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ビッグデータ・アナリティクス：

CIOが今知っておくべき
将来のアーキテクチャ、スキル、ロードマップ

W H I T E  P A P E R

 ■ ビッグデータの定義
ここでは、ビッグデータを具体的な数量やしきい値で
規定するのではなく（こうした数値は常に変化します
し、業種や市場のセグメントによっても異なるためで
す）、その代わりに、「極めて高速なデータの取得／発
見／分析を実現することを通じて、膨大かつ多様な
データからビジネス価値を引き出せるように設計さ
れた新世代のテクノロジーおよびアーキテクチャ」と
いう観点から、ビッグデータとは何かを定義します。

 ■ Hadoop、MapReduce、Key Value Storeとは何か?

「ビッグデータ現象」に対応するために市場で使われ
始めている新たなテクノロジーをめぐっては、多くの
宣伝文句が飛び交っています。ここでは代表的なも
のをいくつか取り上げ、その相対的な重要性を検討
します。

 ■ アナリティクスにおけるビッグデータの意義
最も重要な点は、増え続ける大規模データセットの処
理と分析はますます複雑化しており、そのため、ビジ
ネス・アナリティクスへの取り組みに乗り出した企業

ビッグデータという「すばらしい新世界」

「ビッグデータ時代」が到来しています。ペタバイト規模のデータウェアハウス、 
ソーシャルメディア上の会話、各種のセンサーから発生するリアルタイムの 

データフィード、地理空間情報など、さまざまな新しいデータソースの出現によって 

企業は幅広い課題に直面していますが、これは同時に大きなチャンスでもあります。 
IDCの調査によると、従来のデータベースやアーキテクチャでは対応できない 

膨大なデータセットを用いた処理／発見／分析に必要となる新しいテクノロジーを 

CIOが採用し始めています。そして、企業が生成するデータはその量、高速性、多様性の 

すべての面で増大し続けており、そうしたデータに対応したハイエンドの分析機能、 
つまり「ビッグデータ・アナリティクス」こそが真の価値を引き出すと、 
IDCでは確信しています。

従来型のアナリティクスと、ここで「ビッグデータ時代」という括りの中で取り上げているアナリティクスとの大きな違いは、
現時点で認識している必要性の有無によらず、幅広くデータを収集するという点です。分析の観点からすると、ビッグデー
タでは「何がわかっていないかがわからない」ことを意味します。こうした状況では、変数やモデルは完全に新しいものとな
る可能性が高いため、これまでとは異なるインフラ戦略が求められるようになり、おそらく最も重要な点として、新たなスキ
ルセットが必要となります。

このホワイトペーパーの目的は、ビッグデータが初期段階で企業組織、とりわけ IT部門に及ぼす影響を明らかにすることです。
そして、この影響が及ぼす結果として避けて通れなくなるのが、アーキテクチャ、提供モデル、将来に向けたロードマップの
見直しです。そこで本書では、次の領域について詳しく検討していきます。
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組織の多くは、本質的なレベルで、データの領域に留
まらない広範な情報管理戦略の見直しを迫られると
いうことです。

 ■ ビッグデータ・アナリティクスが 

重要な（および従来と異なる）理由
「この動向の何が新しいのか?」 ― これは多くの人が
疑問に思っている点です。このセクションでは、少し
前の「ビッグデータ以前の世界」におけるビジネス・ア
ナリティクスの活用方法と、「新世界」におけるビッグ
データ・アナリティクスとの違いを明確にします。また、
幅広い業種に最も一般的に普及するようになると
IDCが予測している、さまざまな用途（ユースケース）
にも注目します。

 ■ スキルの側面： データ・サイエンティストの登場
ビッグデータ現象の現実化にともない、さまざまなテ
クノロジーや組織構造を新たに整備する必要性が生
じているため、今後は「データ・サイエンティスト」の

需要が高まっていくでしょう。これは大量のデータセッ
トから情報を引き出し、付加価値の高いビジネス・コ
ンテンツに加工した上でデータの専門家ではないユー
ザーに提示できる能力を持つと同時に、新たに整備
すべき最新の分析モデルを理解できる高度なスキル
も身に付けた、新世代の分析プロフェッショナルを指
しています。

 ■ ビッグデータ・アナリティクスへの取り組みの 

緻密な計画
ビッグデータ・アナリティクス活用の道のりは、反復的
な取り組みになります。そのため、幅広いフレームワー
クの一環として緻密に計画することが重要です。この
セクションの目標は、そうした計画を的確に行う方法
を検討するとともに、ビッグデータ・アナリティクスと
いうすばらしい新世界への取り組みに乗り出すCIO

に向けて推奨事項を示すことです。

現状の概要
ビジネス・アナリティクスの台頭

世界のデータ量が爆発的に増大していることは、すでに広く指摘されています。 
IDC Digital Universeの最近の調査によると、生成および複製される情報量は、 
2011年には1.9ゼッタバイト（1.8兆ギガバイト）を超える見込みであり、 
わずか5年間で9倍というペースです。

ビッグデータは、どこからともなく現れてきた急激な動向
であるかのように思われます。しかし実際には、ビッグデー
タは目新しい現象ではなく、主流になりつつあることで関
心が高まっているだけです。昨今のビッグデータ拡大の
背景には、安価なストレージ、センサーおよびデータ収集
テクノロジーの普及、クラウドや仮想化ストレージ・インフ
ラによる情報アクセスの向上、さらには革新的なソフトウェ
アや分析ツールの出現といった要因があります。そのため、
テクノロジー領域としてのビジネス・アナリティクスが、

