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Agenda

1. コンポーザブル・インフラ とは？

2. DriveScale ソリューション とは ?

3. 従来どのような課題背景があり、それを解決するのか？

4. <DriveScale Solutions> の価値とは？

5. まとめ
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自己紹介 <ビッグデータの人＞と呼ばれている… 立場

・（ちょこちょこ）評議会、コミュニティー等々メンバーとして、顔出しています
・日本の＜データ分析＞を、欧米に遅れず、なんとかしたいと思っている… 。

https://japan.zdnet.com/extra/dellemc_201906/35138112/

https://japan.zdnet.com/extra/dellemc_201906/35138112/
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Dell EMC Ready Solutions

お客様の最優先課題を解決する<ソリューション>を提供

ビジネスアプリデータ分析AI VDI ソフトウエア
デファインド

インフラストラクチャ

Ready Solutions Ready Architectures

Ready Solutions には
ユースケースに最適化された事前検証
済み構成の以下が含まれます。
・サーバー
・ストレージ
・ネットワーキング
・ソフトウェア
・サービス

Ready Architecturesは、
特定のユースケースに対して、
Dell EMCインフラストラクチャを
活用するための文書化された
ガイダンス

© Copyright 2019 Dell Inc.



コンポーザブル・インフラとは？

出典：Hype Cycle for Infrastructure Strategies, 2018 - Gartner

コンポーザブル・インフラの定義
• 分離されたコンピューティング、ストレージ、ネットワークの

リソースをそれぞれプール化

• プールから物理インフラストラクチャを展開

• APIおよび再利用可能なテンプレートを介して、迅速に
リソースの再構成（組み立ておよび分解）が可能

• 再構成の際、リソースの検出、インベントリ、および設定
のために単一のインタフェースを使用

コンポーザブル・インフラを利用する目的
• より高いリソース使用率とより迅速なアプリケーション展開

を実現するため

• より予測的なキャパシティプランニングをする目的で、
リソースの制御と監視を一元化するため



DriveScale Solutionsとは？

① 労力削減：ユーザーはわずかな時間でアプリケーション毎に最適なシステム・リソースを準備することが可能
② 柔軟性：ワークロードに応じたストレージ・リソース(HDD, SSD, NVMe SSD)を柔軟に構成することが可能（オーバープロビジョニングの回避）

③ TCO削減：従来のオンプレミス基盤に比べ圧倒的に効率的なリソース活用が可能大幅なTCO削減（最大で75%削減）を実現
⓸ 先進性：パブリッククラウドのような柔軟性と俊敏性を兼ね備えたオンプレ基盤を構成
⓹ 先進性：NVMe over TCP, NVMe over RDMA（Remote Direct Drive Access）サポート。ハイパフォーマンスを要求するアプリケーション

にも対応が可能

NVMeプロトコルをサポートするSSDもサポートし
SATAやSASといったSSDよりも低遅延な接続を実現

システム利用効率を追求し、
コスト削減に貢献



https://japan.zdnet.com/extra/dell_201910/35143995/

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/news/2019/133702/

https://www.marubeni-sys.com/news/2019/20191016/

国内4社 共同で日本<初>展開

・丸紅情報システムズ
・マクニカ アルティマカンパニー
・Dell Technologies
・DriveScale

https://japan.zdnet.com/extra/dell_201910/35143995/
https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/news/2019/133702/
https://www.marubeni-sys.com/news/2019/20191016/
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各社のポジショニング
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コンポーザブル・インフラ 活用 によりメリットを得られる
データ集約型アプリケーション の例

