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この資料の概要

このソリューション概要では、クラウドとビッグデータのテクノロジーを融合させて、コスト
効果の高いクラウド型ビッグデータ分析の提供モデルを実現する方法について説明し
ます。さらに、以下の項目についても解説しています。

•  クラウド・コンピューティングがビッグデータを利用した高度な分析の実現手段となる
理由

•  IT部門がクラウドサービスの仲介役として企業におけるクラウド型ビッグデータ分析
を主導する方法

•  クラウド型ビッグデータ分析のAnalytics as a Service（AaaS）モデル

•  クラウド型ビッグデータ分析の構想に着手する上での今後の実践的な手順

ソリューション概要
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テクノロジーの融合
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ビッグデータ分析の実現手段としてのクラウド
現在、世界中の組織が、ビッグデータ分析とクラウド・コンピューティングという2つの IT構想に注目し
ています。ビッグデータ分析は、競争力の強化、イノベーションの促進、収益の増加に役立つ貴重なイン
サイトの供給源として、非常に有望です。一方、クラウド・コンピューティングは ITサービスの提供モデル
として、効率化とコスト削減を果たしつつ、ビジネスの俊敏性や生産性を高められる可能性を秘めてい
ます。

この 2つのテクノロジーは現時点でも進化を続けています。それに伴い組織が抱える課題も、ビッグデー
タの保存内容や方法から、実際のビジネスニーズに即した意義ある分析結果の取得方法へと移りつつ
あります。クラウド・コンピューティングの成熟度が増すにつれ、効率的で俊敏なクラウド環境を構築する
企業の数が増加し、クラウド・プロバイダーの提供するサービスも拡大しています。

こうした状況の中、IT部門が、クラウド・コンピューティングのことをビッグデータ・プロジェクトを支える骨
格とみなしていても不思議ではありません。ビッグデータ環境では、大量、高速、多様な形式を特徴とす
るビッグデータの処理が可能なツールをサポートするため、サーバーのクラスターが必要です。一方クラ
ウドは、すでにサーバー、ストレージ、ネットワーキング・リソースのプール上に展開されており、必要に応
じて拡大 /縮小が可能です。クラウド・コンピューティングは、ビッグデータ・テクノロジーと高度な分析ア
プリケーションを支えるコスト効果の高い手段であり、大きなビジネス価値を生み出します。

本書では以下の点について説明します。

• クラウド・コンピューティングがビッグデータを利用した高度な分析の実現手段となる理由

•  IT部門がクラウドサービスの仲介役として企業におけるクラウド型ビッグデータ分析を主導する方法

• クラウド型ビッグデータ分析の Analy tics as a Ser vice（AaaS）モデル

• クラウド型ビッグデータ分析の構想に着手する上での今後の実践的な手順

ビッグデータの動向
クラウド・コンピューティングがコスト効果の高いビッグデータ分析の提供モデルである理由は何でしょう
か。また、ビッグデータとクラウドのテクノロジーをどのように融合させることで、クラウドでのビッグデータ
分析が適切な選択肢となるのでしょうか。ビッグデータ分析については、以下のような動向が見られます。

データの重要性は増加しています。最近では、「どのデータを保存すべきか」から「データで何ができる
か」へと関心が移りつつあります。企業はデータに秘められた可能性を引き出して、競争力の強化につ
なげられることを期待しています。Gartnerの予想によると、企業データは 2011年から2015年にか
けて800%増加し、そのうち80%は非構造化データ（メール、文書、動画、画像、ソーシャルメディア・コン
テンツなど）で、20%は構造化データ（クレジットカードの取引情報や連絡先情報など）となります。1

大量のデータが競争力を高めるインサイトをもたらすとしたら、それが従来のリレーショナル・データベー
ス・マネジメント・システム（RDBMS）に保存された構造化形式であろうと、多様な非構造化形式であ
ろうと、企業としては、データを処理・管理・分析できる新たなアプローチを見つけなければなりません。
また、さまざまなデータのソースと種類を組み合わせることで、これまで気づかれなかった興味深いパ
ターンや関係が明らかになる可能性もあります。

