
Cloudera Enterprise を実装したビッグ
データ向け Cisco UCS 統合インフラ

   ストラクチャ 

概要 

導入が簡単 

• Cisco UCS® Manager は、導入および拡
張プロセスを自動化し、ダウンタイムの 
原因となる設定エラーのリスクを軽減し
ます。

ビックデータ ワークロードに対応した拡
張性 

• ビッグデータ向け Cisco UCS 統合イン
フラストラクチャ ソリューションは、シン
グルラック構成とマルチラック構成のい
ずれの導入でも、リニアな拡張性と基本
的な運用管理の簡素化を実現します。

包括的な統合インフラストラクチャ 

• ビッグデータ向け Cisco UCS 統合イン 
フラストラクチャ ソリューションは、コン
ピューティング、ストレージ、接続性、統合
管理機能などを備えています。

包括的なセキュリティおよびデータ保護 

• Cloudera を実装したビッグデータ向け 
Cisco UCS 統合インフラストラクチャ
は、Kerberos 認証、エンタープライズク 
ラスのアクセス制御、データ暗号化のサ
ポートを組み込むことで、包括的なデー
タ保護を実現します。

シンプルな管理 

• ビッグデータ インフラストラクチャの導
入を迅速化および簡素化します。ビッグ 
データ向け Cisco UCS Director Express 
は、ワンクリックによるプロビジョニング、
インストール、構成を実現します。

• 包括的なインターフェイスである 
Cloudera Manager は、エンドツーエンド
のシステム管理を実現し、エンタープライ
ズ データ ハブのあらゆる部分をきめ細
かく参照および制御できるようにします。

シスコ アプリケーション セントリック イ
ンフラストラクチャ（Cisco ACI™）で数千
台のサーバまで拡張可能 

• Cisco ACI を使用すると、クラスタを数千
ノードまで容易に拡張できます。Cisco 
ACI は、ネットワークをスイッチの集まり
ではなく単一のエンティティとして処理し
ます。

ビッグデータの活用を目指す企業向けにシ
スコと Cloudera が提供するエンドツーエ
ンドのデータ管理とデータ ガバナンス 
今日、ビッグデータはさまざまな業界で重要な要素となっており、 その重要性はますます
高まっています。ビッグデータ テクノロジーを積極的に利用している組織は、医療、教育、
エネルギーや、金融、公共事業、広告、小売、公共部門、製造など、多様な業界にわたって
います。しかし、どうすればこのような膨大な情報を自分の組織にあった形で活用できる
でしょうか。

ビッグデータの処理に必要な分析はその規模と複雑さのため、従来のデータベースのコ
ンピューティング能力では対応できない場合があります。こうした背景から開発されたの
が、Apache Hadoop です。Hadoop は、従来のエンタープライズ データ ウェアハウスに比
べて、大量の構造化/非構造化データをはるかに効率的に処理できます。Hadoop はオー
プン ソースであり、業界標準のハードウェアで動作するように設計されているため、コスト
を大幅に削減できます。コスト削減の総合的な効果は、組織のデータ量が増大するほど高
くなります。

シスコは、エンタープライズ Hadoop 導入のための業界トップクラスのソリューションを
提供します。

企業が直面しているビッグデータの課題 
従来のリレーショナル データベース システム（RDBMS）は、今日の組織が定期的に収集
および処理する大量のデータに対応して、コスト効果の高い方法で拡張することはできま
せん。一方、ビッグデータ テクノロジー、特に Hadoop ソフトウェアは膨大な数のアプリ 
ケーションで活用されており、大量のデータに直面しているあらゆる規模の企業によっ
て評価され、導入されています。この画期的な技術により、大量のデータを実用的な情報
へと変換できるようになりました。しかし多くの企業は、効果的で信頼性が高く、パフォー
マンスとスケーラビリティに優れ、ミッション クリティカルなアプリケーションに適した 
Hadoop インフラストラクチャの導入に苦労しています。こうした課題の多くは、オープン 
ソース ソフトウェアに付き物の急激な変化に、エンタープライズクラスのパフォーマンス、
セキュリティ、信頼性、サポートへの対応が追い付かないことから発生しています。

提携： 
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リスク 

Cloudera Enterprise を実装したビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ 

ビッグデータ向けソリュー
ション、Hadoop 

最も多くの企業が採用しているビッグ 
データ テクノロジーは、オープン ソース
の分散データ管理プラットフォームである
「Hadoop」です。Hadoop の当初の開発目
的は、ビッグデータの時代に企業で必要と
される分析処理の圧倒的な規模と複雑さ
に対応することでした。

