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あ ら ま し

センサーやモバイル機器の進化により，膨大なデータがリアルタイムに取得できるよ

うになってきた。これに伴い，分析の対象データが，過去の蓄積データからリアルタイ

ムなデータへと変化している。リアルタイムなデータ活用では，分析とアクションのス

ピードが重要になる。このため，膨大なデータを地図や図面などの人が理解しやすい構

造に結び付けることが求められる。この分析の変化は，分析アルゴリズムの多様化，直

感的に操作できるデータビジュアライゼーションツールの増加，Deep Learningをはじ
めとする最新の画像認識技術など，活用・検索・情報の三つの技術革新をもたらしてい

る。このような中，情報分析を支えるデータベースには，多種多様で膨大なデータをコ

ンパクトに蓄積し，様々な新しい技術と連携しながら，データを高速に抽出・解析でき

ることが求められる。これを満たすのが，垂直統合型データウェアハウス基盤 FUJITSU 
Integrated System PRIMEFLEX for Analyticsである。
本稿では，大量データの高速抽出・解析，センサーデータの高速マッピング，およ

び非構造データからの新たな情報生成の技術とそれを実現するFUJITSU Integrated 
System PRIMEFLEX for Analyticsについて紹介する。

Abstract

Advancements in sensors and mobile devices are enabling us to obtain a large 
amount of data in real time.  This is driving a trend in which data analysis goes from 
dealing with accumulated past data to handling real-time data.  In utilizing real-time 
data, it is essential to be able to perform speedy analysis to facilitate quick action, 
and this is achieved through converting the voluminous data into forms that can be 
more easily comprehensible for humans, such as maps and drawings.  This change 
in trends of analysis methods has brought about technological innovations in three 
areas̶data analytics, query and data itself̶represented by the diversification of 
analytical algorithms, growing varieties of intuitive visualization tools, and cutting-
edge image recognition technology such as Deep Learning.  Against this background, 
databases as an integral part of data analysis need to facilitate fast data-extraction 
and analysis, incorporating various new technologies while offering a compact storage 
with a large capacity to store diverse data.  The vertically integrated data warehouse 
platform FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Analytics can meet all the 
above requirements.  This paper explains the platform and its realization of fast data 
extraction and analysis, high-speed mapping of sensor data, and the technology to 
generate information from unstructured data.
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繰り返すことが重要である。検証の試行錯誤で新
しい気づきを得るには，大量のデータを様々なア
ルゴリズムにかけながら高速に処理する必要が
ある。
（2） 検索の多様性：直感的な理解による絞込み
名前の一致や数値の比較だけでなく，地図上で
の特定地点の近傍や，ある時刻における前後のイ
ベントなど，現実の生活や経験に沿った直感的に
理解できる形でのデータの関連づけや抽出が必要
になる。
（3） 情報の多様性：構造データから非構造データへ

IoTにより集められる様々なデータを有意義に活
用するには，数値化された構造データだけではな
く，テキストや音声，画像などの非構造データの
活用が必要である。
次章では，具体的な適用技術について述べる。

多様性を実現する技術

（1） 活用の多様性：データベース上での高速解析
業務の現場で見たいときに見たい軸で自由に分
析するには，直感的で対話的な操作が必要である。
いくつかのデータビジュアライゼーションツール
は，メモリ上で関連するデータをリンクさせるこ
とで，地図やグラフ上での自由な操作を実現して
いる（図-2）。
現実世界に関連づけた情報の見える化により，
データの傾向を見たり，直感的にデータを絞り込
んだりすることが簡単にできるようになったが，
データの中に潜む変化点（何かが起きている場所）
を見つけることは難しい。データの変化点を見つ
けるには，予測・予兆を検知するなどのアルゴリ

多様性を実現する技術

ま　え　が　き

センサーやモバイル機器などの多種多様で膨大
なデータが，ネットワークを通じて収集できるよ
うになってきた。例えば，光ファイバーを活用し
た温度測定では，後方ラマン散乱光を活用した
10 cmの間隔での測定技術が開発され，1本の光ファ
イバーから1万点を超える測定値を数十秒単位で取
得できるようになっている。（1）この光ファイバーを
建築物や機械に敷設することで，装置の温度分布
や温度異常をリアルタイムかつ正確に確認できる
ようになってきた。
このように，データをリアルタイムに取得でき
るようになり，解析手法も過去データの統計から，
同時刻の異なる地点で生じる類似現象や差異の検
知・検出へ変わりつつある。
本稿では，IoT（Internet of Things）による
情報利活用の変化と，それを支える新しいデー
タの処理技術について述べる。そして，膨大な
データを蓄積し，高速に抽出・解析するデータ
ウェアハウス基盤 FUJITSU Integrated System 
PRIMEFLEX for Analyticsを紹介する。

