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この資料の概要

この資料では、ネットワークのエッジのセンサーおよびデバイスによって生成される
ビッグデータの分析に関するインテルの見解について説明します。具体的には、以
下の案件を取り上げます。

•   「最も大量」のビッグデータが生成されるネットワークのエッジでのデータの重要性

•  従来のデータ管理プラットフォームやビジネス・インテリジェンス・プラットフォー
ムで管理されるデータとビッグデータとの根本的な違いとその影響

•  Apache* Hadoop*フレームワークや Apache* MapReduceなど、分散型フ
レームワークを含む新しいテクノロジーの簡単な概要

•  行政 /公的機関、小売業、自動車産業、製造業における、4種類のビッグデータ
分析の使用例（2つは Hadoop*フレームワークを利用し、2つはインテリジェン
ト・システムを重視する）
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ビッグデータの総量は、最新の分析ツールの機能でさえも追いつけな
いほど爆発的に増大しています。IT部門は、従来よりも桁違いに大量
かつ多様、高速に生成される複雑な構造化データ、半構造化データ、
非構造化データを処理する必要に迫られています。一方でそれは、ビ
ジネスについての豊かで詳細、かつ正確な知見を得るという刺激的な
可能性を企業にもたらします。

多くの企業にとって、ビッグデータから新しい価値を引き出すという大
きな可能性は非常に魅力的です。しかし、ビッグデータを管理し、それ

を有益な知見に変換するには新しい分析手法が必要であり、それは
ITインフラストラクチャーに広範囲にわたる影響を与えます。従来のシ
ステムでは、ビッグデータの動的なデータソースや複数のコンテキスト
をコスト効率よく処理することはできません。Hadoop*フレームワーク
などの新しいテクノロジーは、ビッグデータの収集、管理、分析に今ま
でになかった新しい手法を導入します。ビッグデータへの挑戦と新た
なテクノロジーがもたらすパラダイムシフトは、ITインフラストラクチャー
と分析機能の再検討を促します。 

ビッグデータとは何か

ビッグデータは、通常、以下に示す 4つの特性のうち最初の
3つ（3つの V）を使って説明されます。しかし、ビッグデータ
を有効に活用するには、第 4の特性である価値（Value）が
必要です。

 •  大量（Volume）：従来のストレージ・ソリューションや
分析ソリューションでは対応できない、桁違いに大量の
データセット。テラバイト単位ではなくペタバイト単位を
想定する必要があります。

 •  多様（Variety）：雑多な構造を持った複雑な可変デー
タ。電子メール、ソーシャルメディア、動画、画像、ブログ、
センサーデータなど、さまざまな形式で生成されます。
これには、アクセス履歴や Web検索履歴のように副次
的に生成されるデータも含まれます。

 •  速度（Velocity）：データはバッチ処理されるのではな
く、有意義な情報の提供を求めるリアルタイムの要求に
応じて、ストリームとして常時高速で生成されます。

 •  価値（Value）：機械学習、統計的モデリング、グラフ・
アルゴリズムに基づく詳細で複雑な分析により、将来の
トレンドとパターンに関する予測分析を可能にする、有
意義な知見。こうした分析は、従来のビジネス・インテリ
ジェンスのクエリーやレポート結果の効果をはるかに超
えています。

インテルの見解： 
ネットワークのエッジにおけるデータの重要性

ビッグデータが求められていることを実現するには、データが置かれ
ているその場所でデータを収集し、処理する必要があるとインテルは
考えます。実際、最も大量のビッグデータが生成されているのはネット
ワークのエッジデバイスであり、この資料では、ネットワークのエッジに
おけるデータの価値を検討します。センサー、デバイス、インテリジェン
ト・システムの利用が拡大するにつれて、これらのソースから生じる大
量のデータから有益な知見を得られる可能性に対して、新たなビジネ
スチャンスとしての注目が集まっています。エッジデバイスのビッグデー
タの力を活用し、そこから価値を引き出せる企業は、創造的なイノベー
ションを実現し、以前なら困難であった複雑な問題の解決能力を向上
できます。その結果、ライバル会社に対して優位に立つことが可能に
なります。 

