
導入事例
インテル ® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリー
金融マーケット向け「Twitter*センチメント指標」

Twitter*全量データを用いた 
金融センチメント分析を実施

システムソリューション事業を展開する株式
会社 NTTデータ（以下、NTTデータ）とビジ
ネス・アナリティクスのパッケージ開発・受託、
コンサルティングを手掛ける株式会社 NTT
データ数理システム（以下、NTTデータ数理
システム）は、両社共同で金融マーケット向け
「Twitter*センチメント指標」を開発しまし
た。Twitter*データから株式に関するツイー
トを抽出し、市場の強気、弱気の傾向を分析
する基盤に、インテル® Xeon® プロセッサー 
E7 v2 ファミリーを搭載したサーバーを採用。
「Twitter*センチメント指標」が、実際の金
融取引で有効であることを実証しています。

ビッグデータを用いた金融分析が普及して
いるアメリカでは、Twitter*や SNSデータ
を活用した情報提供サービスが行われてお
り、日本においてもニーズが高まっています。
NTTデータは Twitter社と日本語および日
本で書き込まれたすべての Twitter*データ
を取得して外部に再販する Firehose契約
を 2012年 9月に締結。マーケティング企
業やマスコミなどにデータを提供してきました。
「Twitter*データを活用した新たな情報
サービスを検討する中で、注目度の高い金融
マーケットに着目し、この指標を開発すること

にしました」とNTTデータ数理システム 取締
役の中川慶一郎氏は語ります。

「Twitter*センチメント指標」とは、日本国内
すべての Twitter*データから抽出した株式
市場に関するツイートから、センチメント（ポジ
ティブ /ネガティブ）を定量化した指標です。
今回の検証では、2011年 1月から 2013
年 11月までの 35カ月間の Twitter*デー
タから株式関連ツイートを抽出し、実際の株式
指標との連動性を分析。投資家が将来の日
経平均株価の変動の大きさをどのように想定
しているのかを表した指数である日経平均ボ
ラティリティー・インデックス（VI）との間に、統
計的に有意な相関があることを確認しました。

Twitter*データの分析のフローは次のよう
になります（図参照）。第 1ステップでは数
百億件の Twitter*全量データから、「日経
平均」などの株式に関連した用語と、「NTT
データ」などの企業名が含まれるツイートを抽
出。Twitter*全量データの 1％程度に絞り
込んだ後、第 2ステップとして「日経平均がイ
ケイケ」「青天井過ぎて怖い」といったポジティ
ブ /ネガティブな単語を含むツイートを抽出
して 1/3程度まで絞り込み、ポジ指数、ネガ
指数などを定義したものが「Twitter*センチ
メント指標」です。「大量のツイートに NTTグ
ループが独自に開発したテキスト知識抽出技

課  題

•  35カ月分、数百億ツイートにもおよぶ Twitter*データからの高速なポジティブ /ネガティブ・
ツイートの抽出

•  リアルタイムでの Twitter*センチメント指標提供に向けた分析環境の構築

ソリューション

•  インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2ファミリー
•  金融マーケット向け「Twitter*センチメント指標」（NTTデータ・NTTデータ数理システム）

導入効果

•  Twitter*データへのポジ /ネガ付与とセンチメント指標の分析を1日で終了
•  高速な並列分散処理環境の実現とリアルタイム分析への期待

Twitter*データから株式に関連する 
ポジ /ネガ・ツイートを抽出し、センチメント指標と 
株式指標との関係性を分析
ビッグデータの高速・リアルタイム分析に貢献するパフォーマンスを検証

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
（NTTデータ）

本社：東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル
創立：1988年 5月 23日

資本金：1,425億 2,000万円 

（2013年 3月 31日現在）
連結売上高：1兆3,019億円（2013年3月31日）

事業内容：
・システムインテグレーション事業
・ネットワークシステムサービス事業
・その他これらに関する一切の事業

http://www.nttdata.com/jp/

 

株式会社NTTデータ数理システム
本社：東京都新宿区信濃町 35 信濃町煉瓦館

創立：1982年 4月 1日
資本金：5,600万円（2013年 3月 31日現在）

事業内容：
・数理科学とコンピュータサイエンスを基本技術とす

るソフトウェアの開発・販売
・データマイニング、最適化、シミュレーションなどの
独自テクノロジーによる問題解決・コンサルティング

https://www.msi.co.jp/

http://www.nttdata.com/jp/
https://www.msi.co.jp/
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術を適用しポジ /ネガを付与するステップで、
より高速な IT基盤が必要になりました」と中
川氏は説明します。