IoTによる情報利活用の変化

従来，情報利活用は過去の蓄積データを分析し
てきた。これは，現在の環境と類似の環境にある
過去とを比べる「時間軸での比較」であり，ここ
に従来の情報分析の難しさがあった。現実世界は
単純な繰り返しではないことから，過去のどこに
類似の環境を求めるかが難しい。このため分析の
専門家を必要としていた。

IoTにより，リアルタイムに広範囲なデータを取
得できるようになった現在，分析は時間軸から空
間軸での比較へと変化している（図-1）。同時刻
における周囲は，為替や景気，気候などの環境を
共有しているため，自身の過去を振り返るよりも，
同時刻の他者と比べる，つまり，空間軸方向で比
べる方が次のアクションへと容易につなげられる。
この変化は，情報利活用のための三つの技術革
新につながっている。
（1） 活用の多様性：現場の知見に基づく試行錯誤
業務の現場の人々は多くの仮説を持っている。
正しい仮説を抽出するためには，検証を対話的に

ま　え　が　き

IoTによる情報利活用の変化

時間従来の分析

IoT時代の分析

データの増大

空間

図-1　情報分析の軸の変化
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つであるDeep Learningは，画像の判別精度を飛躍
的に向上させた。このような認識技術は，分析だ
けでなくデータ生成にも重要になってくると考え
る。例えば，動画に写っている「人」を自動認識
できれば，その場所の混雑度や，行動（動線）を
測定する，つまり数値化するといったことである。
テキストマイニングや言語翻訳など，従来の分
析技術もデータ生成の観点から再評価されつつあ
る。例えば，言語翻訳に使われている自然言語の
解析技術は，SNSから有意義な情報を抽出すると
ころで活用できると考えられている。その一つが
ネガポジ分析である。
このように，非構造データをそのまま活用する
のではなく，そこから新たなデータを生成して活
用する取組みが始まっている。データベースは，
ただ非構造データを格納するだけでなく，様々な
認識・解析機能をライブラリとして取り込み，デー
タ生成のプラットフォームへと拡大している。

富士通の提供する新しい情報利活用

刻々と発生するデータを現実世界に結び付けな
がら現場視点で分析するには，膨大なデータを蓄
積し，前章で述べたように，対話的に答えを提供
するための高速性と，様々な技術と連携して直感
に基づいた解析ができるデータ基盤が必要である。
それが富士通の垂直統合型データウェアハウス基
盤 FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for 
Analyticsである。（3）

PRIMEFLEX for Analyticsは，情報利活用に必
要な各種ソフトウェアとハードウェアを最適な構
成で統合し，早期導入と運用コストの低減を支援

富士通の提供する新しい情報利活用

ズムで解析（集計）する必要がある。データビジュ
アライゼーションツールは，それ自体にデータ解
析を高速実行する機能を持たないため，集計に時
間がかかる。
これを解決するために，データベース内でデー
タ抽出の延長で様々なアルゴリズムを処理し，集
計の高速化を実現する In-Database Analyticsの
アーキテクチャーが発達してきている。
（2） 検索の多様性：現実世界に沿った情報統合
広範囲のデータを活用の目的に合わせて処理し
ていくためには，同一地点や同時刻などの現実世
界における解釈や意味づけを定義しなければなら
ない。
そのためには，データの尺度という考え方が重
要になってくる。気象データを何百メートル四方
単位で測定するか，人の動きを何メートル単位で
計測するか，人の嗜好を何百人単位で測定するか
など，時空間や物体を分析の目的に合わせたメッ
シュで分解し，データを関連づけ，解析する必要
がある。図-3は，気象データのメッシュ間隔の違
いによるデータの見え方を示したものである。本
図が記載されている「XRAINの概要」（国土交通省）
によると，最新のXRAINでは，従来のレーダ（C
バンドレーダ）と比較すると，高頻度（5倍），か
つ高分解能（16倍）で観測することが可能となり，
配信時間も1～ 2分程度（従来は5～ 10分程度）に
短縮することができる，とある。（2）このように，時
空間の情報を様々なメッシュで分解し，データを
並列に処理できるアーキテクチャーが重要である。
（3） 情報の多様性：非構造データの活用
様々な機械学習が開発される中で，その手法の一

図-2　データビジュアライゼーションツールによる
見える化

国土交通省「XRAIN（XバンドMPレーダネットワーク）配信エリア新設」の
「【参考資料】XRAINの概要」より引用
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000786.html

図-3　XRAINとCバンドレーダの比較

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000786.html
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ルゴリズムを活用し，売上げに対して日々予測値
からの乖離率をチェックすることで，売れ方の変
化を見つけようとしている。しかし，データビジュ
アライゼーションツールだけで，この売れ方の変
化を見るのは難しい。

