
概要
今日のビジネス環境において、データの流れが止まることはありません。 これまでの組織の意思決
定は、毎月のデータから取得したレポートに基づいて行われてきました。 これは、スピードが重要
ではないアーカイブされた過去のデータに対しては、引き続き有効なアプローチです。 しかし、時
間が重要なカギを握るデータの場合、大きな価値をもたらすには、数秒以内に答えが得られなく
ては意味がありません。 企業が競争力を維持するには、リアルタイム・ストリーミングによるマシン
ラーニング・アプリケーションをデータセンターに導入する必要があります。 CIO の 91% が、スト
リーミング・データ分析は自社の収益にプラスの効果をもたらす可能性があると述べています。1 

インテルと Lenovo は、マシンラーニングを含むリアルタイム・ストリーミング分析ソリューション
において、信頼性の高い独自の高性能なリファレンス・アーキテクチャーを協働で提供しています。
このリファレンス・アーキテクチャーは、金融サービス業界の不正検出に重点を置いていますが、
ほかのユースケースにも簡単に応用することができます。 ソリューション・スタックには、Cloudera
や Elastic など、 業界の主要企業が提供する信頼性の高いソフトウェア・テクノロジーが含まれ
ています。 このソリューション・スタックの基盤となるのは、強力なインテル® Xeon® プロセッサー ・
スケーラブル・ファミリーを搭載した Lenovo* ThinkSystem* サーバーです。 図 1 は、 企業がビ
ジネスインサイトを獲得し、競争力を維持できるよう支援する、リアルタイム・ストリーミング・リファ
レンス・アーキテクチャーの仕組みを示しています。

ソリューション概要

リアルタイム・ストリーミング分析 
ソリューションでデータ価値を最大化

Hadoop* の Cloudera* ディストリビューション上に、Lenovo とインテルの共同ソリューションを 
ベースとしたマシンラーニング対応ソリューション・スタックを導入して、 
競争力の向上とデータ主導による瞬時の意思決定を実現

リアルタイム・ストリーミング分析とマシンラーニングによる
不正対策の迅速化

リアルタイム・
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データの取り込みと保存
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図 1. インテルと Lenovo は、マシンラーニングを使用して未加工のデータを詳細なビジネスイン
サイトに変え、不正検出を迅速化する、金融サービス業界向けのリアルタイム・ストリーミング・アー
キテクチャーを共同で開発しました。
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この 10 年間で、 エンタープライズ・データ・レイクに流入するデータの
量は膨大になりました。 このデータを集計し、月次 / 四半期 / 年次レポー
トや予測を生成するには、流入量と同じレベルの抽出 / 変換 / 読み込み
パイプラインが必要になります。 一方で、 今日の企業にはフットワーク
の軽さも求められています。 眠ることのないデータ最優先の世界で成功
を収めるためには、新しいビジネスモデルと革新的なテクノロジーが欠
かせません。

リファレンス・アーキテクチャーの概要： 
マシンラーニングによるストリーミング分析
インテルと Lenovo は、金融取引の不正検出を目的としたリアルタイム・
ストリーミング分析のリファレンス・アーキテクチャーを開発することで、
シリコンとソフトウェアによるイノベーションの活用を提唱しています。
図 2 に示すように、このリファレンス・アーキテクチャーでは、複数のコン
ポーネントを使用してワークフローを実現します。 以降のセクションで、
各ステップと基盤となるハードウェア / ソフトウェア・コンポーネント（次
ページの図 3 を参照）について詳しく説明します。

• データの取り込み ： 過去の取引はバッチ分析のために Hadoop* 
Distributed File System （HDFS*） に保存され、 ウェブ、 スマート
フォン、カードリーダーからのリアルタイム・データは Kafka* にストリー
ミングされます。 レコードは CSV 文字列で、シリアル化と Snappy* 圧
縮には Apache Avro* を使用できます。 安全な実装を実現するため
には、 Kerberos* による認証に加え、 パイプラインの各ステージで暗
号化を追加できます。 ロギングと監視は、 Elasticsearch*、 Kibana、
Logstash などのツールを使用して行われます。

