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インテリジェント・ネットワーク 
最適化の強化

Bharti Airtel、インテル® アーキテクチャーで強化されたリアルタイム・ネットワーク・ 
アナリティクスを通じて顧客体験を向上

概 要
接続されたデバイスの急激な増加と浸透が続く現在、 通信サービス事業者 （CoSP）は、 消費モ
デルの変化に合わせた前例のない課題に直面しています。 モバイル・ データ・ トラィックの爆発
的な増加も加わり、 ネットワークの運用と展開方式の早急かつ大胆な変革がサービス事業者に
突き付けられています。

Bharti Airtel は世界をリードするテレコム会社であり、加入者数では世界のモバイルサービス事
業者の上位3社に入ります。 競争が激しく、かつ加入者層が継続的に増加する状況で、一貫性の
ある価値の高い顧客体験の提供は成功に不可欠です。 Bharti Airtel は、 優位なポジションを維
持するための懸命な努力の一環として、インテル® アーキテクチャーを活用して同社のネットワー
ク・パフォーマンスを最適化し、増加し続ける顧客層にシームレスな体験を提供しています。

高品質で一貫性のある顧客体験の必要性
顧客は、 使用しているデバイス、 チャネル、 テレコムサービスの種類にかかわらず、 一貫性のあ
るシームレスな体験を期待しています。 現在の顧客層を維持し、 解約を減らす鍵は、 サービスと
タッチポイント全体で心に響く信頼性の高い顧客体験を提供できるか否かにあります。

現在の優位を維持することを念頭に、Bharti Airtel は業界随一のソリューションの開発段階で
インテルをキー・コラボレーターに選び、次の2つの重要目標の達成を目指しています。

• 顧客体験の向上 : 顧客のニーズと期待に密着した体験を届け、 パーソナライズされた効率的
かつシームレスな体験を創出する。

• ネットワーク・ コネクティビティーの最適化 : コネクティビティーの利用状況を理解し、 リアル
タイムの最適化を実現することで、ネットワーク運用の効率性と費用対効果の改善を図る。

競争の激しい市場で当社が
優位な立場を維持するには、
将来に備えたネットワーク・イ
ンフラストラクチャーの展開
が不可欠です。 Bharti Airtel
とインテルは、 費用対効果の
高いシームレスな顧客体験を
提供するために緊密に協力し
ています。

Randeep Sekhon
Chief Technology Officer, 
Bharti Airtel
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ネットワーク・アナリティクスで顧客体験を強化する
顧客のスマートフォン購入とモバイル・インターネット利用が急増する
ビジネス環境で、前例のない速度でデータが爆発的に増加しています。

データの戦略的な価値を認め、 Bharti Airtel はネットワーク ・ アナリ
ティクス・ プロジェクトを立ち上げました。 自社ネットワークのデータ
を取り込んで保管し、 高度なアナリティクスを実行、 ネットワーク利用
とパフォーマンスに対する顧客側のインサイトを深く探ることを目的
としています。 最終的にはこれらのインサイトに基づき、個人のニーズ
に沿ってネットワークとコネクティビティーを最適化します。

ネットワーク最適化のコラボレーションとアクセラ
レーション
Bharti Airtel は、大量の構造化および非構造化データを処理していま
す。 このデータをすべて最大限に活用するためには、 高度な拡張性と
俊敏性があり、 パフォーマンスが最適化された IT アーキテクチャーが
必要です。 Bharti Airtel とインテルは、 顧客体験の転換と強化に向け
たネットワーク最適化をリアルタイムに実現するため緊密に協力して
きました。 Bharti Airtel はインテルの専門知識と技術を活用し、 レガ
シー・ ネットワーク・ インフラストラクチャーから現代的でスケーラブ
ルなネットワーク・ インフラストラクチャーへのシームレスなシフトを
完了しました。

リアルタイム・ 
ネットワーク・ 
アナリティクス

ハイパフォーマンス・ 
アナリティクス・ 
プラットフォーム

将来に対応可能な展開

ネットワーク・アナリティクス・ 
ワークロードを高速で強力に処理し、 

インサイトを得る時間を短縮。

特定のユーザーニーズへのサービス 
提供を可能にする、より個別化された

粒度の細かいアウトカムデータを実現。

将来の開発と投資を支えるフレキシビ
リティー、スケーラビリティー、ROI を 

提供。

インテル®Xeon® プラットフォーム：
Bharti Airtel に多大な貢献
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インテル®Xeon® プラットフォームは、 インテリジェントで最適化さ
れたネットワーク ・ インフラストラクチャーを実現するのに必要なパ
フォーマンス、 スケーラビリティー、 俊敏性を備えています。 レガシー
システムから、 インテル®Xeon® プラットフォームを中心としたネッ
トワーク ・ インフラストラクチャーにモダナイズすることで、 Bharti 
Airtel はパフォーマンスを大幅に改善しました。 ユーザー / データ・プ
レーン・ワークロードで最大4.1倍、シグナリング・プレーン・ワークロー
ドで最大1.7倍、 コリレーション ・ サーバー ・ ワークロードで最大1.7
倍です。1

