Microsoft クラウド サービス
パートナー ソリューション導入事例

保険数理企業、クラウド ベース ソリューションで保険業界を変革へ
概要
国または地域: 米国
業界: 金融サービス
パートナー プロファイル
Milliman は、ソフトウェアとコンサルティング サ
ービスの両方を提供する大手独立系保険数
理企業です。同社はシアトルに本社を置き、
約 2,500 人の従業員を抱え、Microsoft
HPC (ハイパフォーマンス コン ピューティング)
グローバル ISV で もあります。

ビジネスの状況
Milliman は、保険業界の顧客から依頼を
受けました。この顧客は、高い演算能力を必
要とする保険数理報告業務を管理するため
の、より低コストかつスケーラブルな方法を求め
ていました。

ソリューション
Milliman は同社の主要アプリケーションであ
る MG-ALFA の中核コンポーネントを
Microsoft Azure に移行し、スケーラビリテ
ィ、可用性、およびパフォーマンスを向上しまし
た。

メリット
• 高いスケーラビリティをオンデマンドで提供
• IT コストを 30% 以上削減
• 信頼性と高度なセキュリティを実現

「Microsoft Azure を利用して構築できた強
力なクラウド ベース ソリューションには、保険企
業 1 社のニーズを満たすだけでなく、高い演算
能力を必要とするミッションクリティカルな業務に
関する業界全体の手法を変革する力がありまし
た。」
Patricia Renzi、MG-ALFA 担当グローバル プラクティス リーダー (Milliman)

保険企業に対する規制 (近日施行される欧州連合のソルベンシ
ー II 指令など) が増加していることから、保険業界は 保険数理
分析と規制報告に使用する IT システムのコストと複雑さの抑制に
向けた強いニーズを抱えています。ハイ パフォーマンス コンピューティ
ングのニーズに保険企業が対応できるよう、保険数理ソフトウェアと
コンサルティング サービスの国際的プロバイダーである Milliman は、
非常に複雑でミッションクリティカルなコンピューティング タスクを
Microsoft Azure を使用してクラウド ベース のリソースに分散す
る、顧客向けプロジェクトを開始しました。その結果、きわめてスケー
ラブルかつ強力なスーパー コンピューター レベルの処理能力を、従
来のオンプレミス IT 展開と比較して低コストかつ少ない IT リソー
スで実現しました。

ます。また、システム規模の必要性だけ
Milliman は、世界最大級の独立系 保 でなく、需要が一定しないことも課題に
なっています。使用率は、報告期間中
険数理コンサルティング企業です。同社
はシアトル本社のほか世界中に 55 の事 に急増する傾向があるほか、顧客の業
務内容によってさまざまなタイミングで 変
業所を持ち、企業、金融機関、政府
化します。保険企業は、ピーク時に 対
機関、組合、教育機関、非営利組織
などのあらゆる組織 に対して、保険数理 応可能な IT リソースを 用意しておいて
とリスク管理に関する助言とソリューシ ョン 使用率の低下時にはコストに悩まされる
か、用意する処理能力を抑えておき計
を提供 しています。
算結果の取得に時間を要することを許
生命保険および金融サービス業界を 対 容するかというジレンマを抱えています。
象とする同社の主要ソフトウェア ソリュー
ションは、MG-ALFA です。このソリューシ 多くの保険企業にとって、このジレンマ は
大きな転換点に達しています。たとえば、
ョンは、世界中で使用されている高度な
金融モデル作成ツールで す。MG-ALFA ヨーロッパの場合、 保険企業はソル ベ
は 1990 年代半ばに初めてリリースされ、 ンシー II 指令 (2014 年に施行される
欧州連合の法案) に対する準備を進め
商品の価格設定、リスク管理分析、規
制報告要件への対応などの業務で、保 ています。 ソルベンシー II が施行される
と、 モデルが大幅に複雑になり、業績報
険企業に利用されています。
告スケジュールが厳しく定められ、四半
期ごとの報告が義務付けられます。
保険商品に含まれるリスクの性質や担