エッジのデータ：
ビッグデータ分析の新たな機会
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ビッグデータの管理手法は、従来のデータ管理プラットフォームやビジ
ネス・インテリジェンス・プラットフォームで使用されてきたリレーショナ
ル・モデルとは根本的に異なります。この違いは、しばしば構造化デー
タと非構造化データの違いとして説明されますが、この説明は必ずし
も正確とは言えません。例えば、急増しているビッグデータのソースで

あるログデータも、一定の構造を持っています。従来のデータとビッグ
データの違いは、次のように説明できます。すなわち、リレーション・ベー
スのデータとは異なり、ビッグデータでは、どんな形式のデータも管理
の対象となります。さらに、データの収集、処理、分析を行うために、わ
ざわざ時間と労力をかけてモデルが構築されることもありません。

アプリケーション リレーション・ベースのデータ ビッグデータ

データ処理
CPUのアップグレードによって拡張される単一のコン
ピューター・プラットフォーム、集中化された処理

数千のノードにまで拡張されるクラスター・プラット
フォーム、分散型処理

データ管理 
リレーショナル・データベース（SQL）、集中化された
ストレージ

複数の形式の多種多様なデータを管理する非リレー
ショナル・データベース（NoSQLおよびHBase*デー
タベース）、分散型ストレージ

分 析 バッチ処理、記述的、集中化 リアルタイム、予測的および処方的、分散型

分散型フレームワーク：Apache* Hadoop*フレームワークおよびMapReduce

ビッグデータ分析を優れたコスト効率で実行できる、新しいテクノロジー
が登場しています。Apache* Hadoop*フレームワークは、新たな最
善のアプローチとして進化を続けています。Hadoop*フレームワーク
は、コンピューティング・リソースの分散型グリッドの処理能力を利用し
て、データの管理と分析の方法を一新します。 

Hadoop*オープンソース・フレームワークは、簡単なプログラミング・
モデルを使用してコンピューターのクラスター上で大規模なデータセッ
トの分散処理を可能にします。Hadoop*のテクノロジー・スタックは、
共通ユーティリティー、分散型ファイルシステム、分析およびデータ・ス
トレージ・プラットフォームと、分散処理、並列演算、ワークフロー、構
成管理を制御するアプリケーション層で構成されます。Hadoop*フレー
ムワークは、高い可用性に加え、従来の手法に比べて大規模で複雑な
非構造化データセットを優れたコスト効率で処理することができ、拡張
性と処理速度にも優れています。

Hadoop*スタックのソフトウェア・プログラミング・フレームワークであ
るMapReduceは、大規模なデータセットの処理を簡略化し、複数の
コンピューター・クラスターにわたる複雑な処理タスクを定義し、協調
させるための共通の手法を提供します。MapReduceアプリケーション
は、ジョブのスケジューリング、動作の監視、失敗したタスクの再実行
により、クラスターノードのタスクの処理を調整します。入力と出力は
Hadoop*分散ファイルシステム（HDFS*）に格納されます。データは
通常は同一ノード上で処理されて格納されるため、データがすでにノー
ド上にあるタスクのスケジューリングが効率的になり、ノード上の総合
帯域幅が向上します。Hadoop*フレームワークとMapReduceの詳
細については、http://www.intel.co.jp/bigdata/ を参照してください。 

ビッグデータと新しいテクノロジー： 
概 要

http://hadoop.apache.org/
http://www.intel.co.jp/bigdata/
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エッジデバイスのビッグデータ： 
もっと詳しく知る

ビッグデータ分析に関する現在の議論の多くは、電子メール、動画、ツ
イート、Facebook*の投稿、レビュー、Web上の行動などのビジネス /
ソーシャルソースから得られる、非構造化データの管理と分析に集中
しています。実際、このタイプのビッグデータ分析は確実に大きな価値
をもたらします。しかし、ネットワークのエッジでセンサーなどのデバイ
スから生成されるデータもまた、従来はあまり手をつけられてこなかっ
た膨大なリソースであると言えます。そして、そこから得られる知見は、
民間企業や行政 /公的機関の運営と戦略的構想を一変させる可能性
があります。 

