FAS ストレージ

Cisco UCS
その他のアプローチ

4. 2013 年 8 月 8 日時点の Cisco UCS の製造元希望小売価格（MSRP）と IBM の小売
価格（ibm.com）で比較

5. 2014 年 1 月 2 日時点の Cisco UCS の MSRP と HP の MSRP（hp.com）で比較

Moon
矩形
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まとめ
ビジネスにおいては、あらゆる意思決定が重要であるため、よ
り優れた知見を獲得できるビッグデータ ソリューションや分
析アプリケーションに世界中の企業が注目しています。今こそ、
ビジネスに決定的な影響を与えるツールを Cisco UCS に導入
し、強力な意思決定のためのスケールアウト ソリューションを
構築してください。データや需要の拡大に応じて高性能のコン
ピューティングやストレージ リソースを追加できるので、IT 部
門は必要に応じて拡張を行い、適切な情報を提供できます。

詳細情報              
• Cisco UCS の詳細については、 

http://www.cisco.com/go/ucs [英語] を参照してくだ 
さい。

• Cisco UCS の性能の詳細については、 
http://www.cisco.com/go/ucsatwork [英語] を参照して
ください。

6. 出典：Yahoo Finance、最新年度の財務諸表

7. 『TheInfoPro Servers and Virtualization Study（InfoPro によるサーバと仮想化の調
査）』[英語]（Wave 12、2012 年 12 月）

8. 出典：IDC Worldwide Quarterly Server Tracker、2014 年第 1 四半期、Vendor 
Revenue Share

イノベーショへの高い研究開発投資率

収益に対する研究開発投資の割合6

顧客満足度

シスコ

信頼性と満足度で
顧客がシスコに

最高
ランクの評価7

北米で第 1 位の x86 ブレード サーバ ベンダー8

IT 部門の多くは、ビッグデータ
導入への準備ができていませ
ん。貴社はいかがですか?

シスコは、データに隠された
知見を見つけ出すお手伝い
をします。

6 % 13 %

M
ic

ro
so

ft

IBM

15 % 2 %

社内でのイノベーション
58 億ドル

13 %

シスコ Intel HP

http://www.cisco.com/go/ucs
http://www.cisco.com/go/ucsatwork
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/theinfopro_dec2012_report.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/theinfopro_dec2012_report.pdf

