
THE BUSINESS IMPACT OF 
ADVANCED ANALYTICS
最先端の分析がもたらすビジネスインパクト



効率性と顧客サービス

重要なビジネスプロセスを迅速化し、顧客サービ
スの価値を高め、スタッフがより迅速かつスマー
トに仕事に取り組めるように支援します。

	 	AerospikeとZypMedia

	 	Montefiore	Health	System

	 	Sharp	HealthCare

最先端の分析がもたらすビジネスインパクト
さまざまな業界における変化やイノベーションの速さは、 日常生活を取り巻くデータ量の増加にも密接に関連しています。
現在では、多くの企業が自分たちの顧客や業務プロセスに関する詳細な情報を手にするようになりましたが、こうした貴重
なリソースの活用には依然として苦労しています。

もちろん取り組む価値は大いにあります。

マシンラーニングや予測分析など最先端の分析手法を活用することで、効率の向上、イノベーションの推進、リスクの低減、
顧客体験の向上につながります。

業界の種類を問わず、分析はビジネスに大きなインパクトを与えます。

最先端の分析がもたらすビジネス変革の実態を把握するために、以下の各事例をご覧ください。 リンクをクリックすると、そ
れぞれの実例についての概要を確認できます。

イノベーション

全く新しい方法でデータを活用することで、競争
力を高める新しいサービスやワーキングモデル
を導入できます。

	 	True	Corporation

	 	Johnson	&	Johnson

	 	CaixaBank

セキュリティーとリスク軽減

サイバー脅威からユーザーと顧客を保護し、企業
内のリスクを軽減する能力を強化します。

	 	Cybraics

	 	Union	Pay



効率性と 
顧客サービス
メディア企業から病院まで、 サービスを重視する組織では、 顧客や患者の

ニーズに迅速かつ的確に対応できることが不可欠となります。 しかし、デー

タ量の増加に伴って、こうした対応はより複雑な課題になります。 インテル® 

テクノロジーに基づく最先端の分析ソリューションを使用して、プロセスを

効率化し、顧客体験を向上させている組織の事例をご覧ください。

紹介する効率性と顧客サービス事例：

• Aerospike と ZypMedia
• Montefiore Health System
• Sharp HealthCare



分析した情報に基づく広告で、 
地元企業の新規顧客開拓を支援

デジタル広告業界はますます複雑化し、リスクの高い環境となっています。 消費者が、スマートフォンやタブ
レット、コネクテッド TV といった、さまざまなデバイスを使用してコンテンツにアクセスするようになるにつ
れて、広告主の側でも、適切なデバイスで、適切なターゲットに、適切なタイミングで、適切な広告を確実に提
供することが重要になってきています。

国内広告を地元企業に提供している ZypMedia では、 0.5 ミリ秒の応答時間を必要とする、 1 秒当たり
約50万件のトランザクション要求が発生する中で、この高品質のサービスを提供するための速度と柔軟性を
求めていました。

同社は、オンプレミス・ソリューションの柔軟性を維持しながら、インターネット規模の問題への対応を目指
す顧客を支援するデータベース企業、 Aerospike と連携しました。 Aerospike のデータベースとインテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサー上でソフトウェアを実行することで、ZypMedia は大幅なパフォーマンス
向上を実現しました。

「インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを採用したことで、当社のソフトウェアは約 4 倍の利益をも
たらしました。1 つまり、 短時間でより多くのデータを送信できるようになり、 広告を迅速に配信することが
可能になったということです」 と、 Aerospike の共同創設者兼 CTO、 Brian Bulkowski 氏は語ります。 また、
同社はリアルタイムの広告オークションに必要な低レイテンシーも実現しています。

 
詳細については、こちらのビデオを参照してください。

Aerospike と ZypMedia

1	 	Aerospike*	Server	Enterprise	3.12.1、 Aerospike*	Benchmark	Application、 OS：CentOS*	7.2（カーネルを4.4.59に更新）。テストは2017年4月にインテルが実施。データベースに各
100バイトのレコードを4億件保存し、Aerospike*	Java*	Benchmarkツール （https://github.com/aerospike/aerospike-client-java/（英語）） でベンチマークを実施しました。ワークロード
では、95%/5%の読み取り/更新比をシミュレートしました。2つのAerospike*インスタンスを単一サーバーで立ち上げてクラスターを形成しています。