ビッグデータ分析とは

ビッグデータとは、ITスタッフや組織が
従来扱ってきたデータに比べて、桁違
いに大量（volume）、多様（variety）
かつ高速（velocity）に生成される膨
大なデータセットであり、構造化デー
タ、半構造化データ、非構造化データ
が含まれます。この大量のデータは、
PC、スマートフォン、センサー（RFID
リーダーや交通監視カメラ）など、ネッ
トワークに接続されたデバイスによっ
て生成されます。また、文字、文書、画
像、動画など、生成される形式は多種
多様であり、全く異なる構造を持って
います。

ビッグデータの真価は、パターン、意
味、判断のための指標、さらには強力
なインテリジェンスに基づくグローバ
ルな対応力など、分析によって得られ
るインサイトにあります。ビッグデータ
分析は、大量の種類の異なるデータ
を扱えるように設計された最先端のテ
クノロジーで成り立っています。機械
学習、ニューラル・ネットワーク、ロボ
ティクス、計算数理学、人工知能など
の高度な定量分析手法を活用して、
データを調査し、相互関係やパターン
を発見します。
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インテリジェント・シティー
• スマート・ビルディング・センサー
• スマート・グリッド・センサー
• 気象センサー
• 汚染センサー

インテリジェント道路
• スマートフォンに搭載された
  センサー
• 車両に搭載されたセンサー
• 交通監視カメラ
• 誘導センサー

インテリジェント工場
• ファクトリー・オートメーション・
  センサー
• スマートメーター

インテリジェント病院
• 救急車に搭載されたセンサー
• 携帯型の医療画像処理装置

ビッグデータの活用例： 
スマートシティー

人間によって生み出されるトランザ
クション /ソーシャルメディア /位置
情報などのデータに加えて、デバイ
スセンサーがリアルタイムで生成す
るビッグデータも急増しています。
こうした貴重なデータソースに対し
ては、備え付けの組込み機器、クラ
ウド、または専用の ITインフラスト
ラクチャー、ストレージ、ハイパフォー
マンス・コンピューティング・ソリュー
ションを利用して処理と分析を行う
ことが可能です。

データ分析はバッチ処理からリアルタイム処理に移行しています。インテルが 2012年に大企業の IT
マネージャー 200人を対象に行った調査によると、現時点ではバッチ処理とリアルタイム処理の比率は
五分五分ですが、リアルタイム処理は増加傾向にあり、2015年までに全データ処理量の 3分の 2に
達する見込みです。2 また、リアルタイムやほぼリアルタイムの情報を処理するテクノロジーも、広告上の誇
張表現のレベルから成熟の初期段階へと進化しつつあります。

リアルタイムであることが予測分析を支援します。予測分析を導入することで、将来に対する先見性を
備えた組織になれるほか、ビッグデータから価値を引き出す絶好の機会を得られます。リアルタイム・デー
タは、高速かつ正確で柔軟性に優れた予測分析を実現して、ビジネス状況の変化への即応を可能にし
ます。データを迅速に分析できれば、よりタイムリーな結果を得られ、予測分析の価値も高まります。

ビッグデータ分析の対象は拡大を続けています。ビッグデータ分析における初期の関心は、メール、動
画、ツイート、Facebook*への投稿、レビュー、Web上での動作など、ビジネスやソーシャルメディア関
連のデータソースに集中していました。現在では、インテリジェント・システム（車載インフォテインメント、
キオスク、スマートメーターなど）やネットワーク境界にあるデバイスセンサーから収集されたデータなど、
極めて高速に生成される大量かつ複雑なビッグデータにまで、その対象は広がっています。ユビキタス
な接続とセンサーやインテリジェント・システムの普及が、貴重な情報の宝庫の扉を広く開放することに
なりました。企業が、従来よりも迅速かつ低コストで豊富なインサイトの取得、マシンベースの意思決定
の強化、顧客体験のパーソナル化を求めるようになったことで、センサーやインテリジェント・システムの
データにビッグデータ分析を適用することへの関心が高まり続けています。
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クラウド・テクノロジーの成熟
クラウド・コンピューティングは、プライベート・クラウドを中心として、多くの企業にとって現実のものとな
りつつあります。クラウド・テクノロジーの成熟が進み、セキュリティーとデータ統合技術が向上したことに
より、導入への障壁が下がっている一方で、IT部門も進化し、クラウドサービスの提供をサポートできる
ようになってきました。その結果、企業がクラウド提供モデルに対して抱いている信頼性の向上も確認さ
れています。例えば、インテルが ITマネージャー 200人を対象に行った調査によると、企業の約 3分の
2は、今後 5年以内に基幹業務システムの提供モデルとしてクラウドを導入する計画を持っています。3

