
ビッグデータや IoTの時代が到来し、お客様は
大量のデータを捌く必要に迫られています。近
い将来、お客様は大規模データをリアルタイム
に分析処理することが求められるようになるで
しょう。こうしたニーズから、人間が自然に行っ
ている学習と同様の機能をコンピュータで実
現しようとする機械学習に、注目が集まってい
ます。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下、NTT
データ）と株式会社NTTデータ数理システム
（以下、NTTデータ数理システム）は、市場か

らのニーズに応えるため、分析モデルの構築
と分析処理をデータ・ウェアハウス（DWH）上
で実行する「In-Database Analytics」に着
目。NTTデータの独自のデータ分析技法と、
NTTデータ数理システムの機械学習アルゴリ
ズムを適用した In-Database Analyticsを独
自開発しました。商用化を進めるにあたり、大
規模データのベンチマークを実施。インテル ® 
Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリーを使用
した1,000並列環境において、サンプル数が
100億行になっても圧倒的な性能で処理可能
であることを確認しました。

課  題

•  ビッグデータに対応した分析基盤：現在のビジネス・アナリティクス手法では、DWHから分析基盤
へのデータ移動に時間がかかることが壁となり、リソース利用の効率をあげられないことが課題で
した。そのため、大規模データの分析は事実上不可能で、ビジネスでの利用も限定的でした。

ソリューション

•  In-Database Analytics：従来の分析ソリューションを根本的に見直し、DWHにNTTデータ独自
の分析シナリオとNTTデータ数理システムの分析アルゴリズムを搭載した大規模データ分析基盤
を導入。

導入効果

•  分析性能の向上：「K-means」や「Random Forest」などを用いた分析モデルの構築では、従来の
分析アプローチを大きく上回る性能を発揮。

•  スケーラビリティーの確保：分散処理フレームワークを用いた並列分散処理により、1,000並列以
上の環境においてもプロセッサー性能をフルに発揮。

ビジネス価値

•  金融商品のマーケティング向上：顧客のライフイベントをデータベース上で検知し、顧客が求める
商品を素早く提案するイベント・ベースド・マーケティング（EBM）を支援。

•  IoTへの適用：インターネットにつながるデバイスから取得した膨大なデータの高速分析の実現。

In-Database Analyticsの進化。
サンプル数が100億行になっても
圧倒的性能を記録

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
（2014年3月31日現在）
連結売上高：1兆3,437億円（2014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
（2014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/

検証事例
インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリー
ビッグデータ分析

http://www.nttdata.com/jp/
https://www.msi.co.jp/
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マーケティングと 
IoTの分野での活用が期待される 
In-Database Analytics 

イベント・ベースド・マーケティング（EBM）の
ような新しいマーケティング方法、あるいは増
大する IoTによるデータの洞察をもたらすリ
アルタイムのビッグデータ分析への要求が世
の中で高まっています。現在市場には、さまざ
まなデータ分析ツールが登場しています。しか
しそのほとんどは、分析対象となるデータを
DWHプラットフォームから抽出し、別途用意
した分析サーバーに移動して分析モデルの作
成から分析までを行い、結果をDWHに返して
いました。そのため扱うデータ量が増えた場
合、DWHからのデータ転送や分析に時間がか
かり、戻ってくるころにはスケジュールは遅れ、
分析の有用性も減っています。NTTデータと
NTTデータ数理システムは、市場のニーズに
応えるため、In-Database Analyticsの技術

に着目し、自社のビジネスとして発展させるこ
とにしました。「In-Database Analyticsとは、
分析モデルの構築と分析処理をDWH上で直
接実行するもので、ビッグデータに対して即座
に分析を実行することができます。その技術に
いち早く対応することで、市場にインパクトを
与えられると考えました」とNTTデータ 技術
開発本部 サービスイノベーションセンタ 課長
の横川雅聡氏は説明します。

In-Database Analyticsで得られるビジネス
メリットの1つはマーケティング分野への活用
です。その中でも、金融機関で実施されている
EBMは、顧客の属性や取引行動の変化などを
データベース上で検知し、求める商品を提案
していくもので、金融機関は入学、就職、結婚、
出産、住居購入、遺産相続といったライフイベン
トに合わせてアプローチすることで商品やサー
ビスの販売につなげることができます。

ビジネス要件とIT要件つなぐ 
ファンクションの役割を果たす 
インテル® アーキテクチャー

「機械学習を目的とした 
並列分散処理では、 
プロセッサーのコアを 
すべて使い切るのは必須要件であり、
In-Database Analyticsは 
インテル® Xeon® プロセッサーを 
使う前提で設計されています」

株式会社NTTデータ数理システム
取締役
博士（工学）
中川 慶一郎 氏
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また、IoTの分野でも In-Database Analytics
の適用が期待されています。インターネットに
つながるデバイスの数は指数関数的に伸び、
IoTが成熟を続けていけば大量のデータを分
析する基盤は必須となり、絶えず発生し続ける
データを分析したいといったニーズは確実に
拡大してくるでしょう。NTTデータ数理システ
ム 取締役の中川慶一郎氏は「IoTで何億もの
データを、何百、何千もの変数を用いて分析す
るためには、圧倒的なスケールを持ち、スケー
ルアウトが可能なデータ分析基盤が欠かせま
せん。NTTデータとNTTデータ数理システム
は、In-Database Analyticsが IoTやマーケ
ティングの分野で貢献できると考えています」
と指摘します。

