
概 要
インテル IT部門では、データレイク・モデルを使ってビジネス・インテリジェンス（BI）デー
タを統合および接続する分析プラットフォームを構築しています。これによって、有意義な
情報を得られるまでの時間を月単位から日単位に短縮することが可能になります。最終
的には、24時間以内にデータを活用できるようにすることを目指しています。

データレイクは、構造化データと非構造化データの両方を大量に保管できる保管庫（リポ
ジトリー）です。データレイクはデータ・ウェアハウスに比べて汎用性が高く、データモデ
ルやファイル形式がさまざまに異なるデータを、さまざまなストリームから、さまざまな頻
度で取り込むことができます。

インテルの販売部門とマーケティング部門は、業務上の意思決定をデータに基づいて適
切に行うために、インテル IT部門が提供するBIソリューションを利用しています。データ
セットを相互接続できない環境の分析ソリューションでは、販売 /マーケティング部門が
得られるビジネス価値は限定的なものとなります。

統合分析ハブ（IAH）は、販売 /マーケティング部門に次のようなメリットをもたらします。

•  Cloudera社のHadoop*ディストリビューション（CDH）を使用してデータレイク・モデ
ルを実装することにより、データ科学者、アナリスト、データ・スチュワード、エンドユー
ザーが、大量のデータを、より早く、より柔軟に活用できるようにします。データは、さま
ざまなレベルの分析に利用できるように、複数のフォーマット、3種類の状態（生データ/
浄化済みデータ/適合済みデータ）で保管されます。

•  すべてのユーザーがセルフサービスBIの作業をより簡単に行えるようになります。各ユー
ザーは、自身が好むフロントエンド・ツールを使って、3つの状態のどのデータに対して
も分析を行うことができます。

•  複数のデータセットを相互接続し、セルフサービスBIポータル上で視覚化機能、レポー
ト、ダッシュボードを共有する機能により、時間を短縮し、IT部門による手作業を回避で
きます。

IAHの使用により、データ分析プロジェクトで削減されたマーケティング・デジタルメディ
アの費用は、四半期の見積額ですでに約17万米ドルに達しています。インテル IT部門で
は、引き続き IAHを最適化し、自動化をさらに進め、セルフサービスBIを簡素化および高
速化できるアプリケーションを開発していく予定です。
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ビジネス課題
インテルの販売 /マーケティング部門は、統合データ分析を行うことによって、収益機会の
拡大につながる有意義な情報を新たに得られる可能性があります。しかし、販売 /マーケ
ティング部門がこうした情報から最大限のビジネス価値を得るには、販売 /マーケティン
グ部門のビジネスニーズに迅速に対応できる統合分析機能が必要になります。分析結果
から具体的な行動を起こすには、その分析結果が、できる限り包括的で、できる限りリアル
タイムに近いものでなければなりません。

インテル IT部門は、以下の要件を実現する統合分析プラットフォームによって、より短期
間で、より大きな価値を、販売 /マーケティング部門に提供する必要がありました。

•  多様化を続ける販売 /マーケティングのデータソースを管理する。

•  従来のデータ・ウェアハウスの制限を取り払う。

•  複数のデータモデルを相互接続する。

•  データアクセスを向上させる。

•  複数のビジネス・インテリジェンス（BI）フロントエンド・ツールからのアクセスを
サポートする。

多様化を続ける販売 /マーケティングの 
データソースを管理する
販売 /マーケティング部門は、複雑なデータソース・エコシステムを抱えています。内部
ソース（全社的なマスターデータ、部門別のデータマート、スプレッドシートなど）と外部ソー
ス（ソーシャルメディア、ブログ、サードパーティーのデータセット、また、卸業者、再販業者、
小売業者からのデータなど）の数は数千カ所に上り、これらのソースから毎日20GB以上
のデータが取り込まれます。

さらに、これらのデータの種類は、ベンダー提供のAPI、ログファイル、カンマ区切り値ファ
イル、フラットファイルなど、多岐にわたっています。現在のところ販売 /マーケティング用
に45TB以上のデータを管理していますが、この量は急速な拡大を続けています。