インテリジェント・システムおよびセンサーからのデータは、ビッグデー
タの中でも最も大量かつ複雑で、高速に生成されます。データソース

はネットワーク全体に分散し、電気・水道・ガスのメーター、交通監視
カメラや防犯カメラ、RFIDリーダー、工場の生産ラインのセンサー、
フィットネス・マシン、医療機器など、極めて多様な機器によってデータ
は収集されます。ネットワーク接続の全域化とセンサーおよびインテリ
ジェント・システムの増加により、全く新しい貴重な情報の宝庫が開か
れたことになります。エッジデバイスのデータは、深く豊かな知見を高
速かつ優れたコスト効率でもたらす可能性を秘めたソースであり、民
間企業と行政 /公的機関のいずれにも大きな価値をもたらします。多
くの場合、エッジデバイスのデータ分析は、起こった出来事への対応
と、以前なら困難であった問題の解決を支援します。 

エッジデバイスの多数のシステムのセンサーが、インターネット、LAN、WAN、モバイル・ネットワーク経由でデータをストリーミングする

23475111

ネットワーク、インターネット、2G、3G、4G、LAN、WLAN
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1   Shawn Rogers「Big Data Is Scal ing BI and Analytics」、Information Management（2011年 9月 1日）。
 http:// information-management.com/issues/21_5/big-data-is-scal ing-bi-and-analytics-10021093-1.html?zkPrintable=true （英語）

2  Deb Roy「The Birth of a Word」TEDにおける講演（2011年 3月）。
 http://ted.com/talks/deb_roy_the_birth_of_a_word.html

エッジデバイスのデータの規模と範囲を示す例として、ここではボー
イング社のジェット機のエンジンから生成されるマシンデータを考えて
みましょう。1基のエンジンが 1時間当たり20テラバイト（TB）のセン
サーデータを生成するため、エンジンを 4基搭載したジャンボジェット
機が大西洋を横断する間に生成するデータの総量は 640TBに達し
ます。米国 /欧州間では 1日に 25,000便が運行されているので、1
日分のセンサーデータはエクサバイト単位にもなります。1

私たち人間もセンサーデータを生成しています。MITメディアラボの
認知機械グループのディレクターである Deb Roy氏は、生まれた赤
ちゃんを自宅に連れ帰った日から 3年間、自宅内の行動と音を記録し
ました。9万時間以上の動画と14万時間以上の音声を分析し、子ど
もの会話の習得に関連付けた結果、人の発達と学習に関する非常に
多くの知見が得られました。2

http://information-management.com/issues/21_5/big-data-is-scaling-bi-and-analytics-10021093-1.html?zkPrintable=true
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ネットワーク・エッジのビッグデータがカバーする範囲は非常に広大
です。ネットワーク接続機器の数は 2015年までにほぼ 150億台に
達すると予測され 3、インテリジェント・システムおよびセンサーから生

成されるデータの総量、多様性、速度はますます増大しています。ど
うしたら、こうした刻々と変化するデータストリームを有効活用できる
でしょうか。 

モノのインターネット（IoT）の概要

•  センサー用の計装機能

•  処理および制御用のインテリジェント機能

•  通信用の相互接続機能

エッジデバイスのビッグデータは、物理的装置の組込みセンサーとア
クチュエーターによって生成されます。これらの機器は、通常はイン
ターネット接続と同じ通信プロトコルを使用して、有線および無線ネッ
トワークでリンクされています。インテリジェント・システムおよびセン
サーからのデータの生成と分析のプロセスは、しばしば「モノのイン
ターネット」（Internet of Things：IoT）と呼ばれます。 

IoTはセンサーデータの主要な発生源です。大量のセンサーデータ
は、ネットワーク経由でローカル・コンピューターまたはクラウドへと送
られて分析され、そこでアクチュエーターが物理的世界を制御するた
めに必要な情報を生成します。MapReduceを使用すると、エッジの
データは置かれているその場所でローカルノードによって収集、処理
され、そこからデータを必要とする場所に送られます。アクチュエーター
の場合、分析結果は直ちにフィードバックされ、それに基づいてデバイ
スが動作を修正します。

センサーデータの活用とグリッド・インフラストラクチャー

インテリジェント・システムおよび 
センサーから得られるデータの活用

3   「Global Internet Traffic Projected to Quadruple by 2015」The Network（プレスリリース）（2011年 6月 1日）。
 http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=324003 （英語）

http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=324003
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即時性：どの程度高速な分析が必要か

データから価値を引き出すために、すべての分析をリアルタ
イムで実行する必要があるでしょうか。現実の利用シナリオ
の中には、リアルタイム分析を必要としないものもあります。
エッジデバイスのアプリケーションは機器の動作を修正する
ために即時のフィードバックが要求されることもありますが、
集積されたデータを分析した結果が、直ちに必要とされると
は限りません。ほぼリアルタイムの処理、ニアライン処理（定
期的なバッチ処理）、または通常のバッチ処理で十分間に合
う場合も少なくありません。