DataStax

・Tableau
・Pentaho
・Qlik
・StreamSets
・DataBricks, etc

MPPデータベース

SDS/アーカイブ

コンテナ

NoSQL/NewSQL

ビッグデータ



データ分析に関わる組織の課題
❑ 分析データの陳腐化 → 利用者は、ニア リアルタイムでの分析を要望

❑ 構築の度に多大な開発コストと時間 → データ分析ごとにデータマートを構築する必要。定型分析から、横断型の探索型分析

❑ 情報資源の無駄が発生 → データ管理が煩雑化。また、データの転送・複写の繰り返しによりデータロスが発生

Q: 分析に向けて、どのように、いかに早く、データを準備・収集・統合・蓄積・処理・分析を実施するか？

IT部門の管轄
分析ユーザ
部門管轄

ギャップ
発生

データパイプラインにおけるリアル課題の例
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社内ユーザ

SNS WEB広告

その他

CTI

ETL/EAI

一般ユーザー

一般分析者

高度分析者
（データサイエンティスト）

プライ
ベート
DMP

データ
マート

アドテク分析者

データマネジメント・ガバナンス

定型/高速
（DWH）

セルフサービス分析環境

ETL

ETL/EAI

ワーク
スペース

ワーク
スペース

非定型/大容量

メタデータ管理・データカタログ
データセキュリティ

販売情報

ホスト

データ管理者
（データスチュワード）

保険契約
販売実績など

画面操作ログ

受電内容
明細

音声テキスト化
データ

運動情報
検診情報

パートナー情報

回遊情報
Webログ

コメント
アクセスログ

異業種データ
パブリックDMP
オープンデータ
（統計情報等）

など

分
析
サ
ー
ビ
ス

カ
タ
ロ
グ

レポーティング・BI

セルフサービスBI

高度分析ツール

蓄積・分析収集・処理データソース 活用

社内データ

外部データ

CSV
ファイル

テキスト
ファイル

CSVファイル

ログ収集

API
JSONなど

CSV
JSONなど

Dell EMC データ活用アーキテクチャー例（大手企業 様）

Talend
Synsort

Watson
DataRobot
H2O.ai
Informatica

SAS
R
Python

Marketo
Tableau
Qlick



RDB時代とビッグデータの始まり

• リレーショナルデータベース（RDB）

• シングルデータベースが主流だった時代

• 1台の物理サーバーで完結し、⾮常にシンプルで扱いやすい

• 2000年前後からデータは増加が著しくなる

• 今で⾔うビッグデータやIoTのさきがけ

• RDB1台では性能面・容量面において拡張限界がある
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拡張性：スケールアップとスケールアウト

1台を増強して拡張する
スケールアップ

複数台を並べて拡張する
スケールアウト 2台あれば2倍のデータを扱える...？

17



ビッグデータ時代とRDB

• スケールアウトを⽬指す世界へ

• スケールアウトをするには、ネットワークを通じて互いに通信をする必要が
あるが、当時(2000年前後)スケーラビリティを持ったRDBはほぼなかった
かった

• トランザクションをどうするか？

• シャーディングを併用して頑張る

• シングルデータベースをたくさん並べている・・・

18



RDB時代からHadoop/NoSQL時代
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• ビッグデータ時代において、全てをRDBでまかなうのか？

• いくつかの部分はRDBじゃなくてもよいのでは？

• 例1) RDBでなくても構わない部分

• トランザクションが不要

• 例2) RDBでは処理が追いつかない部分

• 秒間に数百万、数千万のオーダーで更新

• 例3) RDBに向いてない部分

• 超大量のデータ処理

• RDBが不得意な部分を、得意とするものを作ろう

• HadoopやNoSQLの登場
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Hadoopとは ?

CPU

メモリ

ディスク

CPU

メモリ

ディスク

CPU

メモリ

ディスク

CPU

メモリ

ディスク

CPU

メモリ

ディスク

CPUを
使いきれない

CPUを
使いきれる

CPUを
使いきれる

CPUを
使いきれる

CPUを
使いきれる

ディスクI/Oがボトルネックとなり、
単一ノードでは処理の多重度に
限界がある

並列処理することで、I/Oが分散され、
HW本来の性能を使い切ることができる

従来型RDB
使
用
率

使
用
率

並列分散処理型DB
使
用
率

使
用
率

使
用
率

- ディスクI/Oを分散して処理を高速化
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Resilient Distributed Datasets (RDD) 

特徴

– メモリの特性を活用する新しい概念:RDD

– RDDはデータをストアする為の分散されたフォルトトレラ
ントなメモリキャッシングレイヤ

– Hadoopの置き換えではなくHadoopと共存

– 障害により自動的に再構築される

Hadoopクラスタサーバー群

サーバ間で共有メモリープール

メモリキャッシングレイヤ

RDD RDD RDD RDD RDD

RDD RDD RDD RDD RDD

利用シーン

– ログ分析、レコメンド、機械学習、データマイニング、検索処理

Sparkとは ?
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Hadoop/Spark Cluster基盤(基本的な)利用構成例