ARIMAモデルの場合，予測値を算出する期間の
5～ 10倍のデータがあると良いとされる。例えば，
1か月分の予測値を算出するには，半年から1年の
データで集計することが望ましい。これを各店舗
の商品ごとに集計すると，その数は数千を超える。
また，乖離率のしきい値をいくつにするかは，業
務の現場のノウハウによるため，現場に合わせて
複数パターンで集計する必要がある。

PRIMEFLEX for Analyticsでは，この膨大な
データ集計をデータウェアハウスとIn-Database 
Analyticsの連動により，高速に処理できる。

PRIMEFLEX for Analyticsのデータウェアハウ
スには，汎用データベースの約500倍の性能（当社
実測値）を有する高速なカラムナエンジンを搭載
している。情報利活用では，日付や商品単位で売
上げを集計するなど，特定の列のデータを読み出
す。カラムナはこの特性を生かし，テーブルを列（カ
ラム）方向に読み出すことで，データ抽出を効率
化する。これに加え，PRIMEFLEX for Analytics
のカラムナは，データを格納する際に，データ自
体を自動的にインデックス化するという特徴があ

する。
そのアーキテクチャーには，センサーやテキス
ト，画像などの大量かつ多様なデータをあるが
ままの形で蓄積する「オペレーショナルデータ
ストア」，蓄積したデータを高速に抽出・解析す
る「データウェアハウス」，およびデータ解析な
どの処理を制御する「分析処理フロー」から成る
（図-4）。そして，オペレーショナルデータストア
と高速データウェアハウスのインターフェースに
は，PostgreSQLを採用している。
この三つのアーキテクチャーにより，非構造デー
タからの新たなデータ生成や，大量データの高速
解析，分析精度の維持・制御が実現し，データを
現実世界の構造にマッピングできるのである。
● 高速集計・解析により見るべき変化を知る
データビジュアライゼーションツールは，気象
などのオープンデータや地図とリンクすることに
より，データの範囲を絞り込んだドリルダウンを
容易にした。しかし，様々なアルゴリズムを活用
した自由な切り口で集計するには，データの抽出
処理と解析処理が独立しているため時間がかかり，
データの中の変化点を見つけるのが難しい。
流通業では，売上データを，気象データ（気温
や降雨量）や地図を使って絞り込み，販売施策に
活用している。これとは別に，ARIMAモデルやホ
ルト・ウィンタース法，最小二乗法などの予測ア

図-4　PRIMEFLEX for Analyticsのアーキテクチャー

オペレーショナルデータストア
（多次元キーによるデータ統合）

データウェアハウス
（高速カラムナ）

分析処理フロー
（分析アルゴリズムの制御）

テストマーケティング

ブランド志向

ブランド志向

健康志向
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豆腐

卵

米

従来
商品
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テストマーケティングの
レコメンデーションを入力
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数のしきい値を比較して最適な値を選択したりす
る場合に，全体を再集計することなく高速に結果
を出力できる。

In-Database Analyticsの分析アルゴリズムを，
業務の現場で容易に活用するために，二方向への
取組みを行っている（図-7）。一つは，現場で分析
アルゴリズムを制御（使用）するための取組みで
ある。現場の担当者がARIMAモデルやホルト・ウィ
ンタース法を直接制御するのは難しいため，予測
値からの乖離率の検知や周期性の検知など，現場
が使いやすい形の分析アルゴリズムの処理フロー
を提供する。このフローを変化点検知やアルゴリ
ズム最適化など，用途に応じて組み合せたパッケー
ジにすることにより，分析アルゴリズムの活用を
容易にする。もう一つは，分析アルゴリズムの適
用範囲である。最小二乗法や重回帰分析など，業
種や業務を問わない基本アルゴリズムだけでなく，
金融や医療などの特定の業種で発展した特化型ア

る。（4）これは，列方向のデータは値を繰り返すとい
う特性を活用し，列のカーディナリティ（値の種
類数）に合わせてデータ自体をビット変換してい
る（図-5）。カーディナリティが低い列ほどデータ
サイズを縮小でき，これを列単位で圧縮して管理
するため，元データの30～ 50％に圧縮できる。抽
出時はデータを圧縮したまま取り出し，メモリ上
で解凍することでディスクのI/Oを平均90％低減で
きる（当社実測値）。このため，チューニングをし
なくても常に高速性を維持できる。

PRIMEFLEX for Analyticsの In-Database 
Analyticsは，分析アルゴリズムをPostgreSQLに
組み込まれた統計解析のR言語の関数として呼び出
す。R言語経由でカラムナからデータを抽出し，カ
ラムナエンジン上で統計関数（ARIMAモデル，最
小二乗法など）を実行する。データの並列抽出か
らの連続的な並列集計により，処理を高速化する
（図-6）。更に，その中間結果をデータベースに保
持するため，乖離率のしきい値を変更したり，複