	 	ベースライン：インテル®	Xeon®	プロセッサー	E5-2699	v4、 2.20GHz、 22コア、ターボおよびHT有効、BIOS	SESC610.868.01.01.0016.033120161139、総メモリー容量：128GB、 16	
DIMM/8GB/構成済みの動作周波数：1866MHz/DDR4	DIMM、インテル®	82599ES	10ギガビット・イーサネット・コントローラーx2	–	2つのネットワーク・コントローラーの全4ポートをボン
ディングし、合計40,000MB/sボンドを達成。ストレージなし：インメモリー・ワークロード。

	 	新規：インテル®	Xeon®	Platinum	プロセッサー	8180、 2.50GHz、 28コア、 ターボおよびHT有効、 BIOS	SESC620.868.01.00.0412.020920172159、 総メモリー容量：384GB、 12	
DIMM/32GB/構成済みの動作周波数：2666MHz/DDR4	DIMM、インテル®	82599ES	10ギガビット・イーサネット・コントローラーx2	–	2つのネットワーク・コントローラーの全4ポートをボン
ディングし、合計40,000MB/sボンドを達成。ストレージなし：インメモリー・ワークロード。

	 	クライアント：8基のクライアント・システムを使用してサーバーにクエリーを同時に送信し、ワークロードを発生させました。「ベースライン」 と「新規」の両方で同じクライアントが使用さ
れました。クライアントの構成：CentOS*	7.2（カーネル	3.10.0-327）、インテル®	Xeon®	プロセッサー	E5-2697	v4、 2.30GHz、 18コア、ターボおよびHT有効、BIOD	SESC610.868.01.0	
1.0016.033120161139、総メモリー容量：128GB、8	DIMM/16GB/構成済みの動作周波数：2400MHz、インテル®	82599ES	10ギガビット・イーサネット・コントローラーx1。

	 	詳細については、https://youtu.be/JndYUfQiLhg/（英語）を参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

「Aerospikeは、トランザクション・
データについてより多くの分析を
実行しようとしている企業に、より
多くのデータを最前線で提供する
ことを目指しています…インテルの
CPUとその機能により、ネットワー
クからストレージまで、毎秒数百万
ものトランザクションを提供でき
ることが分かってきました。そして、
それは実際に顧客の問題の解決に
役立っています」

Aerospike 
共同創設者兼 CTO 
Brian Bulkowski 氏

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	スケーラブル・ 
プロセッサー

ビデオを見る（英語）

目次ページへ戻る

https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/scalable/software-solutions/aerospike-enterprise-database.html
https://github.com/aerospike/aerospike-client-java/
https://youtu.be/JndYUfQiLhg/
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/scalable/software-solutions/aerospike-enterprise-database.html


「目の前の患者に対して正しい治療
を確実に行うには、 その患者の適
切な情報が必要です。 それで命を
救えないのなら、何のための情報で
しょうか」

Montefiore 
システム担当上級副社長  
兼 最高医療責任者 
Andrew Racine 氏

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	スケーラブル・ 
プロセッサー

ビデオを見る

セマンティック・データ・レイクにより 
速やかな治療を実現

Montefiore Health System は、ニューヨークのブロンクスで多数の医療施設を運営しています。 ほかの多く
の医療機関と同様に、Montefiore Health System では、高精度医療やよりパーソナライズされた治療に移
行する中で、記録・保存される患者データが急増しています。 同時に、政府によるコスト削減の圧力と、すべて
のデータの保護という業界の厳しい規制に直面しています。

同病院では、複数のソースからさまざまな形式のデータを収集して総合的に分析できるようにする、セマン
ティック ・ データ ・ レイク ・ ソリューションを構築しました。 データの種類は、 臨床医データ、 人口統計 /
環境 / 行動 / 健康調査の結果、 人口統計学データ、 医療用画像ファイル、 医師のメモなど多岐にわたります。
Montefiore は、インテル、Cloudera*、Hadoop* を連携させて、予測分析アルゴリズムと処方的分析アルゴ
リズムをデータに適用し、マシンラーニングを使用して時間をかけてインサイトを最適化しました。

Montefiore はこのソリューションを使用した最初のプロジェクトで、今後 48 時間以内に死亡する危険性が
高い患者や挿管が必要な患者を特定しました。 効果的な治療処置を行うタイムリミットが 48 時間であるた
めです。 精度が 70% を超える正確な予測の実現により 2、医師は早期に治療を行って、致命的な症状や呼吸
不全を防ぐことができます。

 
詳細については、こちらのビデオを参照してください。

Montefiore Health System

2	 	詳細については、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/healthcare-it/solutions/documents/montefiore-advance-patient-care-solution-brief.htmlを参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

目次ページへ戻る

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/healthcare-it/solutions/videos/montefiore-personalized-medicine-video.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/healthcare-it/solutions/videos/montefiore-personalized-medicine-video.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/healthcare-it/solutions/documents/montefiore-advance-patient-care-solution-brief.html


