
課  題
•  データの大規模化とリアルタイム分析への要求
•  大規模リアルタイム・データ分析の処理性能向上

ソリューション
•  インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリー
•  橋梁モニタリングシステム「BRIMOS*」（Bridge Monitoring System）

マルチコアのインテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーが
大量情報のリアルタイム・データ分析を高速化

検証事例
インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリー
リアルタイム・データ分析におけるパフォーマンス検証

大規模リアルタイム・データ分析基盤が新たな社会インフラサービスを創出

流れる情報をリアルタイムに分析する 
新たな分析技術 CEPとは

企業が扱うデータ量は飛躍的に増加し、情報
爆発の時代を迎えようとしています。2010年
以降、スマートフォンの急速な普及によってビ
ジネス分野でも Facebook*やTwitter*と
いった情報交換が拡大した結果、扱う情報
量は今後も増えるいっぽうです。また、今では
GPSによる自動車や携帯電話の位置情報、交
通系 ICカードによる交通機関の利用履歴情
報、電子商取引サイトにおける利用履歴情報
なども手軽に取得できるようになり、データの
大規模化は留まるところを知りません。情報の
膨大化が進むに伴い、データを分析・活用する
要請はビジネス領域にとどまらず、社会インフ
ラの発展上からも急速に高まりつつあります。

一方、現在も多くのビジネス領域で実施してい

るデータ分析は、情報をまずデータベースに
格納したうえで、そのデータに対して改めて分
析処理を実行しています。そのため、データを
取得してから分析結果を導き出すまでに、一
定の時間差が生じることは避けられません。

そこで今、データベースに格納する前に、流
れているデータをそのまま処理する新しい技
術「CEP（複合イベント処理）」が注目を集め
ています。CEPは数年前から欧米を中心に普
及が進み、証券業界におけるアルゴリズム・ト
レード（自動取引の一種）の基盤として利用さ
れてきました。最近では証券業界以外にも拡
大し、社会インフラやマーケティングの分野で
採用が進んでおり、IT技術を利用して家庭内
の発電量や電力使用量を「見える化」したり、
電力の流れを制御することでエネルギーを効
率的に管理するスマートグリッドなどにおいて
も将来の活用が期待されます（図 1）。

図 1.  情報爆発による大規模データのリアルタイム分析への要請を受け、CEP技術に高い注目が集まっている

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

設立：1988年 5月23日
資本金：1,425億 2,000万円
（2011年 3月31日現在）

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.co.jp/

解析対象データの大規模化、 リアルタイム性の要求の高まりへの対応

証券取引所処理システム高速に伴い、
証券会社がシステム刷新

売買情報

売買注文

代表例：アルゴリズム・トレード

～ミリ秒

CEPエンジン

売買戦略に基づくデータ処理

ブログや SNSなど、個人が発信するライフログ

GPSによる自動車や携帯電話の位置情報

交通系ＩＣカードによる交通機関の利用履歴

HEMSによる家電機器の電力使用量

情報爆発

http://www.nttdata.co.jp/


NTTデータが実現を目指す 
プロアクティブ型 BIの核となる CEP

日本国内においても CEPは次世代の情報分
析による経営的意思戦略決定基盤（ビジネ
ス・インテリジェンス：BI）を担う技術として期
待を集め、NTTデータではいち早くCEPを
活用した大規模リアルタイム・データ分析へ
の対応を進めてきました。技術開発本部 IT
活用推進センタ ビジネスインテリジェンス・
ソリューション担当 部長の中川慶一郎氏は、
「データをリアルタイムにキャッチして利用者
の行動を把握し、一歩先回りして知的なサー
ビスを提供する『プロアクティブ型 BI』の実現
に向け、CEPによるデータ分析基盤の構築を
進めています」と語ります。同社は、プロアク

ティブ型 BIを構成する IT基盤をフロントエン
ドのリアルタイム処理とバックエンドの大規模
データ分析の 2階層に分け、分析データ量や
レイテンシー時間に応じて CEP、インメモリー
DB、DWHアプライアンス、Hadoopなどの基
盤製品を活用しています（図 2）。

「過去に蓄積したデータは、バックエンドの大
規模データ分析基盤でモデル化し、そこで得
たルールやロジックをフロントエンドの CEP
に適用することで付加価値の高い情報を生
み出します。ルールを構築するのは大規模
データ分析基盤側であり、CEPはそのロジッ
クに従って情報を瞬時に判断してアウトプット
する役割を担っています」（中川氏）。