現在、新興市場では、Hadoop*フレームワークを導入して
リレーション・ベースのデータと非構造化データの両方を処
理する傾向があります。欧州や米国などの成熟市場では、
従来のデータ管理システムがすでに普及しているため、バッ
チ分析とニアライン分析を使ってビッグデータ分析に着手す
る傾向があります。最終的には、大規模なインターネット企
業を含む各企業は、リアルタイム、ほぼリアルタイム、ニアラ
イン、およびバッチ処理を組み合わせたビッグデータ分析の
利用に向かって進化していくでしょう。

インテリジェント・コネクテッド・システム

IDCは、高性能マイクロプロセッサー、ネットワーク接続、高
度なオペレーティング・システムを搭載したシステムとして、
インテリジェント・システムを定義しています。現在の組込み
機器向けプロセッサーは、決まった機能をスタンドアロンで
実行するのではなく、演算性能と統合機能をデバイスに組
み込んだインテリジェント・システムを構成しています。クラウ
ドベースのアプリケーションおよび分析機能と、こうしたイン
テリジェント・システムを組み合わせることで、エッジデバイ
スのデータから価値を引き出し、モノのインターネット（IoT）
を実現できます。

出典：「I n t e l l i g e n t S y s t e m s T r a n s f o r m i n g t h e 
Embedded Industry, According to IDC」IDC（プレスリ
リース）（2011年 9月 9日）。

テクノロジーに与える影響

データが置かれているその場所でデータを分析するには、エッジデバ
イスおよびクラウド内に演算機能とストレージ機能をローカルで用意す
る必要があります。こうしたローカル・インフラストラクチャーは、以下
に示すようなデータの性質や問題点に基づいて、独自の課題に対応し
なければなりません。 

•  大量のセンサーデータが 24時間 365日ストリーミングされる。

•  データはノイズが多く、クリーンでないため、前処理が必要になる。

•  データは強い局所性を持ち、デバイスはローカルに運用および使用
される。

•  データの所有権、相互運用性、セキュリティー、プライバシーが大き
な問題となる。

現実には、こうした性質のどこが問題なのでしょうか。ここでは交通 /
公共安全を例に考えます。

•  道路上のセンサーの管轄部門が異なる場合がある。

•  カメラによって、公共安全部門が所有するものと、公共輸送部門が
所有するものがある。

•  データは民間車両上で生成される。

問題は、これらの複数のシステムから得られるデータを統合、分析し
て、有意義な知見を得ることができるかということです。民間車両上で
生成されるデータの所有者は誰でしょう。データのセキュリティーは確
保されているでしょうか。

一方で、こうした問題を解決することで、新たな価値が生まれます。複
数のデータストリームから見つかるある種の相関関係が、社会全体に
おいて大きな意味を持つことがあります。例えば、中国のある都市にお
ける最近の研究では、水道供給サブシステムから朝の洗顔時間を検
出することで、朝のラッシュアワーの予測が可能になることが示されま
した。同様に、夕方のオフィスの消灯時間を検知できれば、夕方のラッ
シュアワーを予測することもできます。こうした関係を把握することで、
各都市はピーク時の交通を上手に処理できると同時に、最も需要の大
きい時間帯の水と電力の供給問題を改善できます。

インテリジェント・システムおよびセンサーから生み出される数百ペタ
バイトのデータを、集中管理されたクラウドに転送することは非効率で
あり、コストもかかります。さらに、集中管理されたクラウドからインテ
リジェントな機能をリアルタイムでネットワークのエッジデバイスに提供
することは困難です。道路センサーの例に戻ると、交通の最前線では、
ある車両が信号を無視しているかどうかを集中管理されたクラウドが
判断するまで待ってはいられません。
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すでに存在しているテクノロジーを利用して、ビッグデータ分析の分
散型フレームワークとエッジデバイスのデータのローカル処理要件を
サポートするアーキテクチャーを増設できます。高性能プロセッサー、
10ギガビット・イーサネット・ソリューション、低価格のストレージオ
プションで構成されるクラスター上で、Hadoop*スタックを運用する
ことが可能です。多様な組込みシステムからインテリジェント・コネク
テッド・システムへの進化は、クラウドおよびビッグデータ分析プラッ