• バッチ分析 ： リファレンス ・ アーキテクチャーでは、 Oozie* および
HDFS* とともに Spark* と Yarn を使用して、フィーチャー ・エンジニア
リングを実行します。 このタスクには、重複の削除または非定型レコー
ドのフィルタリング、 特徴データの欠損値補完とビン分割、 さらには
集計を使用した属性の生成が含まれます。 Seaborn または matplotlib
を使用して、特徴の相関関係を視覚化できます。 すべての特徴が作成
された後には、マシンラーニング・アルゴリズムをトレーニングするた
めの特徴ベクトルが作成されます。 監査およびストリーミング・パイ
プラインでの再利用のために、 マシンラーニング・パイプライン全体
がパッケージ化され、保存されます。

ビジネス課題： 
インサイトや不正行為を覆い隠す大量のデータ
企業は今や大量のデータに埋もれつつあります。 現在、デジタルの世界
には、 2.7 ゼタバイトのデータが存在しています。2 企業と企業（B2B）ま
たは企業と消費者間（B2C）のインターネット上での商取引は、 数年後
には 1 日当たり 4,500 億件に達する見込みです。3 さらに、生み出される
データは多様化しています。 2016 年、米国では、不正データの対策に
3 兆 1,000 億ドルのコストがかかったとも言われています。4 未加工の
データから不要な要素を素早く取り除いて価値のあるビジネスインサイ
トへと変えることは簡単ではありません。 金融業界では、次の事実を考
慮する必要があります。

• 2015 年に 15 件あった小規模信用組合の閉鎖のうち、11 件が不正行
為に起因していました。5

• 「2015 Identity Fraud Study」の調査によると、2014 年には 1,270
万人の米国消費者から 160 億米ドルが窃取されており、 これは 2 秒
に 1 人がなりすましの被害に遭ったことになります。6

• 不正行為によって、 損害保険業界は米国だけで毎年 300 億米ドルの
損失を被っています。7

24時間365日のビジネスを実現する 
ソリューションのメリット
リアルタイム・ストリーミング・アーキテクチャーは、金融サービ
スをはじめとするさまざまな業界の企業に 次のメリットをもたら
します。

• 迅速なインサイト獲得と意思決定 

• 不正検出の高速化

• 法規制順守の強化
• 競争力の向上
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図 2. インテル® Xeon® プロセッサーを搭載した Lenovo* ThinkSystem* サーバーにより、金融取引の不正検出ワークフローに適した、Hadoop*
の Cloudera* ディストリビューション・ベースのリアルタイム・ストリーミング分析リファレンス・アーキテクチャーが強化されます。



ソリューション概要 | リアルタイム・ストリーミング分析ソリューションでデータ価値を最大化 

3

• ストリーミング分析：新しい取引は、さまざまな頻度で Kafka* ブロー
カーから直接取得されます。 サイジングとミニバッチの間隔は、スルー
プットとレイテンシーのサービスレベル・アグリーメント（SLA）によっ
て異なります。 例えば、20 秒が適しているワークロードもあれば、1 秒
ごとまたは 1 秒に数回パイプラインを処理する必要があるワークロー
ドもあります。 リファレンス・アーキテクチャーでは、ストリーム処理に
Spark* Streaming を使用します。 Spark* Streaming は、 その成熟
度は別として、Kafka* および Yarn や、CSV 解析、Spark* ML、および
Elasticsearch-Hadoop コネクターをサポートするライブラリーと
シームレスに統合できます。 また、 Spark* Streaming には広範な

コミュニティーが関与しています。 ストリーミング・ワークフローでは、
オンライン・クラスタリング（K 平均法）および不正検出（ロジスティッ
ク回帰とランダムフォレスト分類）アルゴリズム・パイプラインを通じ
てデータ処理が行われます。 取引は、最初にフィーチャー ・エンジニア
リング・パイプラインを使用して処理され、その後、予測を取得するモ
デルに組み込まれます。 不正行為のレコードは、 迅速なインデックス
作成と検索のために Elasticsearch* に投入され、 長期保管のために
HBase* に保存されます（代わりに Cassandra* を使用することもで
きます）。

• データ可視化：このリファレンス・アーキテクチャーでは、 分析/ 可視
化プラットフォームとして Kibana を使用します。 Kibana はオープン
ソースであり、Elasticsearch*（Elastic Stack の一部）と連携するよう
に設計されています。 さらに、Elastic では、セキュリティー、アラート、
監視、レポート、グラフの機能がバンドルされた、エンタープライズ向
けの X-Pack 拡張機能も提供しています。