最大10コア（20スレッド）搭載のインテル® Xeon®
プロセッサー E7 ファミリーが大規模リアルタイム・
データ分析のパフォーマンス向上を支援

「ストリームデータをリアルタイムに 
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図 2.  フロントエンドの「リアルタイム処理」とバックエンドの「大規模データ分析」の 2階層に分け、分析データ量やレ
イテンシーに応じた分析を実行
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CEPを実装した 
橋梁モニタリングシステムで 
大規模リアルタイム・データ 
分析基盤を検証

NTTデータでは、大規模リアルタイム・データ
分析基盤の活用用途の 1つとして、センサー
機器を用いて情報を取得するセンサー・ネット
ワークに着目。同社が数年間にわたってサー
ビス提供している橋梁モニタリングシステム
「BRIMOS*」に CEPを適用し、大規模なデー
タ分析を行うための検証実験を行っていま
す。BRIMOS*は、橋梁に設置した数十～数
百個のセンサーで橋桁や橋脚の各種情報を
取得し、橋梁の異常をリアルタイムに検知した
り、長期データの分析から経年劣化を検知し
たりするシステムです。複数の橋梁に設置し
たセンサーから毎秒数千～数万件ものデー
タが発生するため、リアルタイムの高速デー
タ処理は必須の要素となります。技術開発本
部 IT活用推進センタ シニアエキスパートの
横川雅聡氏は、「検証実験のテーマは 2つあ
ります。1つは、オープンな CEP基盤をセン
サー・ネットワークに適用し、社会インフラに
拡大していくための検証です。もう1つは過
去に蓄積した大量のデータから高度なモデル
を抽出し、そのモデルをリアルタイム処理に適
用する『プロアクティブ型 BI』の検証です」と
語ります。

一方、CEPを BRIMOS*に実装するに際し、
求められた技術要素が CPUの性能です。大
量のデータをリアルタイムに処理する CEPで
は、CPUのコア性能およびコア数が特に重要
となります。そこで同社は検証実験の 3つめ
のテーマとして、CPUのコア数によるパフォー
マンス測定を追加。1世代前で 4CPU/32
コアのインテル® Xeon® プロセッサー 7500
番台（開発コード：Nehalem-EX）と、最新 
版で 4 C P U / 4 0コアのインテル® X e o n ® 
プロセッサー E7 ファミリー（開発コード：
Westmere-EX）で同じ処理を行い、性能の
差を比較しました（図 3）。

インテルを検証パートナーに指名した理由に
ついて横川氏は、「CEPでは、サーバーの台
数を増やして並べるより、1台のサーバーに
多くのコアを搭載するほうが有利です。そこ
で、ソフトウェアや SIで解決できない領域をカ
バーするために、インテルが持つノウハウと高
度な技術力に期待しました」と説明します。ま
た、今回のように高度な信号処理が必要とな
る CEPの実装面では、マルチコアに最適化さ
れたインテルの数値演算ライブラリー群（IPP、
MKL）もパフォーマンスの向上に貢献します。
技術開発本部 IT活用推進センタ 主任の桑田
修平氏は、「インテルの高性能コンパイラーに
より、複数のセンサーデータを短時間に処理
する環境が構築できました」と振り返ります。
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CEPとは
CEPとは「Complex Event Processing」
の略で、大量に発生し続けるデータをメモ
リー上でリアルタイムに処理する技術で
す。入力アダプターを通して指定の形式
に変換されたデータは、SQLに類似した
言語によって継続的に分析され、出力ア
ダプターを通して任意の形式で出力され
ます。ミリ秒単位で処理ができるため、金
融取引などの分野で積極的に活用されて
います。

 

橋梁モニタリングシステム「BRIMOS*」
（Bridge Monitoring System）
http://www.nttdata.co.jp/services/
s090421.html

複数のセンサーを設置した橋梁から、さま
ざまなデータをリアルタイムかつ継続的に
収集、解析することで、橋の異常や損傷な
どを検知するシステムです。光ファイバー
センサーで取得した橋梁のひずみ、振動、
変移、傾斜情報を情報センターに送信し、
毎秒数千～数万件のデータを処理してい
ます。現在、災害時の異常検知、平常時
における経年劣化の把握、車両の通行状
況の解析に基づく点検・補修の優先度決
定などに利用されています。

