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Cisco UCS 統合インフラストラクチャ上
の Cisco Data Preparation

概要
統合インフラストラクチャ
• 企業のビッグデータ環境を支える、業界
トップクラスのプラットフォームを構築
できます。
セルフサービス型のビッグデータ準備
• ガバナンス、
コラボレーション、および大
規模環境に配慮して構築されたプラット
フォーム上で、運用分析、予測モデリン
グ、パッケージ化された分析ツールなど
を使用して、データ統合およびデータ品
質の最適化を自動実行できます。
• セルフサービス型のアプリケーションを
導入することで、技術者ではないビジネ
ス アナリストでも、分析に役立つデータ
を容易に収集、調査、
クリーニング、結合、
および強化できるようになります。
データの即時検証
• データ準備要求は迅速に処理され、ユー
ザは処理状況をリアルタイムで検証で
きます。
データ品質の向上
• フルテキスト検索、インタラクティブなテ
キスト/数値フィルタ、ヒストグラム、デー
タ品質ヒート マップなどを使用すること
で、データのパターン、エラー、重複、およ
び脱落を特定できます。
自動化されたデータ シェイピング プラッ
トフォーム
• ピボットと分割を使用して、
データの取り
込み、
クリーニング、結合を行うことで、分
析用データ セットを迅速に作成できます。
ビックデータ ワークロードに対応した
拡張性
• 複雑なスイッチング インフラストラク
チャ層を追加することなく、単一ラック
および複数ラック展開を拡張できます。

適切なビッグデータ ソリューションを活用すれ
ば、分析のためのデータ準備に多くの時間を費
やすことなく、必要とする回答を迅速に入手で
きます。
組織が多くのセルフサービス型ビジネス インテリジェンスや分析アプリケーションを使用
するようになり、分析用のデータの準備に多くの時間が費やされる傾向にあります。データ
を準備するには、
さまざまなソースからのデータ セットの集約、重複データや空白フィール
ドの特定、
スペルチェック、
カラムの分割や再編、
コンテキスト用のデータ追加、
といった作
業がともないます。通常データの準備作業には多くの時間を要しますが、強力なビジネス
インテリジェンス ツールを使用すれば、質問をして判断を下すというプロセスなしに、
ごく
短時間でこの作業を完了できます。Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）
上で実行される Cisco® Data Preparation は、データ量が増え続ける中で、
アナリストの生
産性を向上し、データ カオスのリスクを軽減し、データで得られた知見からより大きな価
値を引き出すことを可能にします。

Cisco Data Preparation
Cisco Data Preparation は、技術者ではないビジネス アナリストが、分析に役立つ raw デ
ータを簡単に収集、
クリーニング、結合、強化することを可能にするエンドユーザ向けアプリ
ケーションです（図 1）
。
このソリューションは、
アナリストに次のような機能を提供します。
• 追加：Hadoop 分散ファイル システム（HDFS）
ファイル、
リレーショナル データベース、
スプレッドシート、
フラット ファイルなどのデータを、存在している場所に関係なく取り
込めます。
• 調査：インタラクティブな検索により、データ品質に関する問題を特定できます。
この作
業には、
フルテキスト検索、インタラクティブなテキスト/数値フィルタとヒストグラム、
さ
らにはパターン、エラー、重複、およびスパース データや欠損データなどを強調表示す
るビジュアルなデータ品質ヒート マップなどが使用されます。
• クリーニング：コードやスクリプトを作成することなく、データセットの一部または全体
にわたり、高度なアルゴリズムを適用できます。
このソリューションにより、データの不
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整合、ギャップ、重複などが強調表示され
るため、
アナリストはブランクを埋めた
り、重複データを削除または名前変更し
たり、一貫性のない大文字使用を修正す
るなど、データ品質を向上するための各
種タスクを実行できます。
• シェイピング：データのピボット化/ピ
ボット化の解除、
カラムの分割、集約など
の作業をワンクリックで実行して、分析処
理により適したデータ セットを迅速に作
成できます。

わたって共通属性を自動的に検出し、ベ
ストマッチ オプションを提示することが
可能です。そのためアナリストは、分析に
最適な組み合わせを簡単に選択できま
す。次にこれらのデータ セットから、単一
の回答セットが作成されます。重複する
リファレンスは、
スクリプト、SQL、
または
ピボット テーブルやマクロのような複雑
なスプレッドシート機能を使用する必要
なしに、重複除去された信頼性の高いエ
ンティティにマージされます。