Hadoop
/Spark

Cluster基盤

検索
エンジン

RDB

DWH

ユーザ
アプリ

BI
BA

可視化
ソフトウェ

ア

データ
ソース

RDB

❑ 複数のシステムと組み合わせて利用
❑ DWH処理(SQL処理等）をHadoop/Spark基盤上で実施するケースも増加

e.g.)
・生データ格納
・データクレンジング処理
・データ突き合せ
・事前のデータ処理

e.g.)
・事前計算済みデータの格納
・オフロードした処理結果の書き戻し
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Hadoop/Spark Cluster基盤(基本的な)利用構成例

Hadoop
/Spark

Cluster基盤

検索
エンジン

RDB

DWH

ユーザ
アプリ

BI
BA

可視化
ソフトウェ

ア

データ
ソース

RDB

❑ 複数のシステムと組み合わせて利用
❑ DWH処理(SQL処理等）をHadoop/Spark基盤上で実施するケースも増加

e.g.)
・生データ格納
・データクレンジング処理
・データ突き合せ
・事前のデータ処理

e.g.)
・事前計算済みデータの格納
・オフロードした処理結果の書き戻し

Dell EMC
Ready Architecture 
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データベース分類 例

レスポンス重視

（オペレーション用途）

スケールアウト

スケールアップ

スループット重視

（分析用途）

NoSQL

RDB

(OLTP)

RDB/MPP

(DWH)

(一般的)Hadoop

Queryサービス
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データベース分類 例

レスポンス重視

（オペレーション用途）

スケールアウト

スケールアップ

スループット重視

（分析用途）

*カテゴリ青枠内のロゴ配置場所は、重視ポイントにおける位置づけを図示していません

NoSQL Query
サービス

Hadoop

RDB, MPP (DWH, OLAP)RDB(OLTP)
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コンポーザブル・インフラ 活用 によりメリットを得られる
データ集約型アプリケーション の例

DataStax

・Tableau
・Pentaho
・Qlik
・StreamSets
・DataBricks, etc

MPPデータベース

SDS/アーカイブ

コンテナ

NoSQL/NewSQL

ビッグデータ



“データ集約型” アプリケーションのインフラとその課題

ワークロードごとに必要な台数のサーバを展開

“データ集約型”ワークロードにおけるインフラの課題：

1) CPUとストレージを別々に拡張できない
2) リソース使用率が低い、オーバープロビジョニング
3) サーバプロビジョニングに時間と工数がかかる
4) アプリケーション間でのリソースの平準化ができない
5) ワークロードの変化に迅速に対処できない
6) サーバアップグレードの費用が高額、かつ作業に停止を伴う

“データ集約型”のワークロード
（DriveScaleがない場合）

アプリケーションはローカルストレージを持ったサーバクラスタ上で動作

VMs NAS SAN

Hadoop Cassandra Spark Kubernetes

ストレージ(SSD/HDD)がサーバに内蔵

CPUリソースとストレージリソースが
サーバ筐体内で統合された状態

＝

インフラのコスト増大



解決策: <コンピューティング> と <ストレージ> の分離

(1) データセンターのスペース削減
- CPUおよびDriveの集約率向上

(2) リソース使用率の向上
- コストと無駄なリソースの削減
- コンピューティングが多様なデータセットにおいて

稼働できる

(3) 容量のプランニングが容易に
- より多くのコンピューティングリソースが必要
- より多くのストレージリソースが必要

(4) オペレーションのシンプル化
- サーバのSKUs/recipesの削減

(5) パフォーマンスとアップタイムの向上
- データをオフラインにすることなく、CPU、

ソフトウェア等をアップグレード
- CPUダウンタイム ≠ Driveダウンタイム

コンポーザブル
インフラ

(Disaggregated)

サーバクラスタ
(Converged)

CPUリソース

ストレージ
リソース

サーバを構成するリソースを分離し、プール化

コンポーザブル・インフラの利点



パブリッククラウド より優れたクラウドを構築

Virtualized Public 
Cloud Service

Dedicated 
Instance Cloud 

Service

コスト効率/短期間の契約 √

リソースの弾力性 √

迅速なインスタンス展開 √

独立したComputeとStorageのスケール √

ビッグデータ
AI

専有/ベアメタル √

予測可能なパフォーマンス √

シェアードナッシング √

データローカリティ √

GAP
???