CIOや業務部門（LOB）幹部の注目を集めているのも不
思議ではありません。これを裏付けるデータとして、米国
市場における5,722名のエンドユーザーを対象とした最
近の調査では、ビジネス・アナリティクスが企業における
IT構想のトップ5にランクインしています。ビジネス・アナ
リティクス採用の主な推進要因が保守的な姿勢にもとづ
いている点は従来どおりです。コストの管理、顧客の維持、
業務の最適化が重視されているのは、先の見えない経済
状況が続いていることを反映していると考えられます。
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とはいえ、最重要の要因に目を向けると、企業の規模と業種
によって大きな違いが見られます。IDCが2011年2月に
欧州の693の企業組織を対象に実施した調査でも同様に、
回答者の51%が、優先順位の高いテクノロジーとしてBI

（ビジネス・インテリジェンス）とアナリティクスを挙げてい
ます。アジア太平洋などの新興成長市場では、成長の次
の波に乗ることが最も重視されています。

アジアでは新興成長市場における急激な成長の波に乗ろ
うとして、ITに投資する企業が増えています。そうした企
業はアナリティクス主導型のソリューションを活用するこ
とで、顧客に関する洞察を深め、リスクと財務指標の管理
を効率化すると同時に、市場で自社独自の差別化を図ろ
うとしています。振り返ると、ほとんどの企業はビジネス
プロセスの自動化とデータの収集を通じて業務効率を改
善するためのアプリケーションに多大な投資を行ってきま
した。そうしたプロジェクトの多くは今も続いていますが、
経営幹部にとって明らかになってきた点があります。それ
は、経営幹部（および管理職）が適切な情報を適切なタイ
ミングで把握し、それにもとづいて組織内の適切なステー
クホルダーに指示を与えることができていないため（不
十分なシステム統合とデータ品質の問題、およびパフォー

IDCが2011年2月に「Asia/Pacific C-Suite Barometer」（ア
ジア太平洋の経営幹部に対する意識調査）の一環として
行った1,000名以上のCIOと業務部門幹部へのインタ
ビューによれば、今後1年間に競争優位性を獲得する上
で重要なテクノロジー領域として、ビジネス・アナリティク
スが第1位になっています。

マンスと拡張性の問題などが原因）、経営目標を達成する
ために欠かすことのできない重要な意思決定プロセスが
適切に機能していないということです。また、こうした状
況の中、各業務部門では「影の IT」投資という新たな動向
に乗る形で、ビジネス・アナリティクスを重視した部門独
自のソリューションを調達・展開する動きが進んでいます。
そのためCIOとしては、ITとビジネスの連携性・整合性の
強化に力点を置いて、これらの問題を再検討する必要が
生じています。この傾向は「ビッグデータ」が視野に入っ
ていない状況でも見られますが、ビッグデータ問題が加
わった場合はまさに「パーフェクト・ストーム（最悪の状況）」
となり、ビッグデータ・アナリティクスの出番となります。

図1：ビジネス・アナリティクスの台頭

Q：あなた（CIO/CTO）は「ICT*の活用による競争優位性の獲得」をお選びになりましたが、 
次のテクノロジーまたはソリューションのうち、ICTの活用度を高める上で最優先にしたいものは 
どれですか? 

トップ5

ビジネス・インテリジェンス／
アナリティクス

ネットワーク

ソーシャルメディア／
オンライン・チャネル

コラボレーション
（ビデオ、モビリティを含む）

0 5 10 15 20 25 30 35 %

クラウド・コンピューティング／
サービス

出典：IDC、2011年*ICT：Information and communications technology
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ビジネス・アナリティクスに関しては、その定義や用語の
使い方に注意が必要です。BI市場は成熟しているため、
長い間に多くの用語が生まれており、すでに時代遅れと
なったものもあれば、時間とともに定義が見直されてきた
ものもあります。例えば、「BI」という用語自体、クエリー／
レポート／分析（QRA）テクノロジーのみを指す狭い意味
で使われることもあれば、IDCがビジネス・アナリティクス
と呼ぶもの全体を包括する広い意味（フロントエンド・ツー
ルだけでなくデータウェアハウスや分析アプリケーション
も含む）で使われることもあります。「アナリティクス」と
いう用語もまた、比較的新しいこともあり、曖昧に使われ
がちです。最も広い意味では、予測的分析、最適化と将来
予測、分析アプリケーションを含む高度な分析機能を指し
ているケースもあります。その一方で、一部の分野、例え
ばWebアナリティクスなどでは、「アナリティクス」という

用語はデータの集計値などを提示するダッシュボードを
意味します。

このホワイトペーパーでは、「BI」を狭い意味ではQRAツー
ルもしくはBI全般として、また広い意味では IDC用語にお
ける「ビジネス・アナリティクス」として解釈します。「アナリ
ティクス」は、高度な分析機能（データマイニング、統計、最
適化、予測）、または分析アプリケーション（予実管理・経営
管理［FPSM］、CRM／マーケティング分析、サプライチェー
ン分析など）と解釈します。そして、「ビジネス・アナリティク
ス」は上記（BIとアナリティクス）の組み合わせに、さらに
データウェアハウス・テクノロジーも加えたものと解釈しま
す。この定義は、IDCの「Business Analytics Taxonomy for 

2011」（2011年版ビジネス・アナリティクス分類）に明確に
示されています（下の図2を参照）。

用語について：
BIとアナリティクスの違い

図2：Business Analytics Taxonomy for 2011（2011年版ビジネス・アナリティクスの分類）

出典：IDC、2011年
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販売、顧客サービス、コンタクトセンター、
マーケティング、Webサイト分析、 