組織がクラウド環境に格納するデータは増え続けており、これはデータマイニングのための膨大かつ貴
重な情報源となります。また、クラウドは必要に応じて拡張可能なリソースをビジネスユーザーに提供し
ます。最新のインテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーおよびストレージ、クラウド環境で使用される
インテルの SSDと10GbEネットワーキング・リソース、Apache* Hadoop*対応インテル® ディストリ
ビューションなどのビッグデータ処理ツールを組み合わせれば、膨大なデータを効率的かつ低コストで
分析するために不可欠な高度な処理能力を得られます。仮想化環境での Hadoop*の運用は進化を
続けており、VMwareのオープンソース・プロジェクトSerengeti*をはじめとする各種の構想によって
成熟度を高めています。
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クラウドとビッグデータ :
最適な組み合わせ
GigaSpacesが最近行った調査によると、ビッグデータ処理を重要視している IT部門幹部の 80%は、
ビッグデータ分析を1つまたは複数のクラウド提供モデルに移行することを検討しています。4

クラウド提供モデルは優れた柔軟性を備え、IT部門は各ビジネスユーザーの要望に最適なアプローチ
を選択できます。例えば、内部プライベート・クラウド環境を導入済みの組織は、社内環境へのビッグデー
タ分析の追加、クラウド・サービス・プロバイダーの利用、またはハイブリッド・クラウドの構築を選べます。
ハイブリッド・クラウドを導入している場合、一部の機密データはプライベート・クラウドで保護しつつ、パ
ブリック・クラウドで提供される貴重な外部データソース /アプリケーションも活用できます。

ビッグデータ分析にクラウド・インフラストラクチャーを利用することは、以下の点で正当化されます。

ビッグデータ分析への投資は多額なため、コスト効果の高い効率的なインフラストラクチャーが求めら
れます。社内での分散コンピューティング・モデルを支えるリソースは通常、中規模または大規模なデー
タセンター内に存在します。プライベート・クラウドを用いたコスト効果の高い効率的なモデルで社内ビッ
グデータ分析を実現しながら、パブリック・クラウド・サービスで内部リソースを補完することもできます。
こうしたハイブリッド・クラウドを利用すると、特定の分析（短期的なプロジェクトなど）向けにパブリック・
クラウド・サービスからオンデマンドのストレージ容量と処理能力を得られるので、必要に応じた能力や
規模の拡張が可能です。

ビッグデータには内部ソースと外部ソースが混在しています。多くの企業が、最も機密性の高いデータ
は社内に保管していますが、大量のビッグデータ（自社で所有、またはサードパーティー /パブリック・プ
ロバイダーが生成）は社外に配置しており、その一部はすでにクラウド環境に置かれています。関連性の
あるデータソースをファイアウォール内に移すには、多大なリソースが必要になります。データを分析する
場合、内部やパブリックのクラウド・データセンターであれ、境界システムやクライアント・デバイスであれ、
データが置かれているその場所で行ったほうが、通常は合理的です。

ビッグデータから価値を引き出すためにはデータサービスは必須です。要件や利用シナリオによっ
ては、内部プライベート・クラウド、パブリック・クラウド、またはハイブリッド・クラウドでサポートされた
Analy tics as a Ser vice（AaaS）が IT予算の最適な使い道となります。

クラウドでビッグデータの可能性を解放
クラウド・コンピューティング・モデルを利用することで、拡張性の高い分析ソリューションの可能性はさら
に広がります。クラウドは、データへのアクセス、インサイトの提供、価値の創出において高い柔軟性と効
率を発揮します。ただしクラウド型ビッグデータ分析は、1つですべてに対応できるソリューションではあ
りません。