状況

保資産との相互作用が発生するという
性質から、MG-ALFA では財務業績の
測定に確率的シミュレーションが使用さ
れています。確率的分析では、ランダム
に生成され 30 年以上にわたる場合も
ある数千もの経済シナリオ について、財
務業績を評価します。 このような保険
数理分析には非常に パフォーマンスが
高いグリッド コ ンピューティング機能が必
要なため、専門的で高価な IT インフラ
ストラクチャも必要になります。

「オンプレミス展開または従来の ホスティ
ング プロバイダーを使用して高度な保
険数理モデルを作成している一般的な
企業の場合、グリッドのコスト (ハードウ
ェア、電力、 冷却、ラック スペース、IT
サポート スタッフなどのコスト) は、年間
300 万ドル以上に達することもありま
す。」と Milliman の MG-ALFA 担
当グローバル セールス ディレクターであ
る Brian Reid 氏は述べます。
保険企業が業界で勝ち抜くには、 経費
の管理に細心の注意を払う必要があり

「ソルベンシー II によって演算能力 に
対するニーズがさらに高まるため、 保険
企業の財務課題が増加します。」 と、
Milliman の MG-ALFA 担当 グロー
バル プラクティス リーダー である
Patricia Renzi 氏は語っています。
「 効率的な事業経営のために コストと
正確な最新情報のバランス を取ることは、
企業にとって大きな 負担となります。お
客様はその解決策を当社に求めていま
す。」
2009 年後半に、Milliman のある
顧客 (英国を拠点とする Phoenix
Group) は、ソルベンシー II の要件に
対応する手段を検討していましたが、ニ
ーズを満たす既存のソリューション は見つ
かりませんでした。Phoenix と
Milliman は共同で、両社に大きな価
値をもたらす革新的なソリューションの設
計に取り組みました。

「オンプレミス展開または従
来のホスティング プロバイダー
を使用して高度な保険数理
モデルを作成している 一般
的な企業の場合、グリッドの
コスト (ハードウェア、電力、
冷却、ラック スペース、IT サ
ポート スタッフ などのコスト)
は、300 万ドルに達すること
もあります。」
Brian Reid、
MG-ALFA 担当グローバル セール
ス ディレクター (Milliman)

Renzi 氏は次のように語っています。
「Phoenix は、新規制への対応に必
要なワークロードは現在のワークロードよ
りもはるかに高くなるものの、常に必要で
はないだろうと認識 していました。四半
期ごとに必要になるインフラストラクチャ
の規模は 巨大でも、他の期間には使用
されないと考えられるため、インフラスト
ラクチャ用コストの大半が無駄になると
予想していました。」

この結果、ソリューションは MG-ALFA の
デスクトップ バージョ ンに対する新製品と
なっただけでなく、Web ベースのモデル作
成パラダイムを導入する製品となりました。

Renzi 氏は次のように語っています。
「Phoenix の場合は、デスクトップ
バージョンの MG-ALFA を使用して、
Phoenix 固有の計算に使用する数学
的処理や、資産と負債の見積りに使用
するビジネス ロジックをカスタマイズ
ソリューション
しました。ソリューションのカスタマイズした
2009 年夏に Milliman は Microsoft 部分はデスク トップ上で構築および保守
Azure 上で実行する MG- ALFA の概 し、計算 はクラウドに送信して行いまし
た。」
念実証を開発し、効率的な事業運営
に必要で高い演算能力が かかる業務
向けの、コスト効率に優れたソリ ューショ また、Milliman は、経済シナリオや特定
の評価日における資産と負債の価値など、
ン案として Phoenix に提案しました。
モデルの詳細を MG-ALFA クラウド シス
Renzi 氏は次のように話しています。
テムに入力するソフトウェアをサード
パーテ
「概念を検証した際に、明らかになったこ
とがあります。Microsoft Azure を利用 ィのシステム インテグレーターや顧客の社
内エンタープライズ開発者が作成できるよ
した強力なクラウド ベース ソリューション
には、保険企業 1 社のニーズを満たすだ うにソリューションを設計しまし た。「あらか
けでなく、高い演算能力を必要とするミッ じめ細部まで作り込んでおけば、プロセス
ションクリティカルな業務に関する業界全 を完全に自動化でき、モデルの手動更新
から発生する可能性がある人的エラーや
体の手法を変革する力がありました。」
時間の浪費が削減されます。」と Renzi
Milliman は、Microsoft Azure 上で 氏は述べています。
の MG-ALFA アプリケーションの動作設
計に戦略的な方法を採用しました。
開発チームは既存の MG-ALFA ソフトウ
ェアの中核要素を使用することで、既に
デスクトップで MG-ALFA を実行してい
る企業がクラウドでもジョブを実行できる
ようにしました。

