
SAS とインテルがタッグを組み、ビジネス価値を生み出す強力なデータ処理と分析環境を提供します。
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概 要
電力会社は、 そのサービスを受けるコミュニティーにとって、 まさにライフラインです。 そのよ
うな極めて重要なサービスのサポートにおいて、データ分析の果たす役割は拡大しています。
しかし、新しいアプローチを検討するために、多数の電力会社が数百万ドルもの予算を IT ソ
リューションに投資していますが、 数年後には使用されなくなるという現状があります。 その
ため、高性能のサンドボックス環境でアプローチをテストし、素早く成功を実現したり、本格的
な導入を進めながら、プロトタイプを作成できるようなソリューションが求められています。

企業が分析を最新化しようとする場合に、インテルと SAS が提供する特別プログラムが役立
ちます。 Analytics Fast Track for SAS* を使用することで、 企業は予測型のビジネス分析の
パワーをすぐに活用できるようになります。 このプログラムでは、分析の初期投資を抑え、新し
いソリューションを迅速に導入することができ、プロトタイプの作成と分析機能の向上にすぐ
着手できます。

SAS ソフトウェアをインテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリー搭載サーバー上で実行する
ことにより、IT スタッフはガバナンスを犠牲にすることなく、SAS 機能を素早く提供することが
可能になります。 電力会社の場合でも、強力なインテル® アーキテクチャーと SAS 分析を数カ
月もかけることなく、わずか数日で利用できるようになり、ビジネス価値の創出に集中するこ
とができます。

•  迅速なプロトタイプ作成：実稼動
システムに影響を与えることなく、
テストを複数回繰り返して実施可
能です。

•  分析の最新化 ： 視覚化、 最適化、
マシンラーニングといった最新機
能をテストできます。

•  インスタント・サンドボックス：イノ
ベーションのためにスペースの追加
が必要な場合でも、 柔軟に対応可
能です。

•  価値創出までの期間短縮：Analytics 
Fast Track for SAS* から実稼動環
境へと、機能を容易にステップアップ
し、移行できます。
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図 1. スマートグリッドに数多く存在するビッグデータ分析の機会
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実際のアプリケーション
ユースケースの多様性が日ごとに拡大する中、電力会社はこれまで
になく迅速な回答を見つけ出し、 より高い信頼性を獲得する必要が
あります。 分析を最新化することで、 電力会社がメリットを得られる
具体的な分野を以下に示します。

エネルギー予測とネットワーク負荷の管理：電力会社は、ネットワー
ク負荷の管理など、さまざまな計画、投資、意思決定のために予測を
使用しますが、 これは非常にデータ負荷の高い作業です。 課題の複
雑さの増大や、データリッチなスマートグリッド環境から利用できる
データ入力が増加するにつれて、今後、予測の重要性はますます高ま
るでしょう。

スマートメーター分析 ： きめ細かいスマートメーターのデータを、
最新の分析と組み合わせることで、 電力会社はビジネス価値を最大
限に引き出すことが可能になります。 具体例としては、メーターの故
障や電力の盗難を示す消費量の異常値、エネルギープログラムの利
用分析、配電系統特性の評価などが挙げられます。 スマートメーター
のデータから、現時点での信頼性を損なうだけでなく、将来的な成長
の障害となる可能性のある、ネットワーク上の混雑箇所を特定するこ
ともできます。

顧客インテリジェンス：電力会社は分析を利用して、顧客についての
理解を深めようとしています。 セグメンテーションや地理的空間の視
覚化から、 行動分析や製品価格設定のカスタマイズまで、 電力会社
はマーケティングやカスタマーサービスの効率性を向上することが
できます。 SAS は、 データ、 分析、 インサイトを使用して、 個人に合わ
せた関連性の高い顧客体験を作成する市場トップクラスのソリュー
ションを提供しています。

サイバー ・セキュリティー分析：サイバー脅威は電力業界にとって現
実の問題であり、 運用、 安全、 財務、 ブランドの信頼性にとって極め
て重大なリスクをもたらします。 最新の分析を使用すると、 既存の情

報セキュリティー ・アーキテクチャーでは見逃されていた疑わしい
ネットワーク上の動作も検出できます。 SAS はインテル® Security 
Innovation Alliance のパートナーです。 このアライアンスは、 多彩
なベンダーのエコシステム全体でデータを共有するための標準的な
データ分類を備えたセキュリティー ・プラットフォームです。 このパー
トナーシップではサイバー修復とコンプライアンスの向上も提供し、
今日のセキュリティー ・アナリストのニーズに対応しています。

実績のあるインフラストラクチャー
電力業界で変化が進む中、 市場投入までの期間は、 社内および社
外機能の提供における重要な指標になっています。 Analytics Fast 
Track for SAS* は、データを Hadoop* 環境に読み込み、分析ソフト
ウェア・ワークベンチを起動するだけで開始できるため、非常にシン
プルです。 インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリー搭載サー
バー、Hadoop* データ・ストレージ・デバイス、業界トップクラスの分
析ソフトウェアのフルスタックにより、可能性は無限に広がります。

ソリューション・アーキテクチャー
イ ン テル ® Xeon® プ ロ セ ッ サ ー E7 フ ァ ミ リ ー を ベ ー ス と す る
Analytics Fast Track for SAS* は、複数のユースケースをサポート
する堅牢なアーキテクチャーを提供するため、投資を最大限に活用で
きます（図 2 を参照）。 このプロセッサーは大量のデータをリアルタイ
ムで迅速に処理することができます。 また、 データをメモリー内に保
持することで、データ処理の多いワークロードの課題も解消できます。
インテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーとインテル® Solid-
State Drive を使用するシステムなら、ビッグデータ分析に必要な柔
軟性、信頼性、メモリー、ストレージ速度、全体的なパフォーマンスを
提供できます。

まとめ
電力会社は、 最新の分析による予測のパワーを利用して、 より良い
サービスをコミュニティーに提供できます。 スマートグリッドや分散
型エネルギーリソースは、 新しい経済や規制という現実に取り組む
電力会社での採用が進んでいます。 また、電力会社は、セキュリティー
脅威の削減および顧客満足度の向上にも、 データを利用すること
ができます。 インテルのハードウェア上で動作する Analytics Fast 
Track for SAS* によって、 電力会社は新しい分析アプリケーション
に俊敏に移行し、ビジネスケースの改善や、目標の絞り込みを実現で
きます。

インテルと SAS によってデータの価値を最大限に向上する方法の詳
細については、インテルの担当者にお問い合わせいただくか、インテル
と SAS のパートナーページ （http://sas.com/intel/（英語） および
http://www.intel.co.jp/sas/） を参照してください。

図 2. 分析ライフサイクルの全体（データから、発見、導入まで） を SAS と
インテルがサポート
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