クラウド・インフラストラクチャーを利用して AaaSの実現を目指す組織には、複数の選択肢があります。
IT部門はワークロード、コスト、セキュリティー、データ互換性の各要素を比較検討することで、プライベー
ト・クラウドによるリスクの軽減とコントロールの確保、パブリック・クラウドのインフラストラクチャー、プラッ
トフォーム、分析サービスによる拡張性のさらなる強化、またはプライベート・クラウドおよびパブリック・ク
ラウドのリソースとサービスを組み合わせたハイブリッド・クラウドの導入を選択できます。

つまり、最適なクラウド提供モデルはそれぞれ異なりますが、多様なニーズを抱え、予算も異なる企業は、
クラウド環境によってビッグデータの可能性を引き出すことができます。
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AaaSインサイト・フレームワーク
クラウド対応 AaaS を利用すれば、データ提供 / 管理からデータ利用に至る広範な分析要件のもとで
ユーザーのニーズを満たせます。包括的なクラウド型ビッグデータ戦略を立てることにより、インサイト・フ
レームワークの定義と、企業データの総合的な価値の最適化が可能になります。

AaaSインサイト・フレームワークに含まれる主要機能は以下のとおりです。

•  信頼されたソースから構造化データと非構造化データを取得・抽出するほか、重要なデータを優先さ
せたり、どのデータをどのくらいの期間保持すべきかを判断する。

•  個々の業界の要件を満たしながら、グローバル企業全体を対象とした包括的なポリシーとガバナンス・
ガイドラインに従ってデータを管理・制御する。

•  データの統合、分析、変換、仮想化を行ってから、適切な情報を適切なタイミングで適切な場所に向
けて提供する。

AaaSに対応したクラウドサービスの種類
AaaSは、さまざまな種類のクラウドサービスを利用してクラウドに導入できます。最適なサービスの組み
合わせを判断するには、ユーザーのニーズと、すでに導入されている既存の内部リソース（プライベート・
クラウド環境など）とを照らし合わせて検討します。

AaaSに対応した基本的なクラウドサービスとしては、Infrastructure as a Ser vice（IaaS）、
Platform as a Ser vice（PaaS）、Software as a Ser vice（SaaS）が挙げられます。

Infrastructure as a Service（IaaS）

オンプレミスで導入される IaaS、またはクラウド・プロバイダーによって導入される IaaSは、ビッグデータ
分析のコンピューティング /ストレージ要件に応じて、時間単位で共有サーバーリソース（多くの場合は
仮想化）を割り当てまたは購入可能にしたものです。クラウドのオペレーティング・システムは、高性能の
サーバー、ネットワーク、ストレージリソースを管理します。

IaaSは、多くの企業にとってクラウドサービスの基盤となります。ただし、ビッグデータ分析の導入にあ
たっては ITリソースへの多額の投資が欠かせません。Hadoop*フレームワークなどのソフトウェア、ま
たは Apache* Cassandra、MongoDB*、Couchbase*などの NoSQLデータベースをインストー
ルする必要があります。また、各チームが割り当てられたリソースを管理する必要がありますが、管理お
よびリソース・オーケストレーション向けの自動化ツールを用いることで、作業は容易になります。

Infrastructure as a Service 
（IaaS）の例

以下に挙げるのは、クラウド・テクノロ
ジー・エコシステムのプロバイダーか
ら提供されている IaaSソリューション
の例です。
•  Amazon* Web Services
•  Citrix* CloudPlatform
•  Windows Azure*と 

Microsoft* System Center
•  OpenStack*ソフトウェア
•  Rackspace*
•  Savvis*
•  Verizon* Terremark*
•  VMware vCloud* Suite
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Platform as a Service（PaaS）

PaaSは、クラウド・インフラストラクチャー上でアプリケーションを開発、テスト、導入、実行するためのツー
ルやライブラリーを開発者に提供します。Hadoop*の構成要素を設定・拡張する必要性をなくすこと
で管理の負担を軽減し、高度な分析アプリケーション向けの開発プラットフォームとして機能します。