従来のデータ・ウェアハウスの制限を取り払う
従来のデータ・ウェアハウスでは、データを取り込む前にデータスキーマを決めておく必
要がありました。このスキーマ優先の手法のために取り込まれなかったデータはその後
一切使用できず、そのデータに潜在的な価値があったとしても永遠に失われていました。
また、内部ソースでも外部ソースでも、スキーマは目まぐるしく変化するため、それに随時
対応するのは容易ではなく、実際、その対応に多くのリソースと時間が割かれていました。

柔軟性のないデータ・ウェアハウスとスキーマは、迅速な対応を妨げ、販売 /マーケティン
グ部門が得られる価値を限定的なものにする要因となっていました。従来のBIデータ・
ウェアハウスでは、作業時間の70%が、取り込み前のスキーマ定義とETL（抽出 /変換 /
ロード）処理の実行に使われていました。

目 次

1  概 要

2  ビジネス課題
  -  多様化を続ける販売 /マーケティングの 

データソースを管理する
  -   従来のデータ・ウェアハウスの制限を 

取り払う
  -   複数のデータモデルを相互接続する
  -   データアクセスを向上させる
  -   複数のBIフロントエンド・ツールからの 

アクセスをサポートする

4  ソリューション
  -  時間短縮と相互接続データによって 

ビジネス課題を解決する
  -   統合分析ハブのアーキテクチャー
  -   セルフサービスBIに向けた 

新しい枠組み

8  結 果

8  次のステップ

9  まとめ

協力者

Rich Mason 
インテル IT部門 
システムアナリスト

略 語

BI  ビジネス・インテリジェンス
CDH  Cloudera社のHadoop* 

ディストリビューション
CRM  カスタマー・リレーションシップ・ 

マネジメント
ETL  抽出 /変換 /ロード
HDFS  Hadoop*分散ファイルシステム
IAH  統合分析ハブ

2  of  10

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel ホワイトペーパー : インテルの統合分析プラットフォームによる販売およびマーケティングの支援

http://www.intel.co.jp/itatintel
http://www.intel.co.jp/


複数のデータモデルを相互接続する
データ定義、データセット、データモデルは細かく分かれていたため、販売 /マーケティン
グ部門からBIソリューションを求められるたびに、IT部門ではそのソリューションを提供
するためのプロジェクト・チームを招集していました。各プロジェクト・チームは独立して
おり、そのデータモデルがほかのBIソリューションやデータモデルと接続されることはあ
りませんでした。

このようにデータセット間の相互接続がなかったことが、販売 /マーケティング部門に提
供される価値の低下につながっていました。限定的な情報しか利用できず、マーケティン
グ活動から販売までの顧客サービス全体の流れを見渡すことができなかったからです。
インテル IT部門のある統合分析チームがリード生成についてのキャンペーン効果を監視
するデータマートを構築し、別のチームが販売パイプラインの機会分析に関する作業をし
ていたとしても、これらの2つのチームが作成したデータモデルが接続されることはあり
ませんでした。これらが接続され、クロス販売パイプラインというアプローチが実現され
ていれば、販売部門とマーケティング部門の戦略にメリットがもたらされ、より大きな価
値が得られた可能性があります。

例えば、マーケティングの意思決定者は、ディスプレイ広告や検索エンジンのマーケ
ティング・キーワードが販売パイプラインの対象者に届いているかどうかを確認すること
ができませんでした。また、こうした事実を知り、モデルを接続しようとしても、データ定義
が統一されていないため、接続することは現実的に不可能でした。

データアクセスを向上させる
販売 /マーケティング部門のビジネスユーザーは、データへの即時アクセスを必要として
いました。しかし、残念ながら、1つのデータ属性をデータモデルに追加して、それをビジ
ネスユーザーが利用できるようになるまでには最大で6週間かかりました。さらに、BI機
能の導入には最大で6カ月が必要でした。

自動化が行われていなかったため、データの収集、浄化、調整に多くの時間がかかって
いました。また、柔軟性の欠如もデータアクセスの妨げとなっていました。BIセルフサー
ビスを使って時間を短縮しようとするユーザーも、データモデルが作成されるのを待ち、
その後で分析を行い、結果をプレゼンテーションに挿入したり、レポートにまとめたりする
必要がありました。