Hadoop は、より大量の構造化および非構
造化データをよりスケーラブルかつ経済
的な方法で処理できます。

ビッグデータ向け Cisco 
UCS 統合インフラストラク
チャと Cloudera Enterprise 
ビッグデータ向け Cisco UCS® 統合イン
フラストラクチャは、コンピューティング、ス
トレージ、接続性、統合管理機能などを備え
ています。これらの機能は、企業が直面する

データの急増に対応するのに役立ちます。
このインフラストラクチャは、Cisco UCS 
6200 シリーズ ファブリック インターコネ
クト、Cisco Nexus® 2200 プラットフォー
ム ファブリック エクステンダ、および Cisco 
UCS C シリーズ ラック サーバを採用した 
Cisco UCS インフラストラクチャを基盤に
構築されています。ファブリック インターコ
ネクトを対の構成でインストールすること
で、冗長かつアクティブ-アクティブの接続、
および Cisco UCS Manager により組み込
まれた管理環境を実現します。

金融 

公共事業 

広告 

エネルギー 
業界 

ビッグデータ 

小売 

教育 

製造部門 

医療 

公共部門 

ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ 

統合インフラストラクチャ 

拡張 

組織 

より速く

事業収益

2    © 2015 Cisco and/or its a�liates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 

低減 



図 1：シスコと Cloudera の提携によって実現される業界トップクラスの Hadoop プラットフォーム 
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ビッグデータ向け  
Cisco UCS 
Director Express 

（ワンクリックでのプロビ
ジョニング、インストール、
構成） 

ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ 

Cloudera Enterprise を実装したビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ 

Cloudera は、エンタープライズ対応の 
ビッグデータ ソフトウェアおよびサービス
を提供する業界トップクラスのプロバイ 
ダーです。Cloudera Enterprise には、市場
をリードするオープン ソース Hadoop ディ
ストリビューション（CDH）、高度な管理 
ツール（Cloudera Manager）、ネイティブ 
のエンドツーエンド データ ガバナンス ソ
リューション、包括的なセキュリティ ツー
ルセット、およびテクニカル サポートが含
まれています。

シスコは、Cloudera との提携により、エン
タープライズ対応データ管理プラット 
フォームと、エンタープライズ アプリケー 
ション エコシステムとの管理の統合を提
供します。両社はシームレスに連携して、 
Hadoop ベース アプリケーションに最適
な、比類のない業界トップクラスのアーキ
テクチャ プラットフォームを提供します 
（図 1）。

Cloudera 向け Cisco Uni�ed Computing 
System™（Cisco UCS）ソリューションは、
ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフ
ラストラクチャをベースとしています。ビッ
グデータ向け Cisco UCS 統合インフラス
トラクチャは、コンピューティング、ストレー
ジ、接続性、統合管理機能などを備え、ス 
ケールアウト アプリケーションに対するさ
まざまな要求に対応することを目的とし
た、拡張性の高いアーキテクチャです。
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図 2：ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ：64 ノード クラスタ 
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このアーキテクチャは、次のコンポーネント
を使用して、透過的なデータ統合および管
理統合の機能を提供します（図 2）。

• Cisco UCS 6200 プラットフォーム  
ファブリック インターコネクトは、システ
ム全体の接続と管理を一元化します。 
サーバに高帯域幅で低遅延の接続を
提供し、すべての接続デバイスを Cisco 
UCS Manager で一元管理できるように
します。通常、ビッグデータ アプリケー 
ションで扱われるクラスタには多数の 
ノードがあります。冗長ペアで展開され
るファブリック インターコネクトは、それ
らのノードのサポートに必要なアクティ
ブ-アクティブの完全冗長性、パフォーマ
ンス、優れた拡張性を実現します。Cisco 
UCS Manager は、サーバ プロファイル
を使用して迅速で一貫性のあるサーバ
構成を実現し、クラスタ全体のファーム 
ウェア アップデートの操作を一元化する
など、継続的なシステム メンテナンス作
業を自動化します。さらに、クラスタ全体
の状態に関するアラームや通知などのオ
プションを備えた、高度なモニタリング
機能を提供します。

• Cisco UCS C240 M4 ラック サーバ
は、コンパクトな設計でコンピューティ
ング、I/O、ストレージ容量に関するさま
ざまな要求に対応します。このサーバは 
Intel® Xeon® プロセッサ E5-2600 v3 
シリーズをベースとし、12 Gbps SAS ス
ループットをサポートしており、旧世代
のサーバよりはるかに優れたパフォーマ
ンスと効率性を実現します。このサーバ
は、Intel Xeon プロセッサ E5-2600 v3 
シリーズ CPU をデュアル構成で使用し、
最大 768 GB のメイン メモリ（ビッグ
データ アプリケーションの場合は、通常 
128 または 256 GB）と、さまざまなディ
スク ドライブおよび SSD オプションを
サポートしています。パフォーマンス最適
化オプションでは 24 基の小型フォーム 
ファクタ（SFF）ディスクドライブがサポー
トされ、キャパシティ最適化オプションで
は 12 基の大型フォームファクタ（LFF） 
ディスクドライブがサポートされます。 
さらに 2 基の 1 ギガビット イーサネッ 
ト組み込み LAN-on-motherboard 
（LOM）ポートが用意されています。

• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード
（VIC）1227 は、Cisco UCS C シリーズ  

ラック サーバの M4 世代向けに設計
されています。VIC は、高帯域幅/低遅
延のクラスタ接続用に最適化されてお
り、Cisco UCS Manager によりオンデマ
ンドで構成される最大 256 台の仮想デ
バイスをサポートします。

• ビッグデータ向け Cisco UCS Director 
Express は、ビッグデータ向け Cisco 
UCS 統合インフラストラクチャへの 
Hadoop の導入を自動化するワンタッチ 
ソリューションを提供します。また、物理
インフラストラクチャと Hadoop ソフト 
ウェアの両方にわたる単一の管理ペイン
も提供します。このインフラストラクチャ
のすべての要素は、ユーザ入力をほとん
ど必要とせずに自動で処理されます。

Hadoop に対応したエンド
ツーエンド管理 
Cloudera Manager は、Apache Hadoop と
エンタープライズ データ ハブ向けとしては
業界初の最も高度な管理アプリケーション
です。Cloudera Manager は、データ ハブ
のあらゆる部分をきめ細かく参照および制
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御する機能を提供することにより、エン 
タープライズ向け導入の新たな標準となり
ます。これにより、運用担当者はパフォーマ
ンスを向上させ、サービス品質を高め、コ
ンプライアンスを強化し、管理コストを削
減できます。

Cloudera Manager は、あらゆる規模の
エンタープライズ データ ハブの管理を
シンプルかつ容易にします。Cloudera 
Manager を使用すれば、ビッグデータ ス
タック全体を簡単に導入して一元的に運
用できます。また、インストール プロセス
の自動化により導入時間を週単位から分
単位に短縮します。また、クラスタ全体で
稼動中のノードとサービスのリアルタイ
ム ビューを提供します。さらに Cloudera 
Manager には、クラスタ全体の構成変更
を実施するための単一の中央コンソール
や、パフォーマンスと使用率を最適化する
のに役立つレポート ツールと診断ツール
が用意されています。

Cloudera Enterprise 向けのコ
ンプライアンス対応データ ガバ
ナンス 

Cloudera Navigator は、Apache Hadoop 
ベースのシステム向けとしては唯一のネ
イティブ エンドツーエンド ガバナンス ソ
リューションです。単一のユーザ インター
フェイスを介して、管理者、データ マネー
ジャ、データ サイエンティスト、アナリスト
は、Hadoop で処理される大量かつ多様
なデータを可視化して保護、管理、調査で
きるようになります。Cloudera Navigator 
は、Cloudera Enterprise の包括的なデー
タ セキュリティおよびガバナンス ソリュー
ションの一部であり、コンプライアンスと規
制要件を満たす上で重要な役割を果たし
ます。主な特長は次のとおりです。

• 境界の防御：Cloudera Manager は、 
業界標準の Kerberos、オープン  
Lightweight Directory Access 
Protocol（LDAP）、Microsoft Active 

Directory（AD）、および Security 
Assertion Markup Language（SAML）
を使用してクラスタを保護します。

• 保存データと実行データの保護： 
Cloudera は、Cloudera Navigator に統
合されている暗号化および強力なキー
管理機能により、保存データと実行デー
タの両方を保護できます。

• Sentry によるアクセス制御：Hadoop プ
ラットフォームに統合されている Sentry 
により、規制要件を満たしながら機密 
データを安全に保管できます。

• Cloudera Navigator による可視化： 
Cloudera Navigator は、Hadoop 向け
の唯一のネイティブ エンドツーエンド 
ガバナンス ソリューションです。 
Cloudera Navigator は、データの出所と
使用方法を完全に可視化することで、信
頼性を確認し、規制要件に簡単に準拠
できるようにします。
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図 4 シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャによるアーキテクチャの拡張 
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シスコ アプリケーション  
セントリック インフラスト
ラクチャによるアーキテク
チャの拡張 
シスコ® アプリケーション セントリック イ
ンフラストラクチャ（Cisco ACI™）ファブ 
リックは、ルータおよびスイッチとして動
作するが、単一のエンティティとしてプロ 
ビジョニングおよびモニタされるディスク

リート コンポーネントで構成されていま
す。Cisco ACI は、単一のルータおよびス 
イッチのように動作して、高度なトラフィッ
ク最適化、セキュリティ、テレメトリ機能を
提供し、仮想ワークロードおよび物理ワー
クロードを集約します。