Software as a Service（SaaS）

クラウド型ビッグデータ分析向けの個別アプリケーションは、SaaSを利用して提供できます。ビジネス
ユーザーが想定しているシナリオを網羅するには、複数の SaaSアプリケーションが必要になることもあ
ります。例えば、感情分析に適したソフトウェアは、リスク管理や資産のパフォーマンスの分析には不十
分かもしれません。
SaaSは、スタンドアロン・アプリケーションのほか、大規模なクラウド・プロバイダー・ソリューション
の一部として提供される場合もあります。一例として Karmasphereでは、Amazon* Elastic 
MapReduceを使ってAmazon* S3に格納されているデータ向けに、従量課金方式の分析アプリケー
ションを提供しています。

Software as a Service
（SaaS）の例

以下に挙げるのは、クラウド・テクノ
ロジー・エコシステムのプロバイダー
から提供されている SaaSソリュー
ションの例です。
•  Amazon* Elastic MapReduce
•  VMware*のCetas分析 
ソリューション

•  Google* BigQueryサービス
•  Rackspace* Hadoop*サービス
•  Windows Azure* HDInsight*

Platform as a Service 
（PaaS）の例

以下に挙げるのは、クラウド・テクノ
ロジー・エコシステムのプロバイダー
から提供されている PaaSソリュー
ションの例です。
•  Force.com
•  Google* App Engine
•  Red Hat* OpenShift*
•  VMware* Cloud Foundry
•  Windows Azure*

クラウドおよびビッグデータ分析向けの 
インテル・インフラストラクチャー・テクノロジー

インテル® Xeon® プロセッサー E5/E7 ファミリー搭載サーバーは、クラウド環境とビッグデー
タ環境の両方に対応したインフラストラクチャーのコアとなり、業界をリードする効率的なハイ
パフォーマンス・コンピューティングを実現しています。そのほかにも、以下のようなテクノロジー
が活用されています。

•  インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリー搭載ストレージサーバーは、圧縮、暗号化、デー
タの自動階層化、重複データ削除、イレージャー・コーディング、シン・プロビジョニングなど
高度なストレージ機能をサポートし、大量のデータの保存・処理に最適です。こうした処理
負荷の高いストレージタスクは、セキュリティーの強化、効率化、ストレージ占有面積の縮小
による総保有コスト（TCO）削減につながります。

•  インテル® Solid-State Drive（インテル® SSD）は、高スループットと高耐久性を特長と
するロー（RAW）ストレージ・ドライブです。

•  インテル® イーサネット10ギガビット・コンバージド・ネットワーク・アダプターは、大量のデー
タセット向けに高スループットの接続を実現します。

インテルではハードウェア支援型セキュリティー機能も用意しており、例えばインテル® AES 
New Instructions（インテル® AES-NI）5 を利用すると、データの暗号化 /復号が最大
で 10倍高速化されます。6,7 また、インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー
（インテル® TXT）8 は信頼されたハードウェア・ルートを提供し、このルート上では安心して
データを処理したり、信頼されたサーバープールにデータを移すことができます。
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インテルとApache* Hadoop*フレームワーク

Apache* Hadoop*フレームワークは、大規模なビッグデータを管理する上でのデファクト・
プラットフォームとなっているオープンソース・ソフトウェアです。Hadoop*ソフトウェアでは、
シンプルなプログラミング・モデルを利用してコンピューター・クラスター上の大量のデータセッ
トを処理できます。

Apache* Hadoop*対応インテル ® ディストリビューション（インテル® ディストリビューション）
は、インテルによって最適化された Apache* Hadoop*などのソフトウェア・コンポーネント
と、ハードウェア支援型パフォーマンス /セキュリティー機能で構成されています。Apache* 
Hadoop*上で広範なデータ分析を可能にする目的で設計されたインテル® ディストリビュー
ションは、Apache* Hive*クエリー向けに最適化されており、統計処理言語 R用のコネクター
を備えています。また、大量のデータセットをグラフにしてデータ間の関係をビジュアル化する
ためのライブラリーである Apache* Hadoop*対応インテル® グラフ・ビルダーを使用すれ
ば、グラフ分析を行うことも可能になります。インテル® ディストリビューション・ソフトウェアの
一部であるApache* Hadoop*対応インテル® マネージャーには、Hadoop*の導入・構成・
監視を簡素化できる管理コンソールが用意されています。