• 強化：オリジナルのデータ セット内に、
分析に必要なコンテキストが含まれてい
ない場合に、必要なデータを追加できま
す。たとえば、標準的な 5 桁の米国郵便
番号に 4 桁の拡張コードを追加するな
どです。

• 公開：回答セットは、公開されると、
QlikView、Tableau、Microsoft Excel、お
よびその他の ODBC 準拠の分析ツール
やアプリケーションから、オープン デー
タベース コネクティビティ
（ODBC）
ライ
ブ クエリを介して、直接使用できるよう
になります。

• 結合：複数のデータセットを迅速に取り
込んで、データのマージに最適なフィー
ルドを特定できます。Cisco Data
Preparation は、複数のデータ セットに

拡張性に配慮した設計
このソリューションは、インタラクティブな
セルフサービス型のデータ準備を大規模に
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実行できるように設計された 4 層アーキテ
クチャを使用します（図 2）。Apache Spark
をベースとする Cisco Data Preparation と
Cisco UCS の組み合わせによりセルフサ
ービス型ソリューションが可能になり、デー
タ量の増加に応じて簡単に拡張可能なイン
フラストラクチャ上で、
自動化されたデータ
統合機能が提供されます。
• ユーザインターフェイス層：アプリケーシ
ョンのフロントエンドとして、HTML5 お
よび Web ソケット テクノロジーを使用
して設計された、ビジュアルでダイナミッ
クなマルチユーザ インターフェイスが
用意されており、一般的なコンシューマ
アプリケーションと同等のインタラクティ
ブで直感的な操作性を実現します。
• Web サービス：Lightweight Java 層に
より、ユーザ インターフェイスから渡さ
れたアクションが適切に変換されて、基
盤となるプラットフォームに渡されます。
この層により、テナント、ユーザ、
プロジェ
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図 1： Cisco Data Preparation は、分析の向上に必要なデータの収集、処理、および強化を支援
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クト、およびセルレベルの修正用ルー
ルに関する重要な処理が実行されて、
ガバナンス機能のための包括的なバッ
クボーンが提供されます。
• 並列インメモリ パイプライン型エンジ
ン：このエンジンは、独自の機械学習、
潜在的セマンティック インデックス作
成、統計的パターン認識、およびテキス
ト分析技法を使用します。データの処理
には、ベクトル クエリ プロセッサによっ
てパフォーマンスを加速し、大規模かつ
多様な構造化データと非構造化データ
をリアルタイムで処理できる、モデルフ
リー環境が使用されます。
• ファイル管理とストレージ：すべてのデ
ータ セットは、HDFS 上で動作するライ
ブラリに保存され、
このライブラリを介
して処理されます。

さまざまな使用例に最適
Cisco Data Preparation は操作が容易で、
高速なインメモリ処理アーキテクチャを採
用しているため、
さまざまなタイプのビジ
ネス課題に対応可能です。
このソリュー
ションは、特定の業種や職務だけを対象と
するものではなく、あらゆる組織に次のよ
うなメリットをもたらします。
• データから得られる知見を収益に変換
• 顧客レコードをマージおよび調整
• オンラインの Web 小売情報にアクセス
（ユーザ トランザクションや製品移動
時間など）
• サプライチェーン内の停滞ポイントを
特定
• 在庫を管理
• セールス組織のために製品価値バンド
ルを確立