トフォームの開発と連動するかのように勢いを増しています。インテ
リジェント・システムおよびセンサーから得られるデータの使用例を
理解すれば、これらのシナリオの分析を可能にする顧客の要件、標
準アーキテクチャー、相互運用性の高いエンドツーエンドのソリュー
ションの開発はさらに進みます。その結果、ほぼすべての業種におい
て、新たなビジネス価値が得られます。行政 /公的機関、小売業、自
動車産業、製造業における使用例を以下に示します。 

「スマートシティ」とは、スマートグリッド・インフラストラクチャー（物理
的資本と情報通信技術）を利用した環境サステナビリティー（持続可
能性）の向上、エネルギー消費の管理、公共リソースの調整、都市住
民の生活の質の維持、持続可能な成長計画を指す概念です。 

インテルは現在、米国、欧州、中国におけるスマートシティ・イノベー
ション・プロジェクトに取り組んでいます。この構想の一環として、エッ
ジデバイスのインテリジェント・システムによってどのように都市環境の
管理が改善されるかの検証が行われています。例えば、電力会社と行
政 /公的機関は、信頼性の高いエネルギー供給と運用コストの削減
を目的として、スマートグリッドから得られるデータを利用して、エネル
ギーの生成、分配、消費の複雑な関係を理解しようとしています。同
時に、消費者は、スマートグリッドから得られるデータを利用して、例え
ば自宅不在時の自動消灯、使用していない機器のシャットダウン、室
温の調整など、個人的なエネルギー消費を上手に管理できます。

電力供給網全体にインテリジェント機能を導入すれば、グリッドデバイ
スとコンピューター・ノードに、測定、分析、予測機能を搭載することが
できます。その結果、集中化された制御センターだけでなく、ネットワー
クのエッジの近くでも、最適化された判断が行われます。デバイス間

の情報のやり取りは、いつ、どこで、どれだけの量のエネルギーを供給
するべきかの判断に役立ちます。そして、消費者は、ホーム・マネジメン
ト・ツールを使用して、エネルギー消費を監視、調整できます。 

スマートシティ：都市経営のパフォーマンスの向上

エッジデバイス上のデータの使用例

インテル・サイエンス・テクノロジー・ 
センター（ISTC）による 
ビッグデータへの取り組み

インテルは、MITのコンピューター・サイエンスおよび人工知
能研究所に置かれた最新のインテル・サイエンス・テクノロ
ジー・センター（ISTC）でのビッグデータ研究を支援していま
す。この研究は、行政 /公的機関、金融サービス、ヘルスケ
アおよびライフサイエンス、製造、小売などのさまざまな分野
におけるビッグデータ分析のイノベーションを加速する方策
を探求するものです。MITを拠点に、カリフォルニア大学サン
タバーバラ校、ポートランド州立大学、ブラウン大学、ワシン
トン大学、スタンフォード大学との共同研究が行われます。
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Amazon.comが自社の顧客を理解しているように、一般の小売業者
も自社の顧客を理解できるとしたらどうでしょう。従来の販売促進シ
ステムは、店舗、地区、地方、時間、製品カテゴリーごとに PoSデー
タを収集し、集計するものですが、詳細なトランザクションを特定の顧
客に関連付けることで得られる知見を提供することはありません。さら
に、データの規模、詳細度、あるいはコスト上の理由から、小売業者
が特定の商品の詳細情報を数カ月以上保管することはありません。
Hadoop*フレームワークは、このような従来の経済性を変革し、デー
タの保管コストの劇的な削減と柔軟性の向上により、新たな知見の獲
得、在庫計画、購買層ではなく個々の顧客への正確なマーケティング
を可能にします。

小売業者は、データを収集して直ちにフィードバックを提供するインテ
リジェント・コネクテッド・システムを使用して、顧客に対する働きかけ
を行っています。

•  広告効果の測定、特定の対象に向けたメッセージの表示、高度に個
別化された情報の提供が可能なデジタルサイネージ

•  製品在庫の表示、お勧め商品の表示、セルアップの促進が可能なト
ランザクション /PoSシステム

•  インタラクティブ・ディスプレイ、ビデオ・アナリティクス、デジタルサイ
ネージ、キャッシュレス・ディスプレイ・システムによって通行人に働き
かけ、新製品のアイデアへのフィードバックを集めるためのサンプル
から、生鮮食料品、宝石などの高級アクセサリーに至るまで、あらゆ
るものを販売するインテリジェントな自動販売機