インテル® ディストリビューションは現在、世界中で評価版が提供されています。現時点でのテ
クニカルサポートは米国、中国、シンガポールのみが対象ですが、年内にはその他の地域にも
拡大される予定です。

インテル® ディストリビューション・ソフトウェアの詳細については、こちらを参照してください。

http://www.intel.com/content/www/us/en/software/intel-distribution-for-apache-hadoop-software.html
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クラウドサービスの仲介役としての IT部門
企業がクラウド・コンピューティングや無数のパブリック・クラウド・サービスを利用できるようになった結果、
分析処理の二大ヘビーユーザーである各ビジネス部門オーナーと最高マーケティング責任者が、IT部
門を介さずにサービスを直接購入することも難しいことではなくなりました。これはつまり、十分な知識を
持たないビジネスユーザーが「即席」の分析サービスを購入する誘惑に駆られる可能性が高まったという
ことでもあります。ただし、パブリック・クラウド・サービスを組織全体へ一時的に採用する手法は、不適切
なベンダーの選択、機密データに対する管理の喪失、低い投資収益率（ROI）をはじめ、大きな問題につ
ながることがあります。一方、IT部門のサービス、視点、スキルを利用すれば、パブリック・クラウドの使用
に伴うリスクを軽減し、既存のプライベート・クラウド・リソースを有効活用することができます。

ビッグデータを利用するには、社内でも新たなスキルが必要になりますが、その多くは IT部門内にすで
に存在しています。IT部門は、Hadoop*管理者や、Apache* HBase*データベースなどHadoop*
コンポーネントの開発者および専門家のように、クラウド・コンピューティングやビッグデータを組織内で運
用するのに必要な技術的ノウハウのある人材を提供できます。ビッグデータ分析プロジェクトには複数の
分野にまたがる人材で構成されるチームが携わり、ITスタッフはデータ科学者たちへの献身的な協力者
になる必要があります。データ科学者とは、ビッグデータとともに登場した新たな役割であり、複雑なビジ
ネス問題にビッグデータを適用して、分析結果を解明します。彼らはビジネス部門に属している場合もあ
れば、IT部門の一員であることもあります。
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IT部門はクラウドサービスの仲介役としてビジネスユーザーに協力し、以下の重要分野について確実に
検討が行われるようにすることで、最適なクラウドベース分析ソリューションを実現します。

分 野 検討事項

体系的なデータ管理 評価の対象となっているクラウド・プロバイダーは？ 監視のない状態で複数のプロバイダーによりデータが保管・
管理・分析されると、大きなリスクが生じる可能性があります。

データの所有権 プロバイダーによって保管・管理されるデータの所有者は？ 所有権は自社が保持していますか？

セキュリティー 提供されるセキュリティーのレベルは？ ソリューション・スタック中のどのレベルで提供されますか？ インフラストラ
クチャー、プラットフォーム、アプリケーションの深いレベルまでセキュリティーを組み込んでいるプロバイダーを選
べば、大きな安心感が得られます。

コンプライアンス 全般的および業界固有のコンプライアンス問題は解決されていますか？ プライバシー保護のためどのようにデー
タを匿名化していますか？

データの統合 データはどのように統合され、どの程度のコストがかかりますか？

データの移行 移行が必要なデータ量はどのくらいで、どの程度のコストがかかりますか？ クラウドとの間で大量のデータを移
動するためには、多額のコストがかかることがあります。

データ・ストリーミング データソースからはリアルタイム情報のストリーミングが行われますか？ リアルタイム・データの管理には膨大なリ
ソースが必要で、切れ目なくストリーミングされるデータは社内処理のほうが適している場合があります。

テクノロジーの評価 どのようなビッグデータのストレージ /処理 /分析ソリューションが提供されていますか？ パフォーマンス向上の
ためコンポーネントはどのように最適化されていますか？