Expensive, Long 
Term contracts, 
Slow to setup, 

Non-elastic

Violates Big Data 
Architectural 
principals… 

Poor Performance

Software Composable 
Infrastructure

√

√

√

√

√

√

√

√

- コンポーザブル・インフラは “virtualized”と“dedicated”の両者のメリットを兼ね備えたソリューション



DriveScale コンポーザブル プラットフォームのアーキテクチャ

Composer
• 仮想マシン上へインストール
（Composerで管理するサーバノードではない）

• ハードウェアインベントリ情報の管理
• クラスタの設定
• ステータス監視
• 接続のパフォーマンス/健全性の監視
• ドライブの管理（暗号化、RAID、パーティショニング）

DSC
サイト全体の管理
• 顧客ごとに1つ提供
• ソフトウェアアップデート、ログファイルやドキュメントの閲覧など

Server Agent
• Linuxサーバ上で動作する軽量のエージェント
• サーバノードのインベントリ情報をComposerへ通知
• ドライブマウント、暗号化、ファイルシステムの実行
• ドライブへの接続パスのパフォーマンス/健全性監視

Adapter Software
• SAS-Ethernetブリッジデバイスのソフトウェアスタック
• 低遅延アーキテクチャ
• ディスクのインベントリ情報をComposerへ通知
• ディスク監視

DMS（Composer）

Server Agents

Compute 
pool

AP
I

GU
I

DSC

HDD, SSD 
pool

Network 
switches

Adapter
s

3rd Party 
Orchestratio

n

クラスタの作成、インフラのオーケストレーション（協調動作）と監視



DriveScale ソリューション構成概要

イーサネットスイッチ

機能：コンピュートプールとストレージプールの接続
クラスタの外部ネットワーク接続

ラック／ブレードサーバ（x86サーバ＋Linux）

機能：コンピュートリソースの提供
DriveScale Server Agentを導入し、
DriveScale Composerとの連携を行う

DriveScale Adapter＋JBOD
（ストレージサーバ、NVMe Flashサーバでも構成可）

機能：HDD等のストレージリソースの提供

DriveScale Cloud Central

サイト全体の管理ツール
・ソフトウェアの入手
・ドキュメントの入手
・ログの確認
・お客様毎に1つ提供

DriveScale Composer

DriveScaleの構成管理システム
・全体の中核となるコンポーネント
・インベントリ管理
・ノードおよびクラスタ設定
・3ノード構成
・Linuxマシン上にインストール
（物理/仮想いずれも可）

DriveScale Cloud Central

（SaaS）
VM（Linux）

DriveScale
Composer

×3ノード

リソース
管理

DriveScale リソースプール（コンピュート／ストレージ）
DriveScale は任意のサーバ、ストレージ、ネットワークスイッチをサポート

DriveScale Adapter HW
（Ethernet - SAS ブリッジ）

機能：内部のソフトウェアにてDriveScale
Composerとの連携を行う
JBODごとに1台必要



DriveScale Composer Management Server GUI - Discovery

http://

http://

DriveScaleで管理しているハードウェアリソースの表示

サーバノードの一覧表示 ドライブの一覧表示



DriveScale Composer Management Server GUI – Node Templates and Clusters

http://http://

http://

GUI上で簡単にプールのリソースを組み合わせてクラスタを作成可能

ノードテンプレート作成
クラスタを構成する各ノードで必要なリソース量を設定
CPUコア数、メモリ量、ドライブ本数や各種パラメータなど
細かな設定が可能

クラスタ作成
テンプレートに基づき、必要なサーバを展開
数分でサーバの展開が完了



ユースケース#1 – コスト削減と最適化

コモディティインフラの標準化
• すべてのAppsが同じIT基盤を利用

設置スペースの削減
• 高密度なCPUとドライブのハードウェアの利用

8～50%のコスト削減

ストレージコストの削減
• 必要な分だけ購入

• 高密度アレイの利用によりLFFドライブの採用も可能
• 最大75%のコスト削減

Compute/Storageライフサイクルの分割
• CPUのみリプレース; ドライブは再利用

最大50%のコスト削減

DAS 2ラック追加の
場合のTCO例

SCI

$660,500 初期コスト $455,855

$1,128,540 CPUアップグレード時 $586,413
48% 

Savings

DriveScaleの
ラック構成

サーバ

ストレージサーバ
または
JBODs+DSA

従来のラック構成

~20サーバ
Edge

Master
Worker(S,M,L)