複数のBIフロントエンド・ツールからのアクセスを 
サポートする
ビジネスユーザーには、インテル IT部門が提供するエンタープライズ・レベルのBIツー
ルで作業することを勧めています。しかし、IT部門がビジネスの要望に迅速に応えること
ができなかったり、ユーザーが特定のツールの操作性を好まないなどの理由によって、ユー
ザーはほかのサードパーティー製ツールを購入することがしばしばありました。

こうした経験から分かったのは、エンドユーザーがデータを使用するにあたっては、彼ら
自身が好むツールで作業できるかどうかが重要であること、さらに、彼らが好むツールは
頻繁に変わるということでした。つまり、BIソリューションは、ユーザーが自分自身で選ん
だツールを使えるように設計する必要があるのです。
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データレイクの 
セキュリティーと 
プライバシーの制御
データレイクは、データの俊敏性と柔軟性
を実現する一方で、プライバシーとセキュリ
ティーの問題に対処する厳格なデータ制御
も実現します。データレイクには、次のような
機能があります。

•  ローカルシステムとHadoop*分散ファイ
ルシステム（HDFS）の両方において、ファイ
ルベースの拡張アクセス制御属性によって
不正アクセスを防ぎます。

•  Lightweight Directory Access Protocol
（LDAP）統合により、ID管理を一元化し
ます。

•  LDAP統合により、ロールベースでの詳細
なアクセス制御と、ユーザー向けツールを
介したデータアクセスの保護も可能になり
ます。

•  Cloudera* Sentryは、Hive*テーブル、
HDFS名前空間、Apache Solr*コレク
ションなどのデータ・オブジェクトへの詳
細なアクセス制御を可能にします。

•  Kerberos*は、データレイク内の個々のサ
ブシステム（ユーザー向けのものと、そうで
ないものの両方を含む）へのアクセス許可
をエンドツーエンドで管理します。

•  Cloudera* Navigator Encryptによるデー
タ暗号化と鍵管理テクノロジーにより、プ
ライバシーとセキュリティーの法規制を遵
守できます。

•  透過的な鍵管理（セキュリティー証明書は
物理的に分離された場所に保管される）と、
鍵サブシステムの高可用性により、攻撃に
対する耐性の高いプラットフォームを実現
できます。

•  プラットフォームの運用管理を一元化する
ことにより、ワンストップでのカタログ化、
監査、およびデータ来歴保持機能が可能に
なり、データの監視をさらに強化できます。

ソリューション
2014年、インテル IT部門では、分析による有意義な情報と情報コラボレーションによっ
て販売 /マーケティング部門の競争力を高めることを目的として、統合分析プラットフォー
ムを構築するチームを編成しました。そして現在、Cloudera社のHadoop*ディストリ
ビューション（CDH）を活用するデータレイクを基盤として、統合分析ハブ（IAH）プラット
フォームを構築しています。データレイクは、構造化データと非構造化データの両方を大
量に保管できる保管庫（リポジトリー）です。データレイク・モデルを選んだ理由は、リレー
ショナル・データ・ウェアハウスと異なり、さまざまな種類の大量のデータをすべて1つの
リポジトリーに取り込めることです。このモデルでは、各種データセット間の統合ポイント
を定義するスキーマを事前に作成する必要がありません。

このリポジトリーは、データモデルやファイル形式が異なるデータを、さまざまなデータス
トリームから、さまざまな頻度で取り込むことができます。また、ビジネススキーマは、デー
タをリポジトリーに蓄積し始めた後だろうと、いつでも適用することが可能です。

CDHは、オープンソース・ベースの成熟したビッグデータ処理ソフトウェアです。今回のデー
タレイクには、このソフトウェアが使われ、拡張可能なストレージと分散コンピューティン
グを実現します。1

IAHは、販売 /マーケティング部門の変化の激しいBIニーズにインテル IT部門が迅速に
対応することを可能にします。また、複数のデータソースを接続することで、広範囲に及
ぶ可視性を複数のユーザーに提供します。複数のデータセットが相互接続されれば、IT
部門は複数の分析プロジェクトを個別に実施する必要がなくなり、アナリストとユーザー
はスケールメリットを活かして、より役立つ情報を手に入れることができます。IAHは高
度な予測分析の基盤として機能するので、ユーザーは分析のための質問を簡単に作成し、
複数のソースの大量のデータから答えを得られるようになります。