スキル要件 適切なデータソースの判断、適切な統計 /分析モデルの適用、分析結果の解釈にはどのようなスキルが必要で
すか？ サービス・プロバイダーはテクノロジーや分析のサポートも提供していますか？ それはどのレベルで提供さ
れていますか？ 社内のスキルをどのように補うものですか？

ROI テクノロジー、提供モデル、セキュリティー、データ統合方式の ROIはどの程度ですか？
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ビッグデータ分析の成功に向けた IT部門の役割
すでに多くの企業で、ビジネスユーザーが ITをサービスとして利用しています。IT部門は、その役割を
クラウド型ビッグデータ分析サービスの仲介にまで広げることができます。サービスの仲介役として、ユー
ザーのニーズと組織が選択可能な提供モデルとを照らし合わせて検討を行います。中でも、プライベー
ト /パブリック /ハイブリッド・サービスに関する戦略の策定、クラウド・サービス・プロバイダーの選択にお
ける統制の確保、クラウド・サービス・プロバイダー候補との交渉や契約が重要な役割です。こうした役
割を組織的に実行することで、リスクを軽減し、プライベート・クラウド・テクノロジーへのこれまでの投資
を有効活用できるようになります。また、個々のユーザーには、各自のニーズに適したソリューションを得
られるというメリットがあります。

IT部門は、ユーザーと連携して以下のことを行えば、ビジネスに対する価値をいち早く実証できます。

•  テクノロジー要件の定義、リスクの評価、コーポレート・ガバナンス・ポリシーおよび規制遵守要件に基
づいた導入要件の指定によって、ニーズに合ったプライベート・クラウドまたはパブリック・クラウドを選
択する。例えば、特定の場所にあるプライベート・クラウド内で管理しなければならないワークロードも
あります。

•  テクノロジー・パートナーと効果的に連携し、必要に応じてサービスを開発する。

•  設計、提供、カスタマイズ、価格設定、プライバシー、統合、セキュリティー、サポートに関する外部サー
ビスを評価・審査する。

•  内部および外部ソースからのサービスをユーザーに対してシームレスに提供する。

•  審査の済んだクラウド・サービス・プロバイダーとの関係を構築する。

•  サービスレベル・アグリーメント（SLA）やサービス・ライフサイクルも含め、既存のサービスを管理する。

サービスの仲介役である IT部門は、テクノロジーを利用した競争力の強化に向け最適な方法でビジネ
ス部門と連携する必要があります。クラウド型ビッグデータ分析での目標は、コーポレート・ガバナンス・
ポリシー、既存の ITリソース、パフォーマンス要件、総合的なビジネス目標を考慮した上でユーザーの
ニーズに適したソリューションを提供することです。現在ほとんどの IT部門では、こうした協議方式をサー
ビスに適用する場合、再編による縦割り構造の打破、新たなスキルを持ったチームメンバーの雇用また
は育成、ビジネス部門との強固なパートナーシップの確立が必要となります。

IT技術専門家、ビジネスユーザー、データ科学者、適切な分析プラン /アルゴリズムを作成してデータ
から意義あるインサイトを引き出せるその他のスタッフ間の連携が必要になるビッグデータ分析プロジェ
クトでは、この方式はとりわけ大きな効果を発揮します。
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IT部門の次のステップ
IT部門は、組織内で独自の立場に置かれています。データの急増、新たなテクノロジーの登場、急速な
変化にかかわらず（むしろそれが理由で）、IT部門はビッグデータ分析の導入にあたり組織内で必要と
されるリーダーシップを発揮できます。何よりもまず、IT部門は企業におけるクラウド型ビッグデータ分析
サービスの仲介役としてどのように進化すべきかを検討しなければなりません。IT部門には以下の役割
もあります。

•  ビジネス部門オーナーと連携し、組織のビジネス問題解決や機会の活用に向けたビッグデータの利用
方法を決定します。パートナーとして積極的に、テクノロジーの選択やベスト・プラクティスの確立につ
いて評価および助言をすることができます。

•  プライベート /パブリック /ハイブリッド提供モデルなど、クラウド型ビッグデータ分析に向けたテクノロ
ジーの選択肢を検討します。トレンドの収集、市場の調査、コストの把握が必要です。