価格最適化

クエリー／レポート／分析ツール
ダッシュボード、定形帳票、OLAP、 

非定型（アドホック）検索

高度な分析ツール
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ビッグデータでは、どのようなコンテンツを作成すべきか、
それをどのように利用するかは、それほど重要ではありま
せん。より重要なのはデータの分析であり、それをどのよ
うに行うべきかという側面です。これは実体のある「モノ」
というよりは、ITの中にある多くの境界を横断するための
原動力／活動のようなものです。IDCではビッグデータ

 ■ 量
ある種のデータは、構造化データの領域として総称
されるのが一般的です。これはトランザクション用の
データストアでも見られ、急速に普及が進むオンライ
ン上の活動で個人や企業が生成し、永続的に保持さ
れる電子的な痕跡と結びついています。マシン間
（M2M）通信のセンサーデータも、この領域に分類さ
れます。それ以外の構造化データは、既存のデータ
ウェアハウスやデータマート内に存在し、時間の経過
とともにペタバイト規模まで膨れ上がります。

 ■ 多様性
ビッグデータ現象のもう1つの特徴は、半構造化デー
タと非構造化データも分析対象になることです。テ
キスト、ビデオ、その他の形態のメディアを対象とし
て適切な分析を実行するためには、従来とはまったく
異なるアーキテクチャとテクノロジーが必要となりま
す。例えばソーシャルメディア現象を見ればわかるよ
うに、多くのマーケティング部門は今、Facebook、
Twitter、YouTubeに投稿される内容にもとづいて評
判やブランドイメージを分析する方法を模索してい
ます。こうした動きは、中国のRenRenや韓国のNate

を次のように定義しています。「ビッグデータ・テクノロジー
とは、極めて高速なデータの取得／発見／分析を実現す
ることを通じて、膨大かつ多様なデータから経済価値を
引き出せるように設計された新世代のテクノロジーおよ
びアーキテクチャを意味します」

など、国内に大規模なソーシャルメディア・サイトがあ
るアジア圏では、さらに複雑な様相を呈しています。

 ■ 高速性
ビッグデータをより高い頻度で定期的に分析する需
要も高まっています。例えば、一部を抽出したサンプ
ルではなくトランザクション全体を分析対象とするこ
とで、取引リスクの全体像をリアルタイムで把握した
い場合などです。

以上をまとめると、ビッグデータとは、現在のデータベー
スやアーキテクチャでは保管や管理ができないほどの量、
多様性、高速性をともなうデータセット、ということになり
ます。IDCでは、特定のしきい値（例えばテラバイト級など）
より大きいものをビッグデータと定義することを意図的
に避けています。その大きな理由は、このような値は業
種や規模に応じて変化する数字であることに加え、時間
の経過とともに増大することが明らかであるためです。
それよりも重要なのは、この現象から企業組織がどのよ
うな価値を引き出せるかという点であり、また、その結果
として、価値を引き出すための情報戦略を再検討する必
要が生じるという点です。

「ビッグデータ」の定義

図3：「ビッグデータ」の定義

データ量

時間

非構造化データ
（ビデオ、リッチメディアなど）

半構造化データ
（Webログ、ソーシャル
メディア・フィードなど）

出典：IDC、2011年

データ = 
大量、複雑、
高速、多様
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ビッグデータが重要な課題として注目されるようになるとともに、市場には多種多様な新しいテクノロジーが登場して
きました。下の表は、そうしたテクノロジーの概要を開発の背景も含めてまとめたものです（ただし、すべてを網羅して
いるわけでないことに注意してください）。

その他の定義
Hadoop、MapReduce、Key Value Store

表1：ビッグデータ関連テクノロジー（用語）

これらの用語の一部はこのホワイトペーパーでも使用
していますが、その詳細を深く検討することはありませ
ん。なぜなら、ある企業の IT担当幹部が最近指摘した
ように、「テクノロジーを知ることと、それを適切な環境
に適用することは、まったく別の話」だからです。新しい
テクノロジーは、純粋にテクノロジーとして検討するだ
けでなく、ビジネス要件との整合性を可能な限り追求
する必要があります。しかしそうは言うものの、ほとん
どの IT担当幹部は、この領域におけるテクノロジーと
傾向の最新状況を把握していません。また、把握して

いるとしても、実際の戦略は、エンタープライズ・アー
キテクチャ担当チームから数名を選び、「ビッグデータ」
を扱うために活用され始めている最新テクノロジー（例：
インメモリー、Hadoop、MapReduce、Key Value Store

など）を試させる、といった程度でしかありません。

テクノロジー 概要と背景

BigTable
Google File System上に構築される独自仕様の分散データベース・システム。HBaseの
着想元です。

Cassandra
分散システム上で大量のデータを処理できるように設計された、オープンソースのデータ
ベース管理システム。このシステムは当初 Facebookで開発されましたが、現在は
Apache Software Foundationのプロジェクトとして管理されています。

データウェアハウスおよび
分析アプライアンス

サーバー、ストレージ、（複数の）オペレーティングシステム、データベース、ビジネス・イン
テリジェンス、データマイニング、その他のソフトウェアの統合セットで構成され、データウェ
アハウスに特化してプリインストールと事前の最適化を施した専用機器。

分散システム
複数のコンピュータがネットワーク経由で相互通信しながら、ひとつの計算問題を解くシ
ステム。問題を複数のタスクに分割し、並列して稼働する複数のコンピュータでそれぞれ
のタスクを解決します。価格性能比、信頼性、拡張性の向上がメリットです。