時間短縮と相互接続データによって 
ビジネス課題を解決する
IAHプロジェクトは、まず、販売 /マーケティング・データの量、多様性、速度を管理するい
くつかの技術的な機能を定義することから始めました。

IAHは、データの増大と多様化に対応するため、種類やプロトコルの異なるさまざまな
データソースをサポートするデータ取り込みフレームワークを備えています。CDHを活用
するデータレイクでは、IAHでデータを取り込んだ後、あらかじめスキーマを確定しなく
てもデータを扱うことができます。これによってメタデータ管理、データ・プロファイリング、
分散処理、インメモリー・データ操作用にスキーマをカスタマイズしたり、拡張することが
可能になるため、柔軟性が向上します。また、データ品質ルールもサポートします。こうし
たルールの適用は、データモデルを継続的に進化させ、より良い情報の取得につながり
ます。

¹  Cloudera社の Hadoop*ディストリビューションをインテル IT部門がどのように使用しているかの詳細については、「How 
Intel IT Successfully Migrated to Cloudera Apache Hadoop*」（英語）を参照してください。
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IAHは、データ・スチュワードシップによって、データを整理し、データの品質を高めます。データ・スチュワードシップが、データソースが
異なる多様なデータの浄化、適合、統合を支えます。販売 /マーケティング部門のデータ・スチュワードは、全社的なマスターデータや事
業部門別データとの対応付け、事業部門のマスターデータの作成および定義、ビジネス用語の定義、データ品質ルールの定義と適用な
どの作業を行います。

IAHは、生データ、浄化済みデータ、適合済みデータなど、データをさまざまな状態で利用できるようにすることで、広い範囲からのデー
タアクセスを可能にします。

•  生データとは、取り込み時に一切の加工や処理を行っていないオリジナルの状態のデータです。

•  浄化済みデータとは、生データを、マスターデータ管理とデータ品質のプラットフォームによって処理したデータです。

•  適合済みデータとは、浄化済みデータに、データを相互接続するためのモデルを適用し、ほかのデータソースと統一するための調整を
加えたデータです。つまり、ユーザーが利用しやすいデータです。

ユーザーは、IAHのセルフサービス機能を使って、データモデリング、データの結合、データ分析結果の共有を行うことができます。さらに、
自分が好むBIフロントエンド・ツールを使って、このようなデータに対し、調査、視覚化、加工を行うこともできます。IAHは、複数のフォー
マットでデータを提供するので、インテルのエコシステム内のさまざまなBIツールをサポートできます。

IAHが時間短縮とデータの相互接続を実現するにあたって、重要な役割を果たしているのはCDHに支えられたデータレイクであり、こ
れが IAHアーキテクチャーの基盤となっています。

統合分析ハブのアーキテクチャー
IAH用のデータレイクを実装するにあたってCDHを選んだ理由は、データを、スキーマなしで、本来のフォーマットのまま保管できるデー
タ・リポジトリーが必要だったことです。CDHでは、データ・ウェアハウスを使用する場合に比べて、高い柔軟性、自動化、素早いデー
タアクセスを実現できます。IAHアーキテクチャーのその他のコンポーネントとしては、図1に示すように、マスターデータ管理プラット
フォーム、インメモリー・プラットフォーム、レポート生成ツールに加えて、図表、レポート、ダッシュボードを共有する機能などがあります。

IAHは14万カ所以上のソースからデータを取り込みます。ソースとなるのは、小売、メディア、マーケティング、カスタマー・リレーション
シップ・マネジメント（CRM）、ソーシャル、顧客体験などです。データを取り込んだ後の目標は、データ科学者が生データとして利用でき
るデータを24時間以内に提供することです。IAHがなかった頃は、データが利用できるようになるまでに6カ月を要しました。この時点
では、データに一切の処理を施していません。

図1. 統合分析ハブ（IAH）のアーキテクチャーによって、14万カ所以上のソースからの大量の生データ、浄化済みデータ、適合済みデータを、Cloudera社の
Hadoop*ディストリビューション（CDH）を活用したデータレイクに共存させることが可能になります。目標は、24時間以内にデータ科学者が生データを利用でき
るようにすることです。