図 3.  スループット値向上比率 
（インテル® Xeon® プロセッサー 7500番台とインテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーの比較）
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1  インテル ® ハイパースレッディング・テクノロジー (インテル ® HT テクノロジー ) を利用するには、同技術に対応したプロセッサー、チップセットと、BIOS、OS を搭載したコンピューター・システムが必要です。性
能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/products/ht/hyperthreading_more.htmを参照してください。

2  インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジーおよびインテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 は、一部のインテル ® プロセッサー
でのみ利用可能です。各 PC メーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、http://www.intel .co. jp/jp/technology/
turboboost/を参照してください。

  性能に関するテストや評価は、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、またはそれらを組み合わせて行ったものであり、このテストによるインテル製品の性能の概算の値を表しているものです。システ
ム・ハードウェア、ソフトウェアの設計、構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。システムやコンポーネントの購入を検討される場合は、ほかの情報も参考
にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。インテル製品の性能評価についてさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、「インテル・パフォーマンス -ベンチマークの限界」を参照してく
ださい。インテルは、本資料で参照している第三者のベンチマーク・データまたは Webサイトの設計や実装について管理や監査を行っていません。本資料で参照しているWebサイトまたは類似の性能ベンチ
マーク・データが報告されているほかのWebサイトも参照して、本資料で参照しているベンチマーク・データが購入可能なシステムの性能を正確に表しているかを確認されるようお勧めします。
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検証結果まとめ

•  CEPを核とした大規模リアルタイム・データ分析基盤を確立
•  コア性能およびコア数を強化したインテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーが、
大規模リアルタイム・データ分析のパフォーマンス向上に貢献

マルチコア対応 CPUが 
パフォーマンス向上に貢献

新旧 2世代のインテル® Xeon® プロセッサー
による処理性能を比較した結果、インテル® 
Xeon® プロセッサー E7 ファミリーがインテル® 
Xeon® プロセッサー 7500番の約 1.5倍の
パフォーマンスを発揮し、１万個以上のセン
サーをカバーすることを確認しました。また、
複数スレッドの処理をサポートするインテル® 
ハイパースレッディング・テクノロジー 1と、
コアの動作周波数を自動的に引き上げる
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2の
オンとオフの違いによる差も明確に現れてい
ます（図 3）。さらに、すべてのデータをメモリー
上に格納して処理を行うCEPにおいて、大容
量かつ高速なメモリーのサポートも、パフォー
マンス向上に大きく貢献しています。技術開
発本部 IT活用推進センタ 主任の稲葉陽子
氏は、「パフォーマンスの向上は、より広範囲
の橋梁情報を高精度に分析できることを意味
します。さらに、単位時間あたりの処理能力
の向上は、1台のサーバーでカバーする橋梁
の数、つまりコスト・パフォーマンスに直結しま
す」と指摘します。

BRIMOS*による検証で得られた成果をもと
に、NTTデータは引き続き大規模リアルタイ
ム・データ分析の実用化に取り組んでいく方
針です。検証パートナーとしてプロジェクトに
参画しているオマー クドマニー氏（日欧産業
協力センター ヴルカヌス・イン・ジャパン・プ
ログラム）は、「将来的な業務利用を視野に、
リアルタイム分析の結果を可視化するユー
ザー・インターフェイスの開発も同時に進めて
います」と語ります。

日本国内でCEP基盤を実装したソリューション
事例が少ない中、センサー・ネットワークの視
点からアプローチしたNTTデータの事例は先
進的といえます。中川氏は、「BRIMOS*によ
る検証実験は、当社が CEPへの取り組みを始

インテル® Xeon® プロセッサーの詳細については、
http://www.intel.co.jp/jp/go/xeon/を参照してください。

めた最初の事例です。センサー・ネットワーク
がカバーする領域は、機械と機械がネットワー
クを介して相互に通信するM2Mにおける情報
制御や、人と道路と自動車の間で情報通信を
行うことで交通に関する課題を解決する ITSに
おける運転制御など、無限に存在します。NTT
データは社会インフラを支えるシステム・インテ
グレーターとして、プロアクティブ型 BIが適用
可能なあらゆる分野を対象に、高度な分析ロ
ジックの確立を目指していきます。そのために
も高性能 CPUは必要不可欠であり、今後もマ
ルチコア CPUの進化に期待しています」と語
ります。マルチコア対応のインテル® Xeon® プ
ロセッサー E7 ファミリーは、今後もNTTデー
タの大規模リアルタイム・データ分析のビジネ
スに貢献していくことは間違いありません。

http://www.intel.co.jp/jp/go/xeon/