Google File System
Googleが開発した独自仕様の分散ファイルシステム。Hadoopの着想元のひとつでもあ
ります。

Hadoop

特定の種類の問題に関する大量のデータセットを分散システム上で処理するオープンソー
スのソフトウェア・フレームワーク。GoogleのMapReduceとGoogle File Systemが着想
元になって開発されました。当初は Yahoo!で開発されましたが、 現在は Apache 

Software Foundationのプロジェクトとして管理されています。

HBase
GoogleのBigTableをモデルとするオープンソース（無料）の非リレーショナル分散データ
ベース。当初は Powersetによって開発されましたが、現在は Apache Software 

Foundationのプロジェクトとして管理され、Hadoopの一部となっています。

MapReduce
特定の種類の問題に関する大量のデータセットを分散システム上で処理するために
Googleが導入したソフトウェア・フレームワーク。Hadoopにも実装されています。

非リレーショナル・データベース／
Key Value Store

非リレーショナル・データベースは、リレーショナル・データベースと異なり、データをテー
ブル（行と列）には保管しません。Key Value Storeでは、スキーマレス（非SQL）のエンティ
ティ管理が可能です。
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「この動向の何が新しいのか?」 ― これは多くの人が疑問
に思っている点です。このセクションでは、少し前の「ビッ
グデータ以前の世代」におけるビジネス・アナリティクス
の活用方法と、「すばらしい新世代」におけるビッグデータ・
アナリティクスとの違いを明確にします。また、幅広い業
種に最も一般的に普及するようになると IDCが予測して
いる、さまざまな用途（ユースケース）にも注目します。大
多数の IT部門では、時間の経過とともにインフラのアー
キテクチャを進化させてきました。メインフレームがすべ
てを支配する1980年代の環境から、1990年代にはクラ
イアント／サーバーへと移行し、今世紀に入ってからは
Webを全面的に活用し、現在では「プライベート・クラウド」
として広く知られる環境へと進化しています。これがうま
く機能して「ニルヴァーナ（涅槃）」と呼べるような理想的
な状態を実現した場合には、インフラのリソース（サー
バー、ストレージ、ネットワーク）は仮想化および統合化さ
れ、業務部門のユーザー自身が必要な環境を自動的に構

築できるようになります。しかも、SLA（サービス内容合
意書）は完全に満たされ、セキュリティ、パフォーマンス、
可用性、コストに関するプロファイルの透明性が、サービ
スカタログという形であらゆるユーザーに保証されるよ
うになります。ただし、こうした「ニルヴァーナ」状態のイ
ンフラを実現している企業は、たとえ存在するとしても非
常に少なく、そうした企業でもデータセンターでは複雑に
絡み合うコンピューティング・リソースとの格闘が続いて
いるのが実情です。また前述のとおり、昨今はビッグデー
タという外圧が高まっているため、CIOはインフラの再構
築を迫られています。この傾向は、分析機能を全社規模
で展開するにはどうすればよいかという文脈で特に顕著
です。

下に示すのは、インフラの領域で今現在進行しつつあり、
ビッグデータ・アナリティクスの領域にも影響を及ぼしつ
つある変化の概要です。

ビッグデータ・アナリティクス
“旧世代” 対 “新時代”

表2：“旧世代” 対 “新時代”（ビッグデータインフラ）図

旧世代 新時代

基本形態 連携性を欠いたインフラ群 リソースのプール

アーキテクチャ パフォーマンスを「調整」
直線的な拡張性（分散並列処理や「インメモリー」
ストレージの特長）

提供モデル オンプレミス（社内運用）方式
ハイブリッド方式（クラウド・バースティング機能
付き）とアプライアンスの広範な活用
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以下では、この領域における IDCの調査にもとづき、こう
した問題に対処するCIOに向けて3つのヒントを提示し
ます。

 ■ クラウド・バースティング
プライベート・クラウドは、前述した全社規模の分析
環境に求められる要件とも親和性が高い取り組みで
すが、CIOとしてはワークロードを厳密に評価して、で
きるだけリスクを軽減する必要があります。この取り
組みで重要となるのは、外部ベンダーが提供するク
ラウド・バースティング機能（すなわち、サービスとし
てのインフラ：IaaS）の評価です。これはリアルタイ
ム分析環境の活用に取りかかる段階では特に重要で
あり、適切な評価を通じて、インフラのリソース使用
が需要と密接に対応していることや、パフォーマンス
と可用性に関して問題がないことを確認する必要が
あります。

 ■ 分析アプライアンス
提供モデルに関しては、ビッグデータに対処しようと
する企業にパフォーマンス面で大きなメリットをもた
らすのは分析アプライアンスであることが、IDCの調
査結果で明らかになっています。さらに、アプライア
ンスではソフトウェアが最適化され、あらかじめ統合
されているため、通常は導入展開に要する期間も短
くなります。CIOを対象とした最近のグローバル規模
の調査によれば、回答者の10%が、2011年の提供モ
デルとして分析アプライアンスを検討しています。ま
た、多くのCIOがこうしたアプライアンスを既存の
データウェアハウス環境内に統合したいと考えてい
るため、参考にできるリファレンス・アーキテクチャの
需要が高まると、IDCでは考えています。また、提供
モデルとして分析アプライアンスの採用が増えるの
と呼応する形で、IT部門では技術スキル（インストー
ル、設定、管理など）に対する予算を縮小し、ビジネス
上の効果を部門横断で推進するハイエンドの分析ス
キルに対する予算は増加するだろうというのも、IDC