Milliman ソリューションのアーキテクチャ
により、コンピューティング タスクが
Microsoft データ センター の
Microsoft Azure グローバル ネットワ
ークに分散され、最高のパフォーマンス
が実現します。これまでの 同社の実績
では、同時に 8,000 個以上のコンピュ
ソリューションに使用されたテクノロジには、 ーティング ノードに までスケールアップし
可用性の高い演算能力を 提供して ア たことがあり ます。

プリケーション コードを クラウドで実行す
る Microsoft Azure コンピューティング、 英国に拠点を置く Phoenix Group
持続的にデータを保存するために使用さ 向けのパイロット プロジェクトの高可用性
れている Microsoft Azure ストレージ を確保するために、Milliman はパイロッ
などがあります。 ソリューションには、演算 ト プロジェクトの MG-ALFA アプリケーシ
能力の向上を有効活用するうえで不可 ョンをアイルランドの Microsoft データ
欠な、Web ベースのワークフロー、 前提 センターで ホストし、オランダのデータ
条件管理、バージョン管理、リソー ス管 センターにミラーリングしています。
理などの機能が盛り込まれました。

「当社の見積もりでは、1 年
のうち 60% で グリッドを 使
用する場合、Microsoft
Azure 上で MG-ALFA を
運用すると、 従来のオンプ
レミス システムでこれまで
300 万ドルかかっていたコス
トのうち、少なくとも 1/3 を
削減できます。」
Brian Reid、
MG-ALFA 担当グローバル セールス
ディレクター (Milliman)

アプリケーションは、数百～数千もの ジョ
ブを 世界中の Microsoft データ センタ
ーに 迅速に分散して仮想グリ ッド コンピ
ューティング ネットワークを活用するように
設計されています。

メリット

Microsoft Azure に移行したことで、
Milliman は、IT と規制の大きな課題
に対する顧客の取り組みに貢献しました。
さらにその過程で、保険企業が ミッション
クリティカルな保険数理業務の手法を変
革するうえで 役立つソリューションを構築
しました。クラウド ベース バージョンの
MG-ALFA はスケーラビリティが高く、保
険数理コンピューティング ニーズの変化に
対応しなければならない企業に適した高
度な柔軟性を備えています。
コスト効率にも優れており、従来の IT
インフラストラクチャ ソリューション以上の
コスト削減に役立ちます。さらに、機密
データを 扱う重要業務に必要な 信頼
性と高度なセキュリティを備えています。
「Microsoft Azure のプラットフォーム
を利用して構築した強力なクラウド ベー
ス ソリューションには、保険企業 1 社の
ニーズを満たすだけでなく、高い演算能
力を必要とする ミッションクリティカルな業
務に関する業界全体の手法を変革する
力がありました。」と Renzi 氏は述べて
います。

高いスケーラビリティをオンデマンド
で提供

MG-ALFA は、数千個のプロセッサに
計算を分散できる複雑で強力なソフトウ
ェア ソリューションです。Milliman は、ソ
リューションを Microsoft Azure に移
行することで、必要に応じてスケールアッ
プまたはスケールダウンできる Microsoft
Azure コンピューティングの 処理能力を
利用して、企業顧客のコンピューティング
ワークロードを軽減してい ます。

Milliman の MG-ALFA 担当プロダク
ト マネージャーである Van Beach 氏
は、一般的なソルベンシー II の報告サ
イクルでは、相当数の複雑な変数を使
用したシミュレーションを 200 万回以上
行う場合もあると述べています。
「ソルベンシー II のプロセスには非常に
複雑な計算が必要になり、所定の報告
期日までに計算を完了するには高い演
算能力が必要です。そのため、演算能力
のひっ迫がいっそう深刻になります。」 と同
氏は説明します。「つまり、ソルベ ンシー
II を遵守する Phoenix などの企業では、
3 か月ごとに大きな需要が発生することに
なります。当社のお客様は、Microsoft
Azure を使用しているため、シナリオ実
行時には大量の処理に合わせてすぐにス
ケールアップでき、処理が不要になれば
やはり すぐにスケールダウンできます。」