リファレンス・アーキテクチャーの詳細
• ソフトウェア：このリアルタイム・ストリーミング分析プラットフォー

ムは、 Red Hat* Enterprise Linux* 上で動作します。 Hadoop* の
Cloudera* ディストリビューションは、さまざまな Hadoop* コンポー
ネントのシームレスな導入と管理を実現します。

• コンピューティング：サーバークラスターは、 インテル® Xeon® プロ
セッサー ・スケーラブル・ファミリーを搭載した Lenovo* ThinkSystem*
サーバーで構成されます。 データノードでは Lenovo* ThinkSystem* 
SR650 サーバーを使用し、管理ノードでは Lenovo* ThinkSystem* 
SR630 サーバーを使用します。 ThinkSystem* ネットワーク・スイッ
チと組み合わせた ThinkSystem* サーバーは、リアルタイム・ストリー
ミング分析に必要な高性能処理能力、セキュリティー、俊敏性を提供
するように設計されています。 

• ネットワーキングとメモリー：リファレンス・アーキテクチャーでは、デー
タノード（ラック当たり 2 台）に Lenovo* ThinkSystem* NE2572 ネッ
トワーク・スイッチを使用し、管理ノード（ラック当たり1台）に Lenovo* 
ThinkSystem* G8052ネットワーク・スイッチを使用します。 

図 3. このリファレンス・アーキテクチャーは、インテルのテクノロジーと Lenovo のテクノロジーを基盤としており、Hadoop* の Cloudera* ディス
トリビューションと Apache* エコシステムによる多数のコンポーネントを使用しています。

インテルと Lenovo の先進テクノロジーを組み合わせて、 金融機関が
不正行為を検出、防止できるよう支援する独自の高性能リアルタイム・
ストリーミング分析プラットフォームを構築できます。
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（コンピューティング + ストレージ + ネットワーキング）
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このセットアップでは、 毎秒 100 万件の取引の定常状態のスループッ
トと、 毎分 24 ～ 36GB のデータ取り込み能力での毎秒 150 万件の取
引のピーク・スループット（データの急増に対応）を処理できます。 導入
されたモデルは、テストデータに対して最大 95% の精度を示しました。
インテル® Xeon® プロセッサー ・スケーラブル・ファミリーの優れた計
算能力に加え、ストリーミング・パイプラインによって Hadoop* エコシ
ステムの最適なコンポーネントが組み合わされることで、包括的なフィー
チャー ・エンジニアリング / マシンラーニング推論パイプラインが実現
されます。 こうした正確で高速なパフォーマンスにより、 金融機関は不
正行為によって毎年生じる数十億ドルの損失を大幅に削減することが
可能になります（図 4 を参照）。

インテル® 3D NAND SSD とインテル® Optane™ SSD による 
ストレージ・レイテンシーの削減
インテル ® 3D NAND SSD P4500 シリーズとインテル® Optane™ SSD 
P4800X シリーズは、 Kafka* や Elasticsearch* などのリアルタイム・
フレームワークに対応する高スループットで低レイテンシーのストレー
ジを提供します（次ページの図 5 を参照）。 

テストでは、Elasticsearch* クラスターに対して実際のウェブ・トラフィッ
クと同様の一連のクエリー（完全一致検索、範囲クエリー、用語一致、地
理境界、ランダムスコアなど）を実行しました。 次ページの表 1 はその結
果を示しています。

これらのワークロードは主に、ほとんどのオープンソース・コンポーネン
トの初期設定で実行されました。 ワークフローでは、コンピューティング、
メモリー、 ネットワーキングの能力を最大限に利用し、 I/O に高速
NVMe* とソリッドステート・ドライブを効率的に使用しますが、 ビジネ
スニーズに応じて、 高スループットまたは低レイテンシーのシナリオを
対象としたさまざまな SLA に合わせてパイプラインをさらに最適化でき
ます。

• ストレージ：Kafka* のストレージには、高スループットと帯域幅を実
現する 4TB のインテル® Solid-State Drive DC P4500 シリーズ
（NVMe* 搭載）を使用し、Elasticsearch* のデータは、低レイテンシー
のインテル® Optane™ SSD DC P4800X シリーズに保存されます。