俊敏でスケーラブル、最適化されたネットワークのた
めのインテル® アーキテクチャー
ワークロードが最適化されたインテル®Xeon® プラットフォームで、
Bharti Airtel はネットワークと顧客体験をリアルタイムでシームレス
に監視できます。 このため、 問題が拡大する前に修正措置を講じるこ
とができ、 ソリューションを円滑に提供できます。 リアルタイムに問題
を修正することで、 顧客体験の充実感と満足感が増します。 さらに、 こ
のプラットフォームは予測的アナリティクス機能、 すなわち、 さまざま
な種類のデータを使用して、 将来の潜在的成果を洞察する機能を持ち
ます。

そのほかに高いインフラストラクチャー ・ コスト、 長期化するハード
ウェア設置期間、 その他の競合性に影響する課題に対応できる、 将来
に備えたネットワーク・インフラストラクチャーの確保が Bharti Airtel
には不可欠でした。 インテル®Xeon® プロセッサーは、 将来のネット
ワークに理想的なプラットフォームを提供します。 これは自己最適化、
自己回復、自動修正能力などの、Bharti Airtel の将来を牽引する上で
鍵となる重要な機能とサービスの強化にとっても理想的です。

インテリジェント・ネットワーク・アナリティクス
の導入
今回のプロジェクトで、 Bharti Airtel は Apache Hadoop* プラット
フォームを活用した分散型プラットフォームを展開しています。 これ
は自社の全データの保管、処理、管理のため、また同データに基づくア
ナリティクスを効率化するために多くの CoSP が採用しているプラッ
トフォームです。 これらのフレームワークは、Bharti Airtel のリアルタ
イムなネットワークの最適化と実用的なインサイトを得る予測的な顧
客アナリティクスを動かす上で、重要な役割を果たしています。

このソリューションを通じて、 データのステージングを経ずに、 分散し
た構造化、 非構造化、 およびセミ構造化データをオンデマンドでマー
ジできます。 Hadoop* はあらゆるものをスキーマレス構造に保管する
ため、Bharti Airtel のインフラストラクチャーで、 レコードやユーザー
からのインプットを組み合わせたアウトプットを柔軟に分割し、 結果
をオンデマンドで提供できます。

インテル®Xeon® プロセッサーとインテル®SSD を搭載したこれらの
プラットフォームはビジネス・インテリジェンス・ツールとレポートツー
ルに統合され、 顧客とネットワークのインサイトの把握を後押しします。
インテル®Xeon® プロセッサーとインテル®SSD の統合により、Bharti 
Airtel のデータストレージとデータ処理インフラストラクチャーの速
度と効率が向上し、 コスト削減が実現します。 さらにこれらのプラット
フォームでは、 すべてのデータへのさまざまな方法でのアクセスが可
能になり、 堅牢なセキュリティー、 データ保護、 管理における Bharti 
Airtel の要求を満たします。 最終的に、 データの収集、 保管、 処理、 活
用、 モデル化、 提供は、 顧客とネットワーク・ パフォーマンスが一目で
分かる、統一化されたプラットフォームで行われます。

インテル®Xeon® プロセッサー搭載

図1: ソリューション・ソフトウェア・アーキテクチャー



1 Bharti Airtel の内部テストに基づいています。

インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。 実際の性能はシステム構成によって異な
ります。 絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。 詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してく
ださい。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

* その他の社名、製品などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ネットワーク・ アナリティクス・ プロジェクトの原動力は、 顧客データレイクとネットワーク・ デー
タレイクの2種類のデータソースです。 Bharti Airtel は、空前の量の顧客データを活用した強固
なデータレイク・プラットフォームを保有しています。 ネットワーク・データレイク・プラットフォー
ムは、モバイル・ネットワークの信号損失やサージ予測など、負荷の対処の改善に不可欠なデー
タ分析を実行し、より質の高い顧客体験の構築を促すことを目的としています。

ベネフィット改善の達成
インテル® アーキテクチャーを搭載したこれらのソリューションは既存の顧客およびネットワー
ク・ データを余すところなく活用するため、Bharti Airtel は一貫性のある顧客体験をリアルタイ
ムで提供することができ、顧客に以下のようなベネフィットをもたらします。

• 最適化されたネットワークと質の高いの体験 : かつてない直観性、 充実度、 直接性を備えた
費用対効果の高い、効率的なネットワークとユーザー体験を実現。

• プロアクティブなケア : データ ・ アナリティクスを利用し、 Bharti Airtel は、 顧客体験に影響
する前に問題を特定、 修正するのに役立つビジネス・ インテリジェンスおよびアナリティクス・
ツールを採用し、顧客の充足感を高めています。

先を見越す
ネットワーク・アナリティクス・プロジェクトは、数百のインテル搭載サーバーとネットワーク・プ
ローブが展開され、成功裏に実施されました。 Bharti Airtel はインテルとのコラボレーションを
強化することで、 近い将来、 このプロジェクトはインドのほかの地域でも結果を残せると期待し
ています。

インテルは、 同社のプロ
セッサーとサーバーの知
識を通じてプロジェクト
をパワーアップし、 当社
の開発時間の大幅な短縮
に貢献しました。 機能横
断的なチームは多くの課
題を克服し、 垂直スケー
リングを目的とした製品
の構築と再構築に豊富な
経験を有していました。

Shashwat Kishore
Manager, Digitization, 
Bharti Airtel
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