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要　旨
大量のビッグデータを高速に処理するためには、処理対象のデータをできるだけCPUに近い場所に置くことが
重要です。「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズは最大2TBの大容量メモリを利用可能な、ビッグ
データ処理基盤として最適なサーバです。多数のI/Oスロットを備えているため、近年注目されている高速な
PCI Express接続型SSDを利用した、高コストパフォーマンスなシステム構築にも適しています。本稿では、そ
の優れた特長とそれらを生かした活用例について紹介します。

キーワード

●サーバ  ●メモリ  ●SSD  ●PCI Express  ●インメモリ  ●データベース  

1. はじめに
 

増え続ける大量のデータを効率よく高速に分析するために、
注目されているテクノロジーがいくつかあります。なかでも、
並列分散処理とインメモリ処理の2つは、最近脚光を浴びてい
るテクノロジーです。並列分散処理の代表的なものにはオー
プンソースのミドルウェア「Hadoop」があり、大量のデータ
を細かく分割して分散並列処理を行い、その結果を集約する
ことで高速なビッグデータ処理を実現できます。一方、イン
メモリ処理は、処理対象のデータの一部または全部をレイテ
ンシの短いメインメモリ上に置くことで、超高速でのデータ
更新や分析処理を可能にします。メインメモリにすべての
データを置くことができないほど大量のデータを処理する場
合は、PCI Express接続型SSD（Solid State Drive）といった新
しい高性能記憶デバイスを活用することで高効率なシステム
を構築することが可能です。

2. 「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズの
概要

 

「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズの最上位
モデルであるExpress5800/A1080a（ 写写真1 ）は、1CPU当たり
最大10コアを有するインテル Xeon プロセッサー E7-8800/
4800製品ファミリーを最大8CPU搭載し、計160スレッドの同
時並列処理可能な高性能サーバです。最大2TBの大容量メモ
リと、最大14個のPCI Expressスロットを備えており、大量の

写真1   Express5800/A1080a、Express5800/A1040a外観

図1   モデルの変更/拡張イメージ
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写真2   Express5800/A1020a外観

データを高効率で処理する必要があるビッグデータ処理基盤
として最適なサーバです。
また、Express5800/A1080aは、最大4CPUのノードを1つ備
えるA1080a-S、最大4CPUのノードを2つ備えるA1080a-D、
8CPUのノードを1つ備えるA1080a-Eの3つのバリエーション
があり、 図図1 のように導入後に容易に変更/拡張が可能です。
例えば、必要な処理能力が少ない場合は、まずA1080a-Sを導
入して初期費用を抑え、導入後に必要な処理能力が増えた際
にA1080a-Eへ拡張することができます。
更に、長期保守サービスを契約することで最長10年間にわ
たってサーバを安心して利用できる「長期保守対応モデル」
も用意しています。サーバの寿命を延ばせることで、サーバ
の置き換えに伴う多大なシステム更新コストを削減すること
ができます。
「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズには、こ
の他にも、最大4CPUを搭載し計80スレッドの同時並列処理が
可能な最大1TBの大容量メモリを備えるExpress5800/
A1040a（写真1）や、1CPU当たり最大8コアを有するインテル
Xeon プロセッサー E5-2600製品ファミリーを最大2CPU搭載し
て計32スレッドの同時並列処理が可能な最大384GBのメモリ
を備えるExpress5800/A1020a（ 写真2 ）もラインアップし、
さまざまな基幹業務へ対応します。
Express5800/A1080aとExpress5800/A1040aは、優れた障害
解析能力と診断機能を有するEXPRESSSCOPEエンジンSP2
を備えるとともに、長年のメインフレーム開発によって培わ
れた高信頼部品選定基準を使用した設計や厳しい出荷検査な
どにより、高い信頼性を実現しています。
また「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズ向け
に、ミッションクリティカルな業務に対応可能なLinux基盤の
構築をサポートする「Enterprise Linux with Dependable
Support」を提供しており、システム障害の検出と原因の究明
を可能にする基盤ミドルウェア製品の「MC SCOPE」と、技

図2   Express5800/A1080a-Eのブロック図

術・運用に関するLinuxサポートサービス「Linuxディペンダブ
ルサポート」によって、Linuxを使った高可用システムを実現
します。

2.1 Express5800/A1080aのアーキテクチャ

Express5800/A1080a-Eは、8個のCPUをQPI（QuickPath
Interconnect）と呼ばれる高速なインタフェースで接続するこ
とで、高い性能と拡張性を実現しています。また、CPUとI/O
Hub（IOH）の間もQPIで接続されており、1個のIOHに対して
2個のCPUが接続されています（ 図2 ）。
各CPUには4個のMB（Memory Buffer）を経由して16個の
DDR3 DIMMスロットが備えられており、最大128個のDDR3
DIMMを搭載することが可能です。16GBのDIMMを用いて最
大2TBの大容量メモリに対応しています。
各IOHには3個または4個のPCI Express 2.0スロットを備えて
おり、最大14枚のPCI Expressカードを搭載できます。この14
個のPCI Expressスロットのうち、2個は16レーンに対応してい
ます。

2.2 Capacity Optimization（COPT）機能

Express5800/A1080aには、予備CPUコアを無効（利用不
可）の状態で導入し、運用開始後の必要なときにCPUコア単
位で有効化することが可能な「COPT（Capacity Optimization）
機能」を搭載したモデルをラインアップしています。負荷増
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大時への対応だけでなく、CPUコア数分のライセンスが必要
なソフトウェアを利用する場合や、メモリ容量を増やすため
にCPUを増やしたり、多くのPCI Expressスロットを使用する
ためにCPUを増やす場合でも、ソフトウェアライセンスは必
要なCPUコア数分のみでよいため、無駄な投資を無くすこと
ができます。