テスト構成
スループットのニーズとキャパシティー ・プランニングに基づいてスケー
ルアップまたはスケールダウンできる代表的な構成を次に示します。 

• 最新世代のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを搭載した
サーバーの 18 ノード構成

• Spark*、Spark* Streaming、Yarn 専用の 6 つのノード（処理）

• Kafka* と Elasticsearch* 間で共有される 4 つのノード（データ） 

• 長期保管用の 4 つのノード（HBase*）

• Cloudera* 管理ノードに必要な3種類のノード（プライマリー ・ノード、
セカンダリー ・ノード、ジャーナルノード）

• 受信した取引の要塞 / ゲートウェイとして機能し、 Elasticsearch* の
ロードバランサーとしても機能する 1 台のノード。 このノードは、
Kibana 可視化ダッシュボードもホストします 

テストでは 10Gbps のネットワーク・スイッチを使用しましたが、すべて
のノードでネットワーク使用率がかなり高く、 ネットワークは実質的に
飽和状態になりました。 そのため、パフォーマンスをさらに高めるために、
25Gbps イーサネット・スイッチなど、高スループットのネットワーキン
グとメモリーを使用することを強くお勧めします。

ソリューションのパフォーマンス： 
インテル® Xeon® プロセッサー ・スケーラブル・ 
ファミリーを使用した不正対策の迅速化
インテル® Xeon® プロセッサー ・スケーラブル・ファミリーは、 前世代
のインテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v4 製品ファミリーと比較
して、多くの追加機能を備えた新しいマイクロアーキテクチャーです。 具
体的な追加機能としては、 プロセッサー ・コアの増加、 メモリー帯域幅
の拡大、非包括的キャッシュ、インテル® アドバンスト・ベクトル・エクス
テンション 512、インテル® メモリー ・プロテクション・エクステンション、
インテル® ウルトラ・パス・インターコネクト、サブ NUMA クラスターな
どがあります。 エンタープライズ・イノベーションの注目ポイントとしては、
インテル® Optane™ SSD とインテル® 3D NAND SSD のサポートや、
インテル® Run Sure テクノロジーのサポートが挙げられます。

マシンラーニングと組み合わせたリアルタイム・ストリーミング分析ソ
リューションにより、従来のルールベースの分析エンジンよりも正確に、 
疑わしい取引パターンやネットワーク・トラフィック・パターンを数秒で
検出できるようになります。 また、このソリューションでは、ストリーミン
グ・データを補強できる外部データソースも取り込まれます。 取引デー
タのストリーム処理により、不正行為による異常をリアルタイムで検出し、
不正取引が完了する前に取引を中止することができます。
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図 4. インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのコンピューティン
グ・クラスター上でのマシンラーニングによる複雑なストリーム処理の
スループット。
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図 5. インテル® 3D NAND SSD に Kafka* を導入することで、未加工メッセージの受信に非常に高いスループットが得られます。 また、インテル® 
Optane™ SSD により、インデックス作成と検索のレイテンシーが短縮され、Elasticsearch* の全体的なパフォーマンスが向上します。
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表1. クエリーのテスト結果

メトリック 完全一致検索 範囲クエリー 用語一致 地理境界 ランダムスコア

負荷分割 80% 6.75% 6.75% 6% 0.5%

スループット 1608要求 / 秒 136要求 / 秒 136要求 / 秒 120要求 / 秒 10要求 / 秒

平均レイテンシー 8ms 79ms 68ms 99ms 561ms

さまざまな機能に対応するリアルタイム・ストリーミング分析
• 臨床医療：医療における分析は、ビッグデータやマシンラーニン

グの実装に向けて急成長している分野です。 リアルタイム分析に
より、患者の安全の監視、患者結果のパーソナライズ、臨床的リス
クの評価、 患者の再入院率の低減が可能になります。 こうした新
たな機能により、組織の効率と患者体験が向上します。

• 輸送業務と車両運用：輸送業界は急激な変化に直面しています。
自動運転車、先進運転支援システム、IoT により、輸送関連のデー
タセットの量が急増しています。 さらに、都市部への人口集中が進
み、交通密度が増加しています。 エッジデバイスからのデータのリ
アルタイム・ストリーミングにより、速度や移動時間、最適なルー
トを予測し、交通密度を管理できます。

• 小売業：世界各地の実店舗に加え、 オンラインストアも展開して
いる最近の小売企業は、リアルタイムの在庫追跡に苦労していま
す。 一元化されたスケーラブルなリポジトリーに基づくリアルタイ
ム・ストリーミング分析により、 業務効率が向上するだけでなく、
販売数量を増加し、トレンドに関するインサイトを獲得し、顧客満
足度の向上を促進できます。 