• データ品質を評価
• コンプライアンスを評価
• アプリケーション間でデータを移行

ビッグデータ向け Cisco UCS
統合インフラストラクチャ上に
構築
Cisco Data Preparation は、ビッグデー
タ向け Cisco UCS 統合インフラストラク
チャを基盤としており、
スケールアウト ア
プリケーションのニーズに適合するよう
に設計されたスケーラブルなアーキテク
チャです。包括的かつ発注が容易なパッ
ケージとして提供されるこのインフラスト
ラクチャは、
コンピューティング、
ストレー
ジ、接続、および統合管理機能などを備え
ています。
Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック
インターコネクト
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。通
常、ビッグデータ アプリケーションに対応
しているクラスタには大量のノードが存
在します。冗長ペアで展開される Cisco
UCS ファブリック インターコネクトは、高
帯域幅で低遅延の接続、
アクティブ-アクテ
ィブの冗長性、高パフォーマンス、および
卓越した拡張性で、
これらのノードを支え
ることが可能です。
このシステムは、接続されたすべてのイン
フラストラクチャ コンポーネントの管理
を統合および一元化します。Cisco UCS
Manager は、サービス プロファイルによ
る迅速で一貫性のあるサーバ構成をサポ
ートしており、
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
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して、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 C シリーズ ラック サーバ
Cisco UCS C240 および C220 M4 ラッ
ク サーバは、
コンパクトな設計でありなが
ら、
コンピューティング、I/O、およびストレ
ージ容量に関する広範なニーズに対応可
能です。
これらのラック サーバには Intel®
Xeon® プロセッサ E5-2600 v3 ファミリ
が搭載され、12 Gbps シリアル接続 SCSI
（SAS）のスループットにより、旧世代のサ
ーバよりはるかに優れたパフォーマンスと
効率性が提供されます。

ビジュアルでダイナミックな Web
ベースのマルチユーザ インター
フェイス

データ準備
アプリケーション Web サービス

並列インメモリ パイプライン型
データ準備エンジン
セマンティック インテリジェ
ンスと機械学習
最適化された分散処理
エンジン

Hadoop 分散ファイル システム
上でのデータ管理

図 2： Cisco Data Preparation のアーキテクチャ
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まとめ

表 1： Cisco Data Preparation のリファレンス アーキテクチャ

コンポーネント

説明

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
• スイッチング インフラストラクチャの追加なしに、最大 80 サーバまで
拡張可能

Spark パイプ
ライン サーバ

• 以下を搭載した Cisco UCS C240 M4 ラック サーバ X 8：
• Intel Xeon プロセッサ E5-2680 v3 ファミリ CPU X 2
• 512 GB のメモリ
• 120 GB 内蔵 SSD ブート ドライブ X 2
• 1.6 TB SSD ドライブ（データ ストレージ用）X 12

アプリケーショ
ン サーバ

• 以下を搭載した小型フォーム ファクタ
（SFF）Cisco UCS C220 M4 ラッ
ク サーバ X 4：
• Intel Xeon プロセッサ E5-2680 v3 ファミリ CPU X 2
• 256 GB のメモリ
• 1.2 TB SAS SFF ハードディスク ドライブ（HDD）X 2

メタデータ管
理サーバ

データ ライブ
ラリ サーバ

• 以下を搭載した Cisco UCS C220 M4 ラック サーバ X 3：
• Intel Xeon プロセッサ E5-2680 v3 ファミリ CPU X 2
• 256 GB のメモリ
• 1.2 TB SAS SFF HDD X 2
• 1.6 TB SSD X 2
• ビッグデータ向け Cisco UCS 統合インフラストラクチャ
• Cloudera 5.4 以降

このサーバは 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
クおよびソリッドステートディスク
（SSD）オ
プションをサポートしています。Cisco UCS
C220 M4 サーバは、業界トップクラスのコ
ンピューティング密度を提供し、

Cisco UCS C240 M4 サーバは、バランス
の取れたコンピューティング リソースとス
トレージ リソースを提供します。
表 1 は、データ準備用リファレンス アーキ
テクチャの推奨コンポーネントを示したも
のです。

緊急性の高いニーズに対してタイムリー
に回答を得るために、データ準備の迅速
化が必要とされている場合には、Cisco
Data Preparation の利用をご検討くださ
い。
この革新的なソリューションは、データ
準備の柔軟性と応答性を向上して、価値
実現を迅速化し、データ アナリストの生産
性を高めることが可能です。インテリジェ
ントなセルフサービス型のデータ準備機
能は、関連データを特定して、分析に必要
な準備作業を行ううえで、大きな効果を発
揮します。

詳細情報
Cisco Data Preparation の詳細につい
ては、http://www.cisco.com/web/JP/
services/enterprise-it-services/datavirtualization/index.html を参照してくだ
さい。
Cisco Smart Play 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。
ビッグデータ向け Cisco UCS ソリューシ
ョンの詳細については、http://www.cisco.
com/jp/go/bigdata/ を参照してください。
ビッグデータ向けシスコ共通プラットフォ
ーム アーキテクチャ
（CPA）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。
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