の見方です。

 ■ エンタープライズ・アーキテクチャ
エンタープライズ・アナリティクスには、企業組織の
成長に対応して効果的に規模を拡張できるエンター
プライズ・アーキテクチャが必要です。ビッグデータ・
アナリティクスの台頭により、この問題への対応は緊
急性が高まっています。企業は今、「ハイパフォーマ
ンス分析環境」、すなわち、「In-Database分析、並列
処理、インメモリー・ストレージを活用して、データの
量、高速性、多様性の増大に対処するための環境」の
構築を真剣に検討する必要があります。特に、非構造
化データの扱いについては、Hadoopにもっと注目す
べきでしょう。HadoopはApacheに含まれるオープ
ンソースのソフトウェア・フレームワークであり、コン
ピュータのクラスターで大量のデータを分散処理す
る環境を提供します。ただし、グローバル標準とロー
カル要件の間には相容れない部分が常に存在するこ
とは理解しておく必要があります。Hadoopの使用も
その典型例といえるでしょう。もう1つの選択肢とし
て期待されるのは、異種混在のワークロード（例えば
分析と業務）を同一のインフラ環境で処理できる能
力です。前述したアプライアンスなどが、これに相当
します。CIOは、特定のビジネス課題の解決に貢献す
る方法を検討すると同時に、グローバルなアーキテク
チャ標準／仕様を把握している必要もあります。グ
ローバル規模のガバナンス・モデルのもとでは、こう
したテクノロジーを本稼働環境で使用できない場合
も想定されますが、業務部門からの期待が高まるに
つれ、IT部門はエンタープライズ・アーキテクチャに
おける優先課題とローカルレベルのニーズとの整合
性のあり方を再検討する必要に迫られるでしょう。
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ここで最も重要な点は、こうした増え続ける大規模かつ
複雑なデータセットの処理と分析はますます複雑化して
おり、そのため、ビジネス・アナリティクスへの取り組みに
乗り出した企業の多くは、本質的なレベルで、データの領
域に留まらない広範な情報管理戦略の見直しを迫られる
ということです。しかし、その結果として期待できる効果

ただし、こうしたアナリティクスの可能性の高さは明らか
であるものの、あらゆる用途に適切または適用可能とは
限らない点を理解しておくことが重要です。下の図に示

は計り知れません。グローバル規模の小売チェーン企業
において全品目の価格最適化や不正行為の検知をリア
ルタイムで行える状況を想像してみれば、ビッグデータ・
アナリティクスを活用して解決できる問題がどのようなも
のか理解できるでしょう。

すように、どのような用途に適しているかは、ビッグデータ
の2つの次元、つまり高速性と多様性を軸に考えることが
できると、IDCでは考えています。

図4：ビッグデータ・アナリティクスの潜在的な用途

リアルタイム 

バッチ処理

構造化 半構造化

データの多様性

データの高速性

非構造化

銀行における信用リスクと市場リスク

銀行における不正検知（クレジットカード）／金融犯罪対策（AML）
（ソーシャルネットワーク分析を含む）

金融業／通信業におけるイベント・ベースド・マーケティング

小売業における価格最適化

公共機関における不正請求／脱税

航空分野における予知保全

製造業における
需要予測

従来型の
データウェアハウス

電子カルテによる
疾病分析

テキストマイニング ビデオ監視／分析

ソーシャルメディアにおける
センチメント（評判）分析

表3：“旧世代” 対 “新時代”（ビッグデータ・アナリティクス）

旧世代 新時代

データセット 事前定義 包括的かつ反復的

データの高速性 バッチ処理
プロアクティブかつ動的
（適切な場合にはリアルタイム）

データ分析 基本的に履歴データが対象 予測と最適化
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ビッグデータ・アナリティクスの導入がビジネス価値の飛
躍的な向上にどのように貢献するかについて理解を深め
るためには、これらの用途の詳細を知るのが一番でしょう。

 ■ 銀行におけるリアルタイム不正検知
これは銀行業において、複数の金融商品、業務部門、
販売チャネルにまたがって不正行為を検知、防止、管
理するための機能を指します。これを実現するには、
トランザクションに関与する各種の関連情報（カード、
口座、顧客、端末 ID、IPアドレスなど）について履歴
データを収集する仕組みを整え、POS（販売時点管理）
トランザクションの処理中に顧客の異常な行動をとら
え検知の精度を高める必要があります。収集した情
報は複数の予測モデルで使用し、不正検知と信用リ
スク管理に活用できます。

 ■ 小売業における価格最適化
小売業では、プロモーション、季節変動、重要なイベン

ハイエンドの分析機能を活用するには、主に2つの 

カテゴリーで新たなスキルセットが必要となります。

技術スキル
従来のデータベースやアーキテクチャでは対応でき
ない膨大なデータセットの処理、発見、分析に必要と
なる新しいクラスのテクノロジー（インメモリー、
Hadoop、MapReduce、Key Value Storeなど）を扱う
ためのスキル。こうしたテクノロジーの一部はアプラ
イアンスとして提供されるため、データを活用するた
めには、ソフトウェアがハードウェアとどのように連携
するかを正しく理解できるスキルが欠かせません。

トの影響を考慮した需要予測シナリオにもとづいて
幅広い商品の価格をリアルタイムで最適化できれば、
利益を大きく伸ばすことができます。ソーシャルメディ
アのセンチメント（評判）分析を併用すれば、この機能
をさらに強化し、特定の商品に関する顧客の需要をリ
アルタイムに近いタイミングで把握できるようになり
ます。

 ■ 電子カルテによる疾病分析
現在では、医療サービスの進歩により、患者の病歴を
すべて電子形式で把握できるようになっています。こ
れはビッグデータ・アナリティクスにとって大きなチャ
ンスです。例えば、糖尿病のような病気の場合、患者
の病歴を食事のデータと関連付けることができ（おそ
らく小売業のマーケット・バスケット分析との連携も
可能）、運動のスケジュールも最適化できるとしたら、
医者は従来なら夢物語でしかなかった斬新な知見・
洞察を得ることができるでしょう。