• 顧客離れとコールセンターの分析：コールセンターのログは、顧
客離れを予測するための重要な情報として利用できます。 これら
のログには、センサー、オンライン操作、対話型音声応答システム、
IT サポートシステムからのデータが含まれている場合があります。
このデータをデータレイクにストリーミングすることにより、企業
は顧客離れを予測するモデルを作成し、 顧客メトリックやインシ
デントに関するインサイトを引き出すことができます。 

• ネットワーク・トラフィックの監視と不正検出：サイバー ・セキュ
リティーは、現在企業が直面している最も重大な脅威の 1 つです。
ますます巧妙化するハッカーは、 データを窃取するために利用で
きる脆弱性を常に探しています。 Apache Spot* などのツールは、
ネットワーク・フロー、DNS データ、プロキシーなどのストリーミン
グ分析を実行するマシンラーニング・モデルによって、さまざまな
脅威の迅速な検出を支援します。

• 金融詐欺の検出と信用取引の監視：金融取引では複数のソース
からの連続したデータストリームを扱います。 リアルタイム・スト
リーミング分析により、 このデータを集計してビジネスの健全性
を向上させ、インサイトを明らかにすることができます。 さらに、過
去の取引データを使用して、不正取引を予測するマシンラーニン
グ・モデルをトレーニングすることもできます。



まとめ
現代の爆発的なデータ急増とリアルタイム・データに基づく意思決定の
ニーズの増加により、競争力の維持を望む企業、特に金融サービス機関
にとって、マシンラーニングで強化されたリアルタイム・ストリーミング
分析は不可欠となっています。 インフラストラクチャー ・プラットフォー
ムにこのリファレンス・アーキテクチャーを採用している組織では、リア
ルタイムの意思決定が可能となり、不正取引の防止にも役立っています。 

ここで説明するリファレンス・アーキテクチャーを使用することで、顧客
は必要なパフォーマンスと信頼性を確実に手に入れることができます。 

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーにより、イノベーションと
新たな市場への参入を可能にする、 差別化された新しいサービスを実
現できます。 ただしそのためには、その性能効率は、生み出されるサービ
スと同じレべルで圧倒的なものでなければなりません。 インテル® 3D 
NAND およびインテル® Optane™ SSD ストレージとともに、インテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載プラットフォームを使用するこ
とで、 ワークロード全体で圧倒的な性能効率を実現できます。 このテク
ノロジーを早くから導入している企業はパフォーマンスの向上をすでに
体験しています。 

このソリューションとリアルタイム・ストリーミング分析の詳細については、
Lenovo の担当者にお問い合わせいただくか、 https://www.lenovo.
com/jp/ja/data-center/solutions/big-data/ を参照してください。
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詳細情報
次の資料も参照してください。

• Lenovo* ThinkSystem* ポートフォリオ

• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー（英語）

• インテルによるデータセンターの情報（英語） 

• Cloudera* Enterprise Data Hub

• インテルの金融サービス向けソリューション

詳細
Lenovo は、 データセンター向け x86 サーバーのプロバイダー
として業界をリードしています。 Lenovo サーバー ・ポートフォリ
オには、ラック、タワー、ブレード、高密度、コンバージド・システ
ムが含まれ、 優れたパフォーマンス、 信頼性、 セキュリティーを
提供します。 また、Lenovo では、IT ライフサイクル全体を通じて
企業のニーズに対応する、ネットワーキング、ストレージ、ソフト
ウェア、 ソリューション、 包括的なサービスを幅広く提供してい
ます。 計画、導入、サポートのオプションにより、優れたサービス
レベル・アグリーメントを提供し、エンドユーザーの満足度を向
上させるために必要な専門知識とサービスを提供します。

インテルは、 コンピューティング・イノベーションで世界をリード
しています。 インテルは、世界中のコンピューティング・デバイス
の基盤として必要不可欠なテクノロジーを設計および構築してい
ます。 インテルの詳細については、http://newsroom.intel.co.jp/
および http://blogs.intel.com/（英語）を参照してください。

重要
このソリューションは金融サービス業界向けに作成されたもの
ですが、運送、小売、医療など、さまざまな分野のニーズに合わせ
て簡単に変更できます。  
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