•  オンライン環境またはインストア環境への橋渡しとなり、買物客のプ
ロファイルや過去の購入データを利用して、オンラインストアまたは
実店舗のお勧め商品を示すインタラクティブ・キオスク

•  盗難を防ぎ、迷子を見つけ出し、主な店内エリアの交通などの購買
層データを収集して販売促進活動を支援する、デジタル・セキュリ
ティー監視システム

これらのシステムによって生成されるデータを上手に分析できれば、顧
客中心型の「コネクテッド・ストア」が実現し、店舗運営を最適化すると
同時に、オンラインとインストアを組み合わせた「オンストア」環境が作
り出されて、心情的にも満足のいく体験を買物客に提供できます。顧
客は、複数のチャネルにわたる信頼できる小売業者から自分が欲しい
ものを素早く見つけることができ、購入プロセスのあらゆる段階に関与
できます。小売業者は、サプライチェーン活動と実際の買物客の行動
を統合し、特定の顧客とのすべての接点で、一貫して優れたショッピン
グ体験を提供できます。さらに、小売業者は、顧客が従来よりも有意
義な方法でブランドに関与できる機会を提供し、顧客忠誠度を強固に
することができます。

小売：コネクテッド・ストア
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自動車における ITと消費者（ユーザー）体験の融合は、インテリジェン
ト車載システムの形態で急速に広がっています。これらのシステムは、
デジタル家電、モバイル機器、センサーなどのネットワーク接続機器と
車両とのシームレスな接続を実現し、車内の体験を一変させています。
子どものためのビデオを流すだけでなく、これらのデータソースを集約
して分析することで、直ちに有益な情報の提供を開始できます。例え
ば、位置データと道路工事などの交通情報を組み合わせて、渋滞の
回避や最速ルートの選択が可能になります。その他のビッグデータの
応用例には、以下のものがあります。

•  顔認識ソフトウェアを使用する内蔵カメラで、運転者の注意力を監視
し、過労や異常の兆候を見つける。

  システムは運転者の表情を読み取り、自動的に警報音を鳴らし、自
動車を安全に停止し、必要に応じて緊急サービスに連絡します。

•  友人が近くに来たときに通知し、運転者や同乗者と友人をつなぐ。

•  前方の道路標識、車両死角部の障害物、道路状態に関するアラート
を提供する。

•  車両の動作状態を予防的にモニターし、誤動作の可能性を事前に
警告する。

•  カスタマー・リレーションシップ・マネジメントとビークル・リレーション
シップ・マネジメントを向上させる、価値ある新しい自動車サービスと
アプリケーションを提供する。

•  スマートフォンを使用して、リモートからのキーレスエントリーや、改
ざんや衝撃に対するアラートを提供する。

•  各方向からのリアルタイムの交通の流れを検出し、交通信号を自動
的に切り替えて流れを改善する。

•  自動車と道路、自動車と安全システム、自動車同士の接続機能の普
及とともに、自動化されたリアルタイムのインテリジェントな判断によ
り、輸送インフラストラクチャー上の交通を最適化する。

スマート・ファクトリーでは、ITと運用技術とがこれまでにない方法で
融合します。現在の工場の大半は、高度に自動化されてはいますが、
特定の生産工程のための専用工場となっています。そして、現場のデ
バイス層と制御層は、企業を運営しているビジネス・ネットワークおよ
びデータ・ネットワークとは情報の交換を行っていません。 

一方、スマート・ファクトリーは、役員会議室、工場の現場、サプライ
チェーンを相互に接続し、製造プロセスの高度な制御と効率化を実現
します。カメラ、ロボティック・マシン、運動制御装置などのデバイス内
のセンサーとアクチュエーターがデータを生成したり、利用することで、
リアルタイム診断と予測的メンテナンス、プロセスの可視性の向上、工
場の稼動時間と柔軟性の向上が実現されます。

主な利用シナリオには、以下のものがあります。

•  工場の現場全体の通信および企業 ITシステムとの通信により、工
場の資源、従業員、供給メーカーの協調を効率化

•  障害状態を検出し、迅速な対応を実現

•  状況認識の向上、現場のシームレスなマルチゾーン保護、Supervisory 
Control and Data Acquisition（SCADA）のネイティブサポート、リモート
からのデバイス管理