新しいタイプのアナリスト／データ・サイエンティスト
“旧世代”のアナリティクスと、ここで「ビッグデータ時
代」という括りの中で取り上げているアナリティクス
との大きな違いのひとつは、現時点で認識している
必要性の有無によらず、幅広くデータを収集するとい
う点です。分析の観点からすると、これは「何がわかっ
ていないかがわからない」ことを意味します。こうし
た状況では、大量の非構造化データが分析対象にな
るため、変数やモデルは完全に新しいものとなる可
能性が高くなります。これが何を意味するかといえば、
常に発見が出発点となる「サンドボックス・メンタリティ」
（砂場遊びのような自由で実験的な知性）を推奨する

スキルの側面

前述したように、IDCでは、企業組織が生成するデータはその量、高速性、多様性のすべての面で増大し続けており、そうし
たデータに対応したハイエンドの分析機能、つまり「ビッグデータ・アナリティクス」こそが真の価値を引き出すことになると
確信しています。アジアでは（米国や欧州に本拠を置く一部の多国籍企業を除けば）、どのようなタイプとレベルのスキルが
必要になるかを認識している企業はほとんどありません。この状況は、（ビッグデータ現象に関係なく）一般的な傾向として、
ハイエンドの分析機能という領域に関する問題意識とスキルが歴史的に欠如していたことに関係していると、IDCでは考え
ています。
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例えば、いわゆる「ソーシャルメディア現象」（ビッグデー
タのうち半構造化データと非構造化データの部分に大き
く関わっています）を見ればわかるように、多くのマーケ
ティング部門は今、Facebook、Twitter、YouTubeに投稿さ
れる内容（ご想像どおりの膨大な量です）にもとづいて評
判やブランドイメージを分析する方法を模索しています。
こうした動きは、中国のRenRenや韓国のNateなど、国
内に大規模なソーシャルメディア・サイトがあるアジア圏
では、さらに複雑な様相を呈しています。これに関しても、
現状の IT部門は、最高マーケティング責任者（CMO）がま
ず頼りにしたいと思う存在ではありません。ほとんどの IT

部門には、ビジネスニーズを理解するスキルが欠けてい
るためです（また、多くの IT部門はまだ、ソーシャルメディ
アの利用に関するポリシーやガバナンスの面でどのよう
な役割を果たすべきかを模索している段階にあります）。
そのため、技術、ビジネス、人間関係に関するスキルの観
点から、IT部門の人員構成を見直すことから始める必要
があります。

次に示す成熟度モデルは、企業におけるビジネス・アナリ
ティクスの導入過程に応じて、こうしたスキル（技術とビジ
ネスの両方）の獲得をどのように計画し、ビッグデータ・ア
ナリティクスの時代にふさわしく進化させていけばよい
かに関する IDCの考え方を示しています。

方向性で、パワーユーザーが分析機能を業務に活か
す方法を再考する必要があるということです。一般
論としては、データマイニングや統計分析の経験が
あれば、このタイプの分析の優れた出発点となるで
しょう。そして今後は、「データ・サイエンティスト」の
需要が高まっていくでしょう。これは強力な統計分析
スキルを持つ新世代の分析プロフェッショナルです。
大量のデータセットから情報を引き出してデータの
専門家ではないユーザーに価値を提示できる能力と、
短期間でビジネスに多大な効果をもたらす最新のア
ルゴリズムと分析モデルを理解できる高度なスキル
を兼ね備えていることが大前提となります。IDCの調
査でも、こうした分析重視のスキルセットに対する関
心の高まりが世界中で見られます。その役割と責任
はまだ明確に定義されてはいませんが、基本的には、
前述した「何がわかっていないかがわからない」（つま
り、大量の非構造化データが分析対象となるため、変
数やモデルは完全に新しいものとなる可能性が高く
なる）状況に最適な人材であるのは確かです。こうし
た新しいデータタイプやデータ構造を相手に的確な
分析を行うためには、まさに「即戦力」となるスキルと
創造性が求められます。
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ビッグデータ・アナリティクス時代にふさわしいスキルの
獲得と開発に関しては、ビジネス部門と IT部門を横断し
てこの技術の活用を推進するための中心組織として、ビ
ジネス・アナリティクス・コンピテンシー・センター（BACC）
を創設することが重要です。こうした組織構造を整備す
ることで、この変革に関与する主なステークホルダーの
役割と責任が明確になるだけでなく、社内の可視化が進
み、教育の仕組みが整い、IT部門とビジネス部門の溝が
埋まることになると、IDCは考えています（ビジネス部門
側ではマーケティングと販売が特に重要であり、これらの
部門の重要人物がBACCに関与する必要があります）。
なぜなら、このようなプロジェクトでは、最前線のスタッフ
の意思決定の改善こそが第一目標となるからです。