ビッグデータ活用の価値は 
時間の壁を超えることにある

高速分析を実現するために NTTデータは、
インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファ
ミリーを含む複数のプロセッサーを搭載した
サーバーで、検証環境を構築しました。NTT
データ数理システム 主任研究員の鍋谷昴一
氏は、「デスクトップ PCで行った事前検証で
は、1日分の Twitter*データを分析するだけ
で丸 1日かかる状況でした。本番検証では、
高い並列実行能力を持つインテル® Xeon® プ
ロセッサー E7 v2 ファミリーに着目しました」
と語ります。また、NTTデータ 課長の横川雅
聡氏は、「将来的なリアルタイムでの指標提
供も見据えて、コア数が多く、集積度の高い
インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミ
リーを活用することにしました」と述べます。

検証の結果、35カ月、数百億ツイートへのポ
ジ /ネガ付与とセンチメント分析は、約 1日で
終了することが確認されました。「1回の分析
を短時間で終え、PDCAをより多く回すことが

分析クオリティーの向上
に直結する中で、約 1
カ月の短期間で計画し
ていた数十パターンの
分析を終えられたのも、
インテル® Xeon® プロ
セッサー E7 v2 ファミ
リーの性能によるところ
が大きいと実感してい
ます」と鍋谷氏は語りま
す。また、横川氏は、「単
体性能については、1
台のインテル® Xeon® 
プロセッサー E7 v2 ファ
ミリーを搭載したサー
バーで秒 間 3,700ツ

イートの分析が可能という結果を得ました。こ
の結果により、リアルタイム分析に期待が持て
る結果となりました」と述べます。

検証のポイントについてNTTデータの川岸
賢弘氏は、「大量データを並列処理するにあ
たり、CPU1コア当たりのバランスを取りなが
ら全体の処理時間を最小化する工夫をしまし
た。並列処理のパフォーマンスをさらに向上さ
せることが今後の課題です」と語ります。また、
検証のビジネス面の成果について中川氏は、
「経営にとってスピードは命です。ビッグデー
タ活用の価値は、単に大量のデータを扱うだ
けでなく、どうにもならなかった時間の壁を超
えることにあります。例えば、事実が明らかに
なるまで数日かかっていたことを誰よりも早く
分かるというように」と強調します。

さまざまな商品の評判分析や 
クレーム検知への応用に期待

「Twitter*センチメント指標」を 2014年 3
月にリリース発表して以来、証券会社を中心
に多くの問い合わせが寄せられています。鍋
谷氏は、「今後は小売業や B to C事業者な
ど、特定の業界に特化した Twitter*センチ
メント指標の開発を進めていく方針です。さら

に、評判分析やクレーム検知など金融業界以
外の分野への応用も視野に入れて、検討を始
めています」と語ります。

膨大なデータに高度な分析手法を適用しなが
ら、新たなサービスを創造していくNTTデー
タグループにおいて、インテル® Xeon® プロ
セッサー E7 v2 ファミリーへの期待は高まっ
ています。中川氏はこれからについて次のよう
に語ります。「ビジネス・アナリティクスにとって
ハードウェアと分析アルゴリズムは両輪の技
術です。10年前では到底無理であった分析
がハードウェアの進化とともに手の届くものと
なっています。今後もインテルとの連携を通し
て、付加価値の高いサービスをお客様に提供
していきます」。

インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミ
リーに関する詳しい情報は、下記のサイトをご
覧ください。    
http://www.intel.co.jp/content/www/
jp/ja/processors/xeon/xeon-processor-
e7-family.html

【本件に関するお問い合わせ先】
■ 基盤検証に関するお問い合わせ先
株式会社ＮＴＴデータ　　技術開発本部 サービスイノベーションセンタ　　Tel：050-5546-9741
■ 分析内容に関するお問い合わせ先
株式会社ＮＴＴデータ数理システム　　 ビジネスインテリジェンス推進センタ　　Tel：03-3358-1809 （内線 :2222）
■  Twitterデータ提供サービスに関するお問い合わせ先
株式会社ＮＴＴデータ　　第三法人事業本部 ソーシャルビジネス推進担当　　Tel：050-5546-9092

高い並列実行能力を持つインテル® Xeon® プロセッサー E7 v2 ファミリーが 
Twitter*全量データの高速分析に貢献
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インテル® Xeon® プロセッサー E7 v2ファミリー

全量ツイート
（数百億件）

株式関連ツイート
（数億件）

株式センチメント
（1億件程度）抽出 センチメント分析

～ＮＴＴデータ～ 新卒採用について

～ＮＴＴデータ～ 新卒採用について

ＫＤＤＩ強いが、青天井 過ぎて怖いよ。

ＫＤＤＩ 強いが、青天井 過ぎて怖いよ。

ＫＤＤＩ 強いが、青天井 過ぎて怖いよ。
アベノミクスで最近 日経平均イケイケだな。

アベノミクスで最近 日経平均イケイケだな。

アベノミクスで最近 日経平均イケイケだな。
豊洲なうバルス！

Twitter指標値

図：センチメント分析におけるポジ /ネガ・ツイートの抽出方法
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