様々なCPU,
Drive,OSが混在

他用途への転用は困難



ユースケース#2 – データオフラインなしでサーバアップグレード

DAS利用の場合、サーバアップグレードでダウンタイムが発
生、SLAに影響

DriveScaleを利用すると、サーバアップグレード時のダウン
タイムを排除できる

Step1:ドライブをアップグレードしようとしているノードか
ら別ノードに移動

Step2: ノードのアップグレード（ハードウェアまたはソフト
ウェア）

Step3: ドライブを元の状態に戻す

8 TB

~100TB

X
8 TB

~100TB

8 TB

~100TB

8 TB

~100TB



ユースケース#3 – ドライブ障害時の緊急対応を排除

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▪ 数千台のHDDを5年運用する想定
→HDDの障害が頻繁に発生

SCIDAS

▪ DASの場合
– ノードがdegradeし、性能劣化などが発生
– できるだけ早くHDD交換対応が必要

▪ DriveScaleの場合
– HDD障害の発生前に把握 (SMART)
– APIの利用

• 障害前HDDから良品HDDへデータを事前コピー
• 障害前HDDを切り離し、良品HDDを接続

– タイミングを見て、故障したすべてのHDDをまとめて交換
– 急いでHDD交換をする必要性が無くなる



ユースケース#4 –IBM Netezza 及び その他DBサーバのリプレース

DBソフトウェアの選択

DB  ソフトウェア

DB ハードウェア

例:
Greenplum DCA

Teradata
Oracle Exadata

Netezza

ハードウェアとソフトウェアを分離する業界の動向
…  

専用ハードウェア/アプライアンスをコモディティハードウェ
アにリプレース

Dell EMC PowerEdge サーバ

サーバモデル
サーバ台数
ラックマウント型またはブレード
CPU種別、コア数
RAMの容量
ドライブ数
ドライブ種別（HDD / FLASH）
ソフトウェア互換性

コモディティハードウェアの選択

ハードウェアの選定に失敗した場合、
追加コストが発生

DriveScaleのComposable Infrastructureであれば、ハードウェア選定の誤りは発生しない。
クラスタを正しいサーバで構成し、必要に応じて変更可能



ユースケース#5 - OpenShiftコンテナに永続ストレージを提供

DASのパフォーマンス、拡張性、および経済性
を持った永続ストレージを実現

▪ Orchestrator（Kubernetes / OpenShiftなど）が、
コンテナをあるサーバから別のサーバに移動する際の動作

SCIDAS

▪ DASの場合
– ドライブ内のデータが失われる
– そのため、現時点では、コンテナ環境の永続ストレージには共有スト

レージ（例：NAS）を使用することが必須。しかし共有ストレージは
高価、遅い、スケールしないなどの問題がある
DATA INTENSIVE APPsにとっては好ましくない状況

▪ SCIの場合
– コンテナの移動に合わせてドライブを移動できる
– Flex VolumeまたはCSI（Container Storage 

Interface）と呼ばれる標準のKubernetesインターフェイスを
介して有効化

Contai
ner  
#1

コンテナ
#1X XContai

ner  
#1

コンテナ
#1



まとめ

# 利点 詳細

1 コスト削減
インフラと運用にかかる費
用を削減

• より高いリソース利用率の実現
• オーバープロビジョニングの回避
• コンピューティングとストレージのライフサイクルの分離
• データセンターの設置スペース削減

2 迅速な対応
パブリッククラウドと同等の
俊敏性を持ったデータセン
ターの運用

• ワークロードの変化にすばやく対応

• 数週間ではなく数分でサーバ構成（ノードの追加）
• クラスタやアプリケーションをまたいでリソースを共有
• ソフトウェア経由、オンデマンドでサーバ/クラスタを再構成
• ディスク、サーバ障害からすばやく復旧

3 高い信頼性
すばやく、簡単に環境に
統合可能

• アプリケーションスタックへの変更は不要
• サーバおよびストレージは自由に選択して利用可能
• DAS接続の物理サーバと同等のパフォーマンス
• （オーバーヘッド1%以下）
• 高可用性のための冗長アーキテクチャ
• “at rest”および”in flight”でのデータ暗号化
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丸紅情報システムズ 様の
展示ブースに
是非お立ち寄りください