2.3 Express5800/A1080aとExpress5800/
A1040aのRAS機能

大容量メモリを安心して利用するためには、主記憶メモリの
RAS（Reliability Availability and Serviceability）機能が重要です。
主記憶メモリを構成する2つのDRAMチップが同時に故障し
ても、システム動作を継続させたままエラーを訂正すること
ができる「DDDC（Double Device Data Correction）機能」をサ
ポートしています。
また、主記憶メモリを読み出して訂正可能障害を検出した
場合に、エラーを訂正して主記憶メモリへ書き戻す「デマン
ド・スクラビング機能」や、主記憶メモリのデータ全体を一
定時間掛けてくまなく読み出し訂正可能障害を検出した場合
には、それが訂正不可能障害に悪化する前に訂正する「パト
ロール・スクラビング機能」をサポートしています。
更に、Windows Server 2008 R2を利用する場合、
「MCA（Machine Check Architecture）リカバリ機能」を利用す
ることができます。MCAリカバリ機能は、キャッシュメモリ
のデータを主記憶に書き戻す際にハードウェアが検出した訂
正不可能障害と、主記憶のパトロール・スクラビングの際に
ハードウェアが検出した訂正不可能障害に対して、OSと連携
して障害個所のデータに関連があるプロセスを修復・再起動
するなどしてシステムダウンの可能性を低減する機能です。

3. ビッグデータでの活用事例
 

「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズは、NEC
が長年培ってきたスーパーコンピュータやメインフレームの
設計思想を継承し、高い信頼性と可用性を備えつつ、卓越し
たパフォーマンスを提供します。その優れた特長により企業
の基幹システムに数多く採用されています。また、次に紹介
する大量データ処理向けのソフトウェアと組み合わせて、コ
ストパフォーマンスの高いビッグデータ基盤を構築すること
ができます。

3.1 InfoFrame TAM（Table Access Method）

InfoFrame TAM（Table Access Method）は、処理対象のデー
タをメモリ上に配置することにより、大量のトランザクショ
ンをリアルタイムに処理するインメモリ・データベース管理
ソフトウェア製品です。COPT機能を備えるExpress5800/
A1080aでは、搭載メモリ容量に関係なく必要なCPUコア数分
だけInfoFrame TAMのライセンスを購入すればよいため、お客
様の投資を最適化することができます。
国内最大の金融情報ベンダである株式会社QUICK様の次世
代情報配信基盤では、本ソフトウェアと最大14個の高い拡張
性のあるPCI Expressスロットを持つスケーラブルHAサーバ、
そして「Enterprise Linux with Dependable Support」の導入に
よって、大量の情報をミリ秒オーダで高速配信するミッショ
ンクリティカルなサービス基盤を実現しました。

3.2 InfoFrame DataBooster

InfoFrame DataBoosterは、最適なデータ構造と処理アルゴリ
ズムと効率的な内部並列処理によって超高速データ処理を実
現するソフトウェア製品です。データをメモリに格納して処
理を実行するため、最大2TBの大容量メモリに対応できるス
ケーラブルHAサーバなら将来のデータ増加にも安心です。メ
モリ容量を増加させるにはCPUの追加が必要になる場合があ
りますが、Express5800/A1080aではCOPT機能によって
InfoFrame DataBoosterのコアライセンスを追加することなくメ
モリ容量を増加させることが可能です。

3.3 SAP社製HANA

「SAP HANA（High-Performance Analytic Appliance）」は、
SAP社のインメモリ・ソフトウェアです。行と列の両構造の
データベースを圧縮するとともにインメモリで提供すること
で、高速化を実現しています。ドイツにあるグローバルコン
ピテンスセンターのNEC技術者が、SAPやSUSEの技術者と
協力しながら検証を実施し、Express5800/A1080aと
Express5800/A1040aでSAP HANA用サーバとして認証を取得
しました。
SAP HANA向けアプライアンスサーバを商品化するに当
たっては、優れた書き込み性能を持つ米国Virident Systems社
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写真3   Virident Systems社「FlashMAX」

製フラッシュストレージ「FlashMAX」（ 写写真3 ）のSLCタイ
プを採用することによって、SAP HANAの性能を最大限に引
き出しました。
「FlashMAX」はPCI Express接続型SSDであり、SASや
SATAといったHDDと同じインタフェースで接続されるSSD
とは異なり、PCI Expressでサーバ本体に接続することで高い
書き込み/読み出しスループットを実現します。
Express5800/A1080a は最大14個のPCI Expressスロットを備
えているため、「FlashMAX」を複数枚搭載しても、十分な数
のネットワークインタフェースカードやストレージインタ
フェースカードなどを搭載することができ、ビッグデータ時
代のニーズに対応したリアルタイム分析基盤を構築可能です。

4. おわりに
 

本稿では、ビッグデータ処理基盤として最適な高い拡張性
を備えた高信頼サーバ「Express5800/スケーラブルHAサー
バ」シリーズについて紹介しました。
「Express5800/スケーラブルHAサーバ」シリーズは大量の
データを処理するビッグデータ処理基盤としてだけでなく、
その優れた信頼性と可用性によって、基幹業務やプライベー
トクラウドを支える基盤としても安心してご利用いただける
サーバとして、これからも進化を続けていきます。

*Hadoopは、The Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
*PCI Expressは、PCI-SIGの登録商標です。

*インテル、Xeonは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
*Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標
です。
*Windows Serverは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における
登録商標です。
* SAPは、ドイツおよびその他の国々における SAP AG の登録商標または商標です。
*SUSEは、Novell, Inc.の登録商標または商標です。
*FlashMAXは、Virident Systems,Inc.の登録商標または商標です。
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