図-5　格納データのビット変換による圧縮
図-6　PRIMEFLEX for AnalyticsのIn-Database 
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図-7　In-Database Analyticsのアルゴリズム分析
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ルゴリズム（パッケージ）も取り込んでいく。
In-Database Analyticsには，統計解析のオープ
ンソースソフトウェアRで発展したアルゴリズムの
ほか，富士通研究所が開発した独自の分析アルゴ
リズム（最小記述長原理を利用した外れ値検知な
ど）も取り込んでいる。ベースとなる分析アルゴ
リズム30種に加え，変化点検知，アルゴリズム最
適化，IoTデータ処理などの汎用的なものや，金融・
医療など業種特化型の全5カテゴリーのパッケージ
を使用できる。今後も，新しいアルゴリズムやパッ
ケージを拡充していく。
● 現実世界とデータの関連づけ
センサーデータを活用するには，膨大な蓄積デー
タの中から高速にデータを抽出し，地図や図面な
ど現実世界の構造にマッピングして，直感的にデー
タを見られるようにする必要がある。
分析には，マッピングするデータの尺度がポイ
ントとなる。時間軸と空間軸にそれぞれメッシュ
を切り，データをどの時間間隔（時間/分/秒）で見
るか，どの距離間隔（キロメートル/メートル/セン
チメートル）で見るのかを，調整しながら最適な
メッシュを見つける。この場合に，より重要にな
るのは時間軸の絞込みである。リアルタイムなデー
タ分析では，空間軸での比較が重要になるが，前
章で述べた気象データのように，ある地域全体の
状態を分析する際に，ある地点（メッシュ）のあ
る一定時間に降った雨量の積分値が，ほかの地点
と比べて異常かどうかを判断するからである。こ
のように，現実世界の構造にデータを結び付ける
には，膨大なセンサーデータの中から，見たいデー
タを高速に抽出する必要がある。PRIMEFLEX for 
Analyticsのオペレーショナルデータストアには，
センサーデータなど大量かつ高頻度なデータをコ
ンパクトに蓄積し，高速に取り出す技術が搭載さ
れている。データは，構造データ，非構造データ
に関わらず，正規化せずにそのままの形で蓄積す
る。格納データは，富士通独自の高圧縮技術「fjcx
圧縮方式」により，元データの1/10～ 1/25に圧縮
できる。（5）

データ格納時には，時間軸に高速に絞り込むた
めの専用インデックス（CPMキー：カテゴリ・
パーティション・マップ・キー）を付加する。こ
のCPMキーは，CSVファイル内の日付や時刻の最

大・最小値を管理する。これにより，膨大な蓄積ファ
イルの中から，抽出対象時刻のデータを含むファ
イルを絞り込み，高速にデータを抽出できる。こ
の時間軸のインデックスにより，時間軸のメッシュ
幅の変更に対して，データを高速に抽出できるの
である。
今後は，空間軸のインデックスの付加に取り組
み，現実世界の構造への結び付けをより簡易にし
ていく。
● テキストデータから新たな情報を生成
音声データや画像データの活用が進む中，富士
通はテキストデータの活用に注力している。音声
データは，認識ソフトウェアによりテキストデー
タに変換できるからである。
富士通は長年，言語翻訳ソフトウェアFUJITSU 

Software ATLASで，自然言語解析処理に取り組ん
できた。この技術を活用した取組みの一つがネガ
ポジ分析である。PRIMEFLEX for Analyticsは，
ATLASの技術を活用した高精度なネガポジ分析機
能を搭載している。843万語の辞書と，1万8000に
及ぶ構文に関するルールを使用した文章の形態素
解析と構文解析により，正確な意味解析を実現す
る。これにより，文章のネガとポジを正確に判定
するだけでなく，分析キーワードも抽出できる。
このキーワードを評価項目としたネガポジのレー
ダーチャートを作成すると，全体を俯瞰しながら
結果を分析できる。
今後は，画像データからの新たなデータの生成
と活用に取り組む。

む　　す　　び

本稿では，IoTによる情報利活用の変化と，そ
れを支える新しいデータの処理技術について述べ，
それらの技術と連携して直感に基づいた解析を支
援するデータ基盤 FUJITSU Integrated System 
PRIMEFLEX for Analyticsの技術について述べた。

IoT時代の現在，膨大なデータからビジネスに必
要な情報をどのように取捨選択し，ビジネスの現
場の知見と結び付けていくか，という取組みが進
んでいる。

PRIMEFLEX for Analyticsは，従来比500倍の
性能により，情報と現場の知見をリアルタイムに
結び付けることを実現している。今後は，Deep 

む　　す　　び
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Learningや人工知能（AI）の技術を取り込むこと
で，業務の現場の直感にすぐに結び付く情報の生
成や，機械学習による解析精度の向上に取り組み，
現場への支援を拡大していく。
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