•  IT部門がビッグデータ分析プロジェクトに関わるプロセスを定義するビッグデータ戦略を新たに策定
するか、既存の戦略を更新します。IT部門の関与によってユーザーが迅速かつ容易にプロジェクトを
進行できるよう心がけます。さもないと、ビジネス部門は自らの手で進めようとします。

•  ビッグデータ・プロジェクトにおけるビジネスユーザーとの連携、共同作業、コンサルティングを向上さ
せるにあたり、IT部門の編成方法を検討します。

ビッグデータとクラウド・コンピューティングの詳細については、インテル ITセンターのリソースを参照して
ください。http://intel.co.jp/bigdata/ とhttp://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-
computing/intel-s-cloud-computing-vision.html でご覧になれます。

http://intel.co.jp/bigdata/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/intel-s-cloud-computing-vision.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/cloud-computing/intel-s-cloud-computing-vision.html
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1.  Tom Groenfeldt氏、「Big Data̶Big Money Says It Is a Paradigm Buster」、Forbes
（2012年 1月 6日）。h t t p : / / w w w. f o r b e s . c o m /s i t e s / t o m g r o e n f e ld t / 
2012/01/06/big-data-big-money-says-it-is-a-paradigm-buster/　（英語）。

2.   「ピアリサーチ：ビッグデータ分析：ITマネージャーを対象とするビッグデータの利用に関
する調査」、インテル ITセンター（2012年 8月）。

3.   「Peer Research：Mission-Critical Workload Migration」、インテル（2013年
1月）。http://www.intel.com/content/www/us/en/risc-migration/mission-
critical-workload-migration-peer-research-report.html　（英語）。

4.  Dana Gardner氏、「GigaSpaces Sur vey Shows Need for Tools for Fast Big 
Data, Strong Interest in Big Data in Cloud」、ZDNet BriefingsDirect（2012年
12月 10日）。http://www.zdnet.com/gigaspaces-survey-shows-need-for-
tools-for-fast-big-data-strong-interest-in-big-data-in-cloud-7000008581/　（英語）。

5.  インテル® AES New Instructions（インテル® AES-NI）を利用するには、インテル® 
AES-NIに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および命令を正
しい手順で実行する他社製ソフトウェアが必要です。インテル® AES-NIは、インテル® 
Xeon® プロセッサー、インテル® Core™ i5-600デスクトップ・プロセッサー・シリー
ズ、インテル® Core ™ i7-600モバイル・プロセッサー・シリーズ、インテル® Core™ 
i5-500モバイル・プロセッサー・シリーズで利用できます。提供状況については、各
PCメーカーなどにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel .
co . jp/content /w w w/jp/ ja /archi tecture-and-technolog y/advanced-
encr yption-standard--aes-/data-protection-aes-general-technology.
html を参照してください。

6.  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイク
ロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark*やMobileMark*
などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、
操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品
の購入を検討される場合は、他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほ
かの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧め
します。

7.  出 典：Oracle* Database Enterprise Edit ion 11.2.0.2 上 で Transparent 
Data Encr yption（TDE）を使用して行ったテスト。インテル® インテグレーテッド・パ
フォーマンス・プリミティブ（インテル® IPP）ルーチンを使用するインテル® Xeon® プロ
セッサーX5680（3.33GHz、36MB RAM）では、インテル® IPPを使用しないインテル® 
Xeon® プロセッサー X5560（2.93GHz、36MB RAM）に比べて、何も入力されてい
ないテーブルに 100万行を 30回挿入する際の AES-256暗号化処理の速度が約
10倍に向上します。

8.  すべての条件下で絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはあり
ません。インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（インテル® TXT）を利
用するには、インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー、インテル® TXTに対応し
たプロセッサー、チップセット、BIOS、Authenticated Codeモジュール、インテル® 
TXTに対応したMeasured Launched Environment（MLE）を搭載するコンピュー
ター・システムが必要です。さらに、インテル® TXTを利用するには、システムが TPM 
v1.sを搭載している必要があります。詳細については、http://www.intel .co. jp/
content/www/jp/ja/architecture-and-technology/trusted-execution-
technology/malware-reduction-general-technology.html を参照してください。

後 注
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