予測分析により、 
リアルタイムの臨床的介入を促進

カリフォルニア州サンディエゴに本拠地を置く Sharp HealthCare は、病院の医療上の緊急事態に対応する
ために、専門の緊急対応チームを設置しました。 しかし、緊急事態を予測することは難しく、チームが起こり
得る状況を見極めるためには、手動でのカルテの確認に多くの時間を費やさなければなりませんでした。

Sharp HealthCare は、 こうした分析を迅速化できるかどうかを確認するために、 患者の健康状態の悪化を
検出し、リスクのある患者を速やかに特定する予測モデルを開発しました。 インテル、Cloudera、ProKarma
と協力して、 病院の電子カルテ （EMR）システムのさまざまなデータ （血圧、 体温、 脈拍数など） を分析し、
マシンラーニングを使用してモデルをトレーニングするソリューションを構築したのです。

概念実証（PoC） において、Sharp HealthCare が過去のデータに対してこのモデルをテストしたところ、今後
1 時間以内に緊急対応チームが対処すべき事態が発生する可能性を 80% の精度で予測できることが判明
しました。3 これは、リアルタイムの臨床的介入の促進、転帰の改善、リソース使用率を向上させる可能性を示
していました。 これにより、Sharp HealthCare は患者の治療で予防的な措置を講じるだけでなく、EMR テク
ノロジーへのこれまでの投資から付加価値を引き出すこともできました。

 
詳細については、こちらの導入事例を参照してください。

Sharp HealthCare

3	 	詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/documents/using-machine-learning-and-emr-data-to-predict-	patient-decline-case-study.
html（英語）を参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

「リアルタイムで利用可能なEMR
データを分析するだけで、患者の病
状が悪化する時期を驚くべき精度
で実際に予測できることが分かり
ました…この種のテクノロジーは、
臨床的および財務的な投資収益率
を実現する大きな可能性を秘めて
います」

Sharp HealthCare 
エンタープライズ分析担当副社長 
Brett MacLaren 氏

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	プロセッサー	 
E5	ファミリー

詳細を読む（英語）

目次ページへ戻る

https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/documents/using-machine-learning-and-emr-data-to-predict-patient-decline-case-study.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/documents/using-machine-learning-and-emr-data-to-predict- patient-decline-case-study.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/documents/using-machine-learning-and-emr-data-to-predict- patient-decline-case-study.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/solutions/documents/using-machine-learning-and-emr-data-to-predict-patient-decline-case-study.html


 
イノベーション
デジタル経済における競争力とは、変化することを受け入れること、つまり、

適応力があることを意味します。 これは、 組織内にある貴重なデータ資産

を最大限に活用するということでもあります。 最先端の分析とデータ管理

を使用して、将来に向けた変革を可能にした革新的な組織の事例をご覧く

ださい。

紹介するイノベーションの事例：

• True Corporation
• Johnson & Johnson
• CaixaBank



ビッグデータと最先端の分析により、 
100万人の顧客の情報をあらゆる角度から把握

タイの大手通信プロバイダーの 1 つである True Corporation は、100 万人以上の顧客にサービスを提供し
ています。 同社は TrueMove H モバイルサービスの顧客の利用パターンを調査したいと考えていましたが、
そのためには、全社的にビッグデータ・リソースを保存し、その分析と理解する能力を高める必要がありました。
また、この可視化の拡大によって、値引きやキャンペーンで顧客への訴求を高め、カスタマー ・エンゲージメン
ト活動の投資収益率（ROI） を向上させることも計画していました。

同社は、 インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリーを搭載し、 Cloudera Distribution including 
Apache* Hadoop*（CDH*）オープンソース分散処理プラットフォームを実行するビッグデータ・プラット
フォームを構築しました。 その結果、データ全体に分析を適用して、100 万人の顧客の情報をあらゆる角度か
ら把握することが可能になり、顧客ごとに関連性の高いサービスを提供する上で役立つ、行動に関するイン
サイトを獲得できるようになりました。

より多くのインサイトを手にすることにより、全社的にイノベーションを推進し、意思決定の効率を高めること
ができます。 また、既存のデータ・ウェアハウスを拡張するのではなく、エンタープライズ・クラスのビッグデー
タ環境に投資することで、データ管理コストも削減されました。

 
詳細については、こちらの導入事例を参照してください。

True Corporation

4	 	詳細については、https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/true-corp-casestudy.pdf（英語）を参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

True	Corporationでは、インテル®	
テクノロジーと CDH上でビッグ
データ分析を実行することでクエ
リー時間を40% 短縮し、 より多く
の情報に基づく迅速な意思決定を
可能にしました。4