スキルの次元に関連して、こうした中心組織は以下の領
域に関与する必要があるとIDCは考えています。

テクノロジーの特定と開発

ビジネスケース（投資対効果検討書）の作成とROIの
裏付け

マスターデータ管理、データ品質、データモデルに関
する明確なポリシーとガイドラインを備えたデータガ
バナンス・フレームワークの整備

重要なステークホルダーが適切なタイミングで関与
できる仕組みを整え、IT部門とビジネス部門の連携
を確立

必要な変革の実現と、その結果としてのビジネス目
標の達成を、ITの観点からサポートする役員として
CIOを関与させること

ビッグデータ・アナリティクスが秘める可能性を真に活用
できる成熟度レベルに達している企業はごく限られており、
実際問題、すべての関連領域で一気に改革を進めるのは
簡単ではありません。しかし、現在のような経済環境で企
業が本当の意味で差別化を図ろうとするなら、この変革
を避けて通ることはできません。そして、この変革で重大
な役割を果たす必要があるのは、CIO（および IT部門）で
す。次のセクションでは、IDCがこの取り組みで留意すべ
きと考えている点について、いくつかヒントを示します。

図5：ビッグデータ・アナリティクスの成熟度モデル図

パイロット 

旧世代 新時代

部門レベルのアナリティクス 全社規模のアナリティクス
ビッグデータ・
アナリティクス

効果

段階

スタッフのスキル
（IT部門）

分析の専門知識はほとんどないか 
皆無で、BIツールの基本的な 
知識のみ

BIツールの機能に関する知識

単純な履歴データにもとづく 
BIレポートおよびダッシュボード

収益への目立った影響はなし。 
ROIモデルは未導入

ほとんどないか皆無
（特命の調査研究チームのレベル）

不満がつのる

裏方のみ

20%

パフォーマンス、可用性、
セキュリティに焦点を絞った
データウェアハウス・チーム

ビジネス・アナリストが少なく、
高度な分析の使用は限定的

データウェアハウスを導入し、
BIツールを幅広く活用。
分析用データマートは限定的

収益創出に関するKPIをいくつか
導入し、ROIを明確に理解

データウェアハウス・モデル／
アーキテクチャは初期段階

可視化が実現

限定的

65%

高度なデータモデルの作成者と
データ管理者を IT部門の 
主力として位置付け

豊富な知識を持つ 
分析モデル作成者と統計専門家が 
能力を発揮

In-Database方式の 
データマイニング。 
並列処理と分析アプライアンスの 
利用は限定的

収益に大きな効果が及ぶ
（定期的な計測と監視も実現）

データ定義とデータモデルを標準化

連携が実現
（業務部門担当役員を含む）

積極的

10%

「データ・サイエンティスト」を
配属したビジネス・アナリティクス・
コンピテンシー・センター（BACC）

複雑な問題の解決をビジネス・
アナリティクス・コンピテンシー・
センター（BACC）に統合

複数のワークロードに対応した
アプライアンスを広範に導入。
最新テクノロジーにも対応できる
アーキテクチャとガバナンス

分析にもとづいてビジネス戦略を
立て、競合他社との差別化を強化

明確なマスターデータ管理戦略

部門横断が実現
（CEOが状況を把握）

変革を推進する柔軟性が実現

5%

スタッフのスキル
（ビジネス部門／
IT部門）

テクノロジーと
ツール

収支面の影響

データガバナンス

業務部門（LOB）

CIOの関与

企業の割合
（IDCの推定）
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CIOのための 

「ビッグデータ・アナリティクス」チェックリスト

 ■ 将来を見据えたアーキテクチャの構築
分析業務では長年にわたり、基盤となるハードウェア
の拡張性が限られていたため、さまざまな「回避策」
の特定と活用に注力してきました。その結果、多くの
IT部門では、マテリアライズド・ビュー、つまり事前に
抽出と計算を済ませたデータ構造を作成するように
なりました。ビジネスユーザーがこれらを使用しても、
元データを扱う業務システムのパフォーマンスに悪
影響が及ばないようにするためです。他方、クラスタ
リング、並列処理、インメモリーなどのテクノロジーが
登場してきた結果、現在では、元になる業務データの
すべてを分析環境で活用できるようになっています。
ただし、可能だからといってデータ容量をやみくもに
増やすのが適切でないように、分析でもそれと同じ罠
にはまらないことが重要です。特定のインフラ規模
がすべての状況に最適であるとは限らないため、状
況に応じて複数の提供モデルを評価する必要があり
ます。こうしたモデルとしては、クラウド（特にそのバー
スティング機能）、アプライアンス、従来のクライアン
ト／サーバーや3層Webアーキテクチャなどが考え
られます。

 ■「サンドボックス・メンタリティ」の醸成
旧式のバッチモードによる従来のアナリティクスと、こ
こで「ビッグデータ時代」という括りの中で取り上げ
ているアナリティクスとの大きな違いのひとつは、現
時点で認識している必要性の有無によらず幅広くデー
タを収集するという点です。分析の観点からすると、
これは「何がわかっていないかがわからない」ことを
意味します。こうした状況では、大量の非構造化デー
タが分析対象になるため、変数やモデルは完全に新
しいものとなる可能性が高くなります。これが何を意
味するかといえば、常に発見のプロセスが出発点とな
る「サンドボックス・メンタリティ」（砂場遊びのような
自由で実験的な知性）を推奨する方向性で、パワー
ユーザーが分析モデルを構築する方法を再考する必
要があるということです。これは特に、非構造化デー
タ、半構造化データ、構造化データを結びつけて活用
するという観点から重要です。その一環として、ソー
シャルメディアにおけるニュアンス（その多くはジェネ

レーションY、ジェネレーションZ、さらには2000年世
代の感覚）を理解するために、新しい種類のスキルを
採り入れていく必要もあります。

 ■「つぎはぎ」導入に走らない自制心
新しい優れたテクノロジーが市場に登場すると、IT部
門はビジネスへの即効性を求めて、「つぎはぎ」式に
導入しようとする傾向があります。ある程度の実験は
良いことです（これは前項で説明した「サンドボックス・
メンタリティ」の考え方にも通じるもので、Hadoopと
MapReduceはまさにこれに該当します）が、CIOとし
ては目先のビジネス価値だけを意識した実験に時間
を取られすぎないように注意する必要があります。