このファブリックは、Application Policy 
Infrastructure Controller（APIC）、スパイン 
スイッチ、リーフ スイッチという 3 つの主
要コンポーネントで構成されます。これら
の 3 つのコンポーネントは、ネットワーク 

ポリシーの適用と、パケットの配達の両方
を処理します。

システム アーキテクチャは、Cisco ACI  
に接続する 3 つのドメイン（3 組のファブ
リック インターコネクト）で構成されます。 
Cisco ACI は、スパインとして動作する 2 
台の Cisco Nexus 9508 スイッチ、リー
フ スイッチとして動作する 2 台の Cisco 
Nexus 9396（9396PX）スイッチ、および 
APCI アプライアンスとして動作する 3 台
の APIC デバイスで構成されます（図 4）。



表 1 Cloudera を実装したビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ 

パフォーマン 
ス最適化 

接続性： 
• Cisco UCS 6296UP 96 ポート ファ
ブリック インターコネクト X 2 

拡張性： 
• ドメインごとに最大 80 台のサーバ 
• ドメインごとに最大 160 台のサーバ
（Cisco Nexus 2232PP 10GE ファブ
リック エクステンダを搭載） 

Cisco UCS C240 M4 ラック サー
バ 16 台（サーバ構成内容は以下）： 
• Intel Xeon プロセッサ E5-2680 v3 

CPU X 2 
• 256 GB のメモリ 
• Cisco 12 Gbps SAS Modular RAID 
コントローラ：2 GB フラッシュベース 
ライト キャッシュ（FBWC）搭載 

• 1.2-TB 10,000 rpm SFF SAS ドライ
ブ X 24（合計 460 TB） 

• ブート用 120-GB 6 Gbps 2.5 インチ 
Enterprise Value SATA SSD X 2 

• Cisco UCS VIC 1227（10 ギガビット 
イーサネット SFP+ ポート 2 つを 
搭載） 

キャパシティ
最適化 

接続性： 
• Cisco UCS 6296UP 96 ポート ファ
ブリック インターコネクト X 2 

拡張性： 
• ドメインごとに最大 80 台のサーバ 
• ドメインごとに最大 160 台のサーバ
（Cisco Nexus 2232PP 10GE ファ
ブリック エクステンダを搭載） 

以下を搭載した Cisco UCS C240 
M4 ラック サーバ（LFF） X 16： 
• Intel Xeon プロセッサ E5-2620 v3 

CPU X 2 
• 128 GB のメモリ 
• Cisco 12 Gbps SAS モジュラ RAID 
コントローラ（2 GB FBWC 搭載） 

• 4 TB 7,200 rpm LFF SAS ドライブ 
X 12（合計 768 TB） 

• ブート用 120 GB 6 Gbps 2.5 イン
チ Enterprise Value SATA SSD X 2 

• Cisco UCS VIC 1227（10 ギガビッ
ト イーサネット SFP+ ポート 2 つを
搭載） 

Cisco ACI により数万台のサーバに拡張可能 
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Cisco UCS C240 M4 サーバは、ファブリッ
ク インターコネクトに直接接続されます。
ファブリック インターコネクトは、2 台の 
Cisco Nexus 9396 リーフ スイッチに接続
されます。このモードにより、ファブリック イ
ンターコネクトの Cisco UCS Manager 機
能を展開してサーバをプロビジョニングで
きます。最大 5 基のラックを 1 組のインター
コネクトに接続して、単一のドメインを構成
することができます。さらに、最大 3 つのド
メインを 1 組の Cisco Nexus 9396 リーフ 
スイッチに接続できます。完全実装された 
1 組の Cisco Nexus 9508 スイッチが 8 枚
のラインカードすべてを搭載し、UCS セント
ラルによって管理されている場合、このトポ
ロジは最大 5,760 台のサーバまで拡張でき
ます。Cisco ACI インフラストラクチャは最
大 12 台のスパイン スイッチをサポートし
ており、数万台のサーバに対応できます。

リファレンス アーキテクチャ 

ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラ
ストラクチャの現在のバージョンには、表 1 
に示す構成が用意されています。使用する
構成は、Hadoop のコンピューティングおよ
びストレージ要件によって異なります。

詳細情報 

Cisco UCS ビッグデータ ソリューションの
詳細については、http://www.cisco.com/
go/bigdata_design [英語] を参照してくだ
さい。

ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフ
ラストラクチャの詳細については、http://
blogs.cisco.com/datacenter/cpav3/  
[英語] を参照してください。

Cisco ACI を使用したソリューションにおける Cisco Validated Design の詳細については、 
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/uni�ed_computing/ucs/UCS_CVDs/Cisco_
UCS_Integrated_Infrastructure_for_Big_Data_with_ACI_and_Cloudera.pdf [英語] を参照
してください。

Cisco SmartPlay プログラムの詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/
smartplay/ を参照してください。
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