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	プロセッサー	 
E5	ファミリー

詳細を読む（英語）

目次ページへ戻る

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/true-corp-casestudy.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/true-corp-casestudy.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/true-corp-casestudy.pdf


Johnson＆Johnsonでは、ハイブ
リッド・クラウドとマシンラーニン
グを使用することで、 プロビジョ
ニングに要する時間を 3 カ月から
1 時間足らずに短縮しました。

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	プロセッサー

ビデオを見る

ハイブリッド・クラウドと最先端の分析により、 
インサイト獲得までの時間を短縮

Johnson & Johnson は、毎日 10 億人の人々と接する世界最大のヘルスケア・プロバイダーです。 同社が目
指すビジョンは病気のない世界であり、その実現のために、病気の予防、進行の抑制、治療に取り組んでいます。

こうした取り組みの中心となるのがデータです。 Johnson & Johnson の場合、構造化、非構造化、音声、ビデ
オ、画像など、さまざまな種類のデータセットが、65 カ国の 200 社を超える事業会社に分散しています。 これ
らの事業会社には、それぞれ独自のプロセスと考慮すべきマーケティング条件があります。 そのため、すべて
のデータを集約し、全社的なインサイトと意思決定に役立てることは困難でした。

同社は、ほぼリアルタイムで大規模にデータを探索し、全体像を理解するために、ハイブリッド・クラウド・アー
キテクチャーとマシンラーニングなどの最先端の分析を使用しています。5 これにより、医療機器の在庫管理
や収益機会の予測に役立つパターンや関係性を特定できるようになりました。 また、プロビジョニングに要
する時間が、3 カ月から 1 時間足らずに短縮され、より的確で迅速な意思決定が可能になりました。

 
詳細については、こちらのビデオを参照してください。

Johnson & Johnson

5	 	詳細については、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/johnson-and-johnson-gains-improved-outcomes-video.htmlを参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

目次ページへ戻る

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/johnson-and-johnson-gains-improved-outcomes-video.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/johnson-and-johnson-gains-improved-outcomes-video.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/johnson-and-johnson-gains-improved-outcomes-video.html


クラウドとビッグデータで 
情報企業を目指す

ここ数年にわたるオンライン / モバイルバンキングの成長により、 CaixaBank では、 データ量が爆発的に増
加しました。 顧客へのパーソナライズされた魅力的なサービスの提供、不正攻撃の特定と対処、コンプライアン
ス要件への適合など、銀行が行うあらゆる業務において、この大量のデータを適切に収集、管理し、分析でき
ることがこれからのカギとなります。

このデータ駆動型と言える課題に効果的に対処するために、 CaixaBank は、 ほかの多くの銀行と同様に、
銀行としてのアイデンティティーを再考する必要があると考えています。 同銀行のビッグデータ・ツール担当
ディレクターの Xavier Gonzalez Farran 氏は、 「私たちは、情報企業になるために必要な対策を講じています。
近い将来、それが成功のカギになると考えているからです」 と説明します。

同銀行では、 インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーを搭載し、 Oracle* Appliance、 Exalytics、
Exadata をベースとするビッグデータ・ソリューションを導入しました。 このソリューションにより、相互接続
されたプラットフォームにすべてのデータが集約されるので、データの種類やビジネスにおける用途に最も
適した環境にデータを読み込むことができます。 その結果、場所を問わず、必要なデータに簡単にアクセスで
きるアプリケーションの構築が可能になります。

データをまとめて把握できるようになったことで、CaixaBank は最先端の分析を適用して、イノベーションを
推進し、業務を効率化するインサイトを生み出すこともできるようになりました。 例えば、同銀行では、顧客セ
グメントに合わせて企画するのではなく、個人に合わせてパーソナライズされたサービスを提供できるよう
になりました。 また、リスク管理の改善に役立つ予測モデルも使用しています。6

 
詳細については、こちらのビデオを参照してください。

CaixaBank

6	 	詳細については、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/caixabank-analytics-in-banking-video.htmlを参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

「ビッグデータが普及しています。
これは部門ごとのソリューション
ではありません。 CaixaBankでは、
ビッグデータこそが新たなメイン
フレームです。 そして、 トランザク
ション中心の世界から情報中心の
世界へと移行するためには、 組織
の文化を変えていかなければなり
ません」

CaixaBank 
最高データ責任者 
Luis Esteban Grifoll 氏

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	プロセッサー	 
E7	ファミリー

ビデオを見る
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セキュリティーと 
リスク軽減
データ量とソースの増加は、新たな機会を生み出すだけでなく、新たな課題