NTTデータの分析方法論と 
NTTデータ数理システムの 
分析アルゴリズムを搭載した 
In-Database Analyticsを開発

NTTデータとNTTデータ数理システムは、独
自の In-Database Analytics技術を開発す
るにあたり、データの分析技法には、NTTデー
タのデータ分析事例から9つの分析シナリオ
を類型化して体系化した「BICLAVIS*（ビーク
ラビス）」を採用しました。分析アルゴリズム
にはNTTデータ数理システムのノウハウを適
用し、高い品質でのデータ分析処理を実現し
ています。中川氏は、「分析目的を定めれば、
適用するシナリオは自動的に決まり、適用する

分析アルゴリズムも提供されます。そのため、
分析担当者は、分析前に試行錯誤する時間が
短縮でき、分析に集中することができます」と
語ります。

従来型のデータ分析サーバーを 
はるかにしのぐパフォーマンスを確認

NTTデータとNTTデータ数理システムは、In-
Database Analyticsの商用化に向けて、性能
および大規模にしても課題が生じないかを評
価する大規模ベンチマークを2015年に実行
しました。分析基盤には分散処理フレームワー
ク（MapReduce*）を採用し、分析処理の高速
化を図りました。さらに、DWHのプラットフォー

K-Meansを用いた分析モデル構築にかかる時間の比較（単位：秒）

サンプリング数 1M件 10M件 100M件 1B件

NTTデータ製 In-Database Analytics（Prototype） 16 28 227 1,900 （32min）

製品 A 20 111 1,259 21,600 （6h）

製品B 23 200 1,988 実行不可

製品C 24 250 2,817 実行不可

製品D 2 32 実行不可 実行不可

製品 E 21 111 実行不可 実行不可

製品 F 14 132 実行不可 実行不可

製品G 16 179 実行不可 実行不可

※インテル ® Xeon® プロセッサー E5 v3 2.6GHz、28Core、64GB RAMを利用

株式会社NTTデータ数理システム
取締役
博士（工学）
中川 慶一郎 氏

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
課長
横川 雅聡 氏

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
主 任
中村 達也 氏

株式会社NTTデータ数理システム
データマイニング部
主任研究員
中村 文信 氏
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ムは、ベンダーに依らないマルチプラットフォー
ム化を推進。約1,000コアのインテル® Xeon® 
プロセッサー E5 v3 ファミリーを搭載したサー
バー環境で、集団学習アルゴリズム「Random 
Forest*」を用いた手書き文字認識を実行し、
学習時間を測定しています。Random Forest
では、データが大きくなるほど決定木の複雑さ
とサイズが増大するので、ビッグデータの検証
テストには適している手法です。

検証の結果、従来型のデータ分析サーバーの
標準値をはるかにしのぐパフォーマンスを確認。
NTTデータ 技術開発本部 サービスイノベー
ションセンタ 主任の中村達也氏は、「処理速
度や処理できるサンプルの数において、比較に
用いた他のデータ分析基盤を、桁違いに上回
ることを実測によって実証しました。また、こ
の技術は業界標準 IAサーバーとの相性が非
常に良く、コア数がどれだけ増えても100%
フルに利用することができます。そのため大規
模なデータであっても、利用する IAサーバー
数をスケールアウトさせることで対応可能です」
と語ります。

また、クラスタリングで用いられる「K-Means」
のテストでも、100万、1,000万、1億、10億、
100億と増えていくサンプル数に対して、他社
の分析基盤を上回る圧倒的な分析スピードを
記録し、スケールアウトが可能であることを確
認しています。

NTTデータとNTTデータ数理システムでは、
前記のベンチマークとは別に、ユースケースの
検証もしています。その1つが数百年前の手
書きの楽譜から�音符�を抽出する試みです。
NTTデータ数理システム データマイニング部 
主任研究員の中村文信氏はその研究について、
「今の音符と数百年前の音符は、書かれ方が
かなり異なり、既存のアルゴリズムは適用でき
ません。そこで、大量のピクセル数で構成され
る高精細画像から、多数の説明変数を用いて
高速に分析し、音符の高さと形を識別して音符
データに変換しました」と語ります。

インテルが本プロジェクトに果たした貢献につ
いて中川氏は「機械学習を目的とした並列分
散処理では、プロセッサーのコアを使い切るの

は必須要件であり、In-Database Analytics
はコア数が多く、並列処理で圧倒的なパフォー
マンスを有するインテル ® Xeon® プロセッサー
を使う前提で設計されています。EBMや IoT
がビジネス側の要件だとすれば、機械学習ア
ルゴリズムは IT側の要件で、その2つをつなぐ
役割を果たすのがインテル® アーキテクチャー
です」と語ります。

今後は、自社ソリューションへの適用や外販に
向けて概念実証（PoC）を進めていく予定です。
機械学習の高度化のためには、ITと分析技
術が密接につながることが重要と捉えるNTT
データグループは、インテルと技術情報を交換
しながらビッグデータを用いたビジネスを推進
していきます。

インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3  
ファミリーの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/
ja/processors/xeon/xeon-processor-e5-
family.html を参照してください。
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