•  ロボティクスによる生産性と産業安全性の飛躍的な改善

•  生産ラインの活動をモニタリングし、製品品質の問題に対応

自動車：路上のコネクテッド・インテリジェンス

製造：スマート・ファクトリー 
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ビジネスに変革をもたらすビッグデータの時代は、すでに到来してい
ます。現時点では、ビッグデータのソースとしてソーシャルメディアが
注目を集めていますが、ビッグデータ分析が約束する可能性を実現す
るには、インテリジェント・システムや各種センサーから得られるビッグ
データの潜在力を活用することも必要であるとインテルは考えます。 

ネットワークのエッジ・データ・ソースを利用するにために必要な次の
ステップを、以下に示します。

•  使用例とその意味を理解する。既存の多様なデータソースを、統合
されたインテリジェントなコネクテッド・システムのネットワークへと進
化させる方法について理解する必要があります。

•  エッジデバイスのデータ分析における利用モデルの要件を定義す
る。ビッグデータ分析に分散型フレームワークを利用するアーキテク
チャーが必要です。具体的には、データが置かれている場所の近くに
演算処理機能を配置することで、インテリジェント・システムとローカ
ルクラウドを利用して、エッジでのビッグデータ分析をサポートします。

•  エッジデバイスの分析システムから集約されたデータを、さらなる分
析のために、他のクラウドおよび分析プラットフォームに高速かつ安
全に提供できるようにする。

•  データの所有権、相互運用性、セキュリティー、プライバシーに関す
る問題に対処する。

インテリジェント・システムおよびセンサーから得られるデータへの関
心が高まり、その利用方法についての理解は徐々に進んでいますが、
こうした新しい潮流の最前線に立つのがインテルです。クラウド・コン
ピューティングとビッグデータ分析の分野で、インテルはすでに主導的
な役割を果たしています。例えば、インテルは、300社以上の大手グ
ローバル企業の ITマネージャーで構成される独立団体である Open 
Data Center Al l iance（ODCA）に技術アドバイザーとして参加して
います。また、新たに発足したデータ・サービス・ワークグループでも
主要な役割を担い、ビッグデータの安全な収集、管理、分析をサポー
トする利用モデルの要件の定義、Hadoop*フレームワークのベンチ

マークの推進、ビッグデータ・フレームワーク・クラウドを実現する相互
運用性の高い標準の開発に取り組んでいます。

 さらにインテルは、インテリジェント・システムに搭載されるテクノロ
ジーの提供に加え、大規模なデータセットを処理し、それをより深い知
見へと変えるのに必要な抜群のパフォーマンス、低レイテンシー、高ス
ループットを実現するプラットフォームの提供に、長年にわたる経験を
重ねてきました。

インテルは、ビッグデータを有効に活用するためのテクノロジー、ガイ
ダンス、そしてビジョンをお届けします。

 

ネットワークのエッジデータとビッグデータ分析の詳細については、
インテルの ITセンターの Webサイト ht t p : / / w w w . i nt e l . co . j p /
b i g d at a / を参照してください。

次のステップ

エッジデバイスのデータの管理と 
分析に向けた次のステップ

インテルは、刻 と々変化するこの分野の最新情報をお届けし
ています。

 •  最新の手法に関する情報を得る：インテルは、皆様が
ビッグデータ環境を低リスクで迅速に導入できるように、
実践的なガイダンスを提供しています。http://www.
intel .co. jp/bigdata/ を参照してください。

 •  エッジデバイスのデータ分析から得られるビジネスチャン
スについて検討する：事業部門と協力して、ネットワー
クのエッジ既存システムとデータの有効利用の可能性
について理解できます。詳細については、http:// intel .
com/intelligentsystems/（英語）を参照してください。

http://www.opendatacenteralliance.org/japan
http://www.opendatacenteralliance.org/japan
http://www.opendatacenteralliance.org/ourwork/dataservicesworkgroup
http://www.intel.co.jp/bigdata/
http://www.intel.co.jp/bigdata/
http://www.intel.co.jp/bigdata/
http://www.intel.co.jp/bigdata/
http://intel.com/intelligentsystems/
http://intel.com/intelligentsystems/
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