削減

MG-ALFA クラウド ベース ソリューショ
ンを使用する場合、Milliman の顧客
は、自社に必要な処理能力とストレー
ジ容量分の料金だけを支払います。ハ
ードウェアの導入、管理、およびアップグ
レードは必要ありません。
「当社の見積もりでは、1 年のうち 60%
でグリッドを使用する場合、Microsoft
Azure 上で MG-ALFA を運用すると、
従来のオンプレミス システムではこれまで
300 万ドルかかっていたコストのうち、少
なくとも 1/3 を削減できます。」と Reid
氏 は述べています。「Microsoft Azure
を使用すれば大規模な資本支出がなく
なります。なぜなら MG-ALFA ソリューシ
ョンでは、自社でリソースを所有して運用
する場合に比べればわずかなコストで、ハ
イパフォーマンス コンピューティングのリソー
スをオン デマンドで利用できるためです。」

IT コストを 30%以上削減
「当社のお客様は、
Microsoft Azure を使用し
ているため、シナリオ 実行時
には大量の処理に合わせて
すぐにスケールアップでき、処
理が不要になればやはり すぐ
にスケールダウンできます。」
Van Beach、
MG-ALFA 担当プロダクト マネージャー
(Milliman)

信頼性と高度なセキュリティを実現

セキュリティと信頼性は、金融サービス
企業にとって重要な考慮事項です。
これこそが、Microsoft データ センター
で実行される Microsoft Azure が業
界向けソリューションに適している理由だ
と Renzi 氏は語ります。
同氏は次のようにも述べています。
「Microsoft Azure はセキュリ ティと信
頼性を備えたエンタープライズ レベルの
プラットフォームです。しかも、Microsoft
は世界中にデータ センターを保有してい
るため、お客様に適した管轄区域で
情報をホストできます。」

Milliman は、コンピューティング リソース
の高可用性を維持するために多数の対
策を実施しています。Milliman の従業
員は、同社独自の診断やイベント管理
などのサービス管理手法を使用して、24
時間 365 日体制でサービスを監視し
ています。まれに停電のためにいずれかの
データ センターのサービスが停止した場
合でも、Milliman は Microsoft
Azure に組み込まれているレプリケーショ
ン機能を利用して迅速にサービスを再開
できます。
Renzi 氏は、このソリューション が
Microsoft Azure 上での実行時に
すばらしいパフォーマンスを達成したと
述べています。2011 年末近くからの
6 か月間で、Phoenix は、Microsoft
Azure 上で 10,000 個 のコンピューテ
ィング エンジンを何日もの間運用する時
期を数回経験し、その合間には小規模
なジョブを 実行しました。

Renzi 氏は次のように語っていま す。
「ジョブの完了率は 99.98% でした。
Microsoft Azure は信頼性が高い
うえに、ホストが単一のサービスで発生す
る処理上のボトルネック から Phoenix
などの企業が解放されます。Microsoft
Azure は、エンタープライズ コンピューテ
ィングの可能性の限界を押し広げる堅牢
で 柔軟なリスク管理ソリューションの 提
供に役立ちました。」

Microsoft クラウド サービス

Microsoft は、ビジネス ニーズを満たす
包括的なクラウド ベース ソリューションを
提供しています。こ のようなソリュー ション
は、広告、 通信 (電子メール、会議)、コ
ラボレーション (ドキュメント ストレージ、
共有、ワークフロー)、ビジネス アプリケー
ション (顧客リソース 管理、ビジネス生産
性)、データ ストレージとデータ管理、イン
フラ ストラクチャ サービスなど に対応して
います。また、お客様は、ソリ ューション プ
ロバイダーと Microsoft パートナーで構
成されているエコシステム 全体をご利用
いただけます。
詳細については、
www.microsoft.com/cloud
をご覧ください。

詳細情報
World Wide Web をご利用の場合
は、次の Web サ イトから情報をご覧
いただけます。
www.microsoft.com
Milliman の製品とサービスの詳 細に
ついては、電話 03-5211-7031
( 日本国内) までお問い合わせいただ
くか、次の Web サイトをご覧ください。
www.milliman.com