と脅威ももたらしています。 組織は、リスクを最小限に抑え、先を見越して

サイバー脅威に対抗することによって、保護とコンプライアンスを確保する

必要があります。 厳しく規制された業界で、最先端の分析を使用してセキュ

リティー ・プロファイルを強化している組織の事例をご覧ください。

紹介するセキュリティーとリスク軽減の事例：

• Cybraics
• Union Pay



「医療機器は手術や患者の治療に
不可欠です…nLighten* がこの
［巧妙な］脅威を検出できたことは
幸いです」

米国の大規模な医療システムの 
セキュリティー責任者

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	プロセッサー	E5	
ファミリー/インテル®	Solid-State	
Drive

詳細を読む（英語）

接続されたデバイスの 
サイバー攻撃からの保護を人工知能で

サイバー攻撃は常に進化と増加を続けています。 特に、ネットワークに接続された医療機器の数が増え続け
る中で、大量の機密データを保持する医療機関は、サイバー犯罪者にとって恰好の標的となることも少なくあ
りません。 米国のあるマルチサイトの医療システムでは、 独自のデータや患者のデータに対するこれらの巧
妙な脅威に対抗するために、すでに多くの措置を講じていました。 しかし、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃
を検出するために、さらに多くの対策が必要だと考えていました。

同組織は、 人工知能（AI） と最先端の分析を組み合わせたインテル ® テクノロジー ・ ベースの Cybraics 
nLighten* プラットフォームを使用しています。 このプラットフォームは、 環境内のネットワーク、 ユーザー、
デバイスといった要素の動作を分析し、未知の脅威、巧妙な脅威、内部関係者の脅威、脆弱性、感染、標的型
攻撃を特定します。

このプラットフォームは、 これまで特定できなかった多くの問題を特定することに成功しました。7 例えば、
このプラットフォームのおかげで、一部の医療機器が未知のランサムウェアに感染していることが判明しま
した。 これにより、この医療システムでは、患者の安全とプライバシーを脅かしている、破壊的でコストがかか
る可能性のある侵害を回避することに成功しました。 同時に、IT チームは Cybraics が提供する Analytics as 
a Service モデルを使用して、アラートの過負荷を回避し、サイバー防御の総保有コストを削減しました。

 
詳細については、こちらの導入事例を参照してください。

Cybraics

7	 	詳細については、https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/strengthening-security-with-cybraics-ai-based-analytics-case-study.pdf（英語）
を参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら
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マシンラーニングにより、 
先を見越してリスクを軽減

中国に本拠地を置く、バンキングサービスと決済システムを専門とする国際金融機関の China UnionPay で
は、モバイル、オンライン、ソーシャルメディアなどの新しいチャネルで年間、最大 200 億件の支払いを処理し
ています。 従来のセキュリティー ・リスク・モデルでは、犯罪者に悪用されるおそれのある抜け穴が生じるため、
俊敏性に優れた事前対応型のインテリジェントな脅威対応システムが必要でした。

China UnionPay は、 ルールベースのリスク管理モデルから、 インテル ® テクノロジーを搭載した Apache 
Spark* ベースのニューラル・ネットワーク・モデルに移行しました。 これにより、China UnionPay には、次の
ようなメリットがもたらされました。

 •  大規模なデータセット内の非線形パターンを特定できるようになりました。 自動更新によって新しい情報
が確保されるので、リスク予測精度を向上させることができます。

 •  一連の基準が満たされているかどうかをバイナリーで表示する方式から、進化する新たなリスクと並行して、
システムがマシンラーニングを適用して更新されるようになりました。

 •  事前構成されたアラートから離れ、マシンラーニングと、リスクを評価するリアルタイムの評価モデルに
より、過去のデータを使用してデータを迅速に分析、集計し、関連付けることができるようになりました。

結果的に、China UnionPay は、ルールベースのリスク管理システムに比べ、精度を最大 60% 向上させるこ
とができました。8 また、このシステムにより、社内チームは、分析ツールとデータサイエンスの手法をローデー
タに適用するための有益なインサイトを生み出すことができるようになりました。

 
詳細については、こちらの導入事例を参照してください。

Union Pay

8	 	詳細については、https://www.intel.com/content/www/us/en/financial-services-it/union-pay-case-study.html（英語）を参照してください。

	 	完全な免責条項の確認はこちら

China	UnionPayでは、マシンラー
ニングを使用することで、 ルール
ベースのリスク管理システムに比べ、
精度を最大 60% 向上させることが
できました。

インテル® テクノロジー：
インテル®	Xeon®	プロセッサー

詳細を読む（英語）
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