 ■ 適切なチームの編成
このプロセスの最初のステップは、CIOが自分の率い
る IT部門を評価し、関連するスキルレベルと組織構
造の妥当性を精査することです。場合によっては、IT

部門が変わったことをビジネス部門に認識してもらう
ために、何らかの内部変革も必要になるでしょう。次
に、適切な人材に必要な権限を与え、IT部門としてア
ナリティクス戦略を実行できるようにする必要があり
ます。ここでは、関連するプロセスとガバナンス構造
を整備して、ビジネス部門の期待に効果的に応えて
いくための土台を築きます。その一環として、CIO自
身には、基盤となる分析テクノロジーの機能を深く理
解することが求められます。その上で、各業務部門の
担当役員と連携しながら、基盤となる分析テクノロ
ジーの機能を最適なレベルで活用できる高度なスキ
ルとマインドを備えた適切なマネージャーとナレッジ
ワーカーを雇用する必要があります。

 ■ アナリティクスの全社的な展開
これまで、この領域における ITプロジェクトの多くは、
データウェアハウスを構築してさまざまなBIツール
と組み合わせることにより、データに潜む情報を可視
化してエンドユーザーに提供することを重視してきま
した。しかし、高度な分析機能の観点からすると、ITス
キルが不足している場合、こうしたプロジェクトの大
半は部門別の戦術的なレベルにとどまり、いわゆる「サ
イロ化」（個別化、非連携化）の状態で満足し、それ以
上を求めない雰囲気に陥りがちです。その結果、リス
ク調整後資本利益率（財務、信用リスクスコア、顧客
属性データを組み合わせた指標）のような総合的な
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評価は不可能になってしまいます。この状況を変える
ためには、IT部門とビジネス部門のコラボレーション
を新たなレベルに引き上げることが必要です。ここで
のCIO自身の役割は、アナリティクスを全社的に導入
するための手法に集中し、関連のプロジェクトを確実
に成功に導くことです。

 ■ ガバナンスと活用支援
これについては、データウェアハウス・テクノロジーへ
の既存の投資が適切なものであれば、期待どおりの
メリットを実現できます。IT部門が整備するデータモ
デルとリファレンス・アーキテクチャにより、さまざま
なビジネス部門を横断してデータ定義とデータ標準
の一貫性が確保されます。データガバナンスをめぐ
る業務と分析のギャップを解消するためには、マス
ターデータ管理（MDM）の領域で高度な取り組みが
必要になりますが、基本的には、この（IT部門が整備し
た）プラットフォームによって、IT部門が必要とする管

理と制御も実現するはずです。ビジネスにおける活
用支援の面では、ビジネス・アナリティクスをビジネス
プロセス管理機能と組み合わせた新たなクラスのプ
ロジェクトが登場し始めていると、IDCでは見ていま
す。具体的には、ルール管理、データマイニング、クエ
リーとレポーティング、複合イベント処理（CEP）、コラ
ボレーション、BPMスイート、検索、コンテンツ分析な
どのツールを含む、意思決定管理のソフトウェア・コ
ンポーネント群に関するプロジェクトです。IT部門は、
社内の各組織の意思決定プロセスとその基盤をなす
意思決定管理ソフトウェアについて理解を深めること
で、データウェアハウスやBIに対する既存の投資を
補完することができます。そして、それを実際に行っ
た IT部門こそが、ITガバナンスとビジネスにおける活
用支援とのジレンマを最も効果的に管理できる位置
に立つことになるでしょう。IDCではそう確信してい
ます。

結論

ビジネス・アナリティクスの成熟度と導入状況はさまざまですが、多くの企業が今、この領域でより高度なソリューションや
製品を活用しようと動き出しているのは間違いありません。この方向に進むためには、ビジネス・アナリティクスの導入に先
立って、まずは戦略的な計画を立て、手堅いロードマップを作成する必要があります。業務部門の新世代のマネージャーた
ちは、ビジネス・アナリティクスの活用がもたらす競争上のメリットを十分に理解しており、この領域のテクノロジーを積極的
に導入したいと考えています。そしてその方向性に進むにあたっては、目標とする変革の達成を能動的に推進していくため
に、特に以下の領域に重点を置いた新たな取り組みが求められていると、IDCは見ています。

CIOの役割の強化。全社的なアナリティクス戦略の策定において重要な役割を果たし、分析テクノロジーがビジネスに
対して期待どおりの効果を確実にもたらすように努めることで、組織変革への影響力を高める必要があります。

現状に代わる提供モデルの評価。ビッグデータに対応したアプライアンス、インメモリー、Hadoopなどを幅広く検討し
ます。

業務部門による関心度合いの向上と可視化の強化。ビジネス・アナリティクス・プロジェクトにおける次の達成目標に
CEP（複合イベント処理）とBAM（ビジネス・アクティビティ・モニタリング）のテクノロジーを統合し、IDCが「意思決定
管理」と呼ぶ領域について新たなクラスのプロジェクトを推進します。

役員会におけるCIOの役割の重要性は高まりつつあり、ビジネス・アナリティクスなどの高度なアプリケーションの購買判
断の鍵を握る存在となりつつあります。さらに、CIOとIT部門には今、幅広いビジネス・アナリティクス機能の活用を通じて、
新たなビッグデータ時代に対応した新しい情報管理戦略を確立するとともに、より高度な意思決定支援機能を全社規模で
ビジネス関係者に提供することが求められているのです。
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