入力およびソース
データをさまざまな
ソースから収集する

小売
CSV、スプレッドシート

セルフサービス式の
データモデリング
データの調査と探索

セルフサービス BI
ポータルとCRM
視覚的レポートとダッシュボード

メディア
販売 /マーケティング

SaaS API

ソーシャル
Twitter*、LinkedIn*、YouTube*

顧客体験
Webのログ

全社的な
データ・ウェアハウス

部門別のデータマート

データ処理
データを取り込み、使用できるように

浄化、保管、適合を行う

生データの
ストレージ

マスターデータ管理と
データ品質のプラットフォーム

浄 化

適 合

浄化済みデータの
ストレージ

サードパーティー製
BIツール

Cloudera社の Hadoop*
ディストリビューションを活用したデータレイク

セルフサービス式の
データアクセス

データは、ユーザーのニーズに応じて、
さまざまなタイムフレームで利用される

24時間以内

72時間以内

2カ月以内
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生データが IAHに取り込まれると、そのデータは非推測モードと推測モードの両方で保
管されます。非推測モードでは、ファイルの種類、データ形式、フィールドやレコードの区
切り文字についてなど、押しつけがましい想定は一切排除されます。すべてのデータはバ
イナリーであるとの前提で、バイナリーとして保管します。推測モードでは、生データのファ
イルの種類、データ形式、フィールドやレコードの区切り文字を解析して既知のものに該
当するかどうかを確認します。すべての生データは、データアナリストが素早くデータを調
査できるようにするため、テーブル構造に書き出されます。さらにその後、データ来歴の
追跡管理を高速化するため、すべての生データがテーブルとしても保持されます。各用途
に応じて、必要なスキーマを適用することで、個々のビジネス上の疑問に対する答えを導
き出すことができます。

取り込まれた生データは、マスターデータ管理とデータ品質のサードパーティー製プラッ
トフォームによる浄化が行われます。これによって、マスターデータ定義への対応付けを
行い、データを相互接続できるようにします。ここでの目標は、データの取り込み開始か
ら72時間以内にこのプロセスを完了することです。この段階では、BIアナリストとビジネ
スアナリストは、セルフサービス式のデータ探索を行うことができます。

最後の段階として、多くのビジネスユーザーに対し、事前に用意されているレポートやダッ
シュボードに埋め込む形でデータを提示する必要があります。ある地域の販売活動デー
タを対象とした単純なクエリーについては、このプロセスを自動化できます。複雑なクエ
リーについては、ビジネスユーザーのニーズを満たすために必要なデータ定義の調整や
データモデリングをインテル IT部門が行います。このプロセスは最大で3カ月かかりま
すが、IAH導入以前に比べれば期間は半減しています。

生データ、浄化済みデータ、適合済みデータのいずれの種類のデータも、BIフロントエンド・
ツールから使用できます。ユーザーは、自分のお気に入りのアプリケーションを自由に利
用できます。もちろん、インテル IT部門が提供するツール（図2の高度データ視覚化プラッ
トフォームなど。これは、視覚的分析アプリケーションの開発を可能にするHTML5と
JavaScriptのオープンソース・フレームワークを基盤としてインテル IT部門が構築した
もの）の使用も可能です。

図2. インテルの販売 /マーケティング部門向けに作られたこのエンゲージメント分析ページに表示されて
いるのは、高度データ視覚化プラットフォームによって実現されたユーザー生成レポートの一例です。

 50% 
時間を短縮
複雑なクエリー用のデータ定義の 
調整とデータモデリングにかかる時間は、
IAH導入以前に比べて半分に 
短縮されました。
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複数のペルソナに向けた 
IAHの準備
統合分析ハブ（IAH）は、データ分析プロセ
スにかかわる複数のペルソナを支援します。
インテル IT部門では、データが分析に使用で
きるようになるまでの時間を短縮することと、
データセットを相互接続しやすくするために
マスターデータ定義を整理することに努めて
います。こうした取り組みによって、一部のペ
ルソナはデータ分析が容易にできるようにな
りました。また別のペルソナにとっては、デー
タ分析の堅牢性が増しました。さらには、デー
タ分析を利用できるペルソナが新たに生まれ
る効果もありました。IAHは、各ペルソナの
好みに対応するため、データを表示する複数
の手段（ファイル、テーブル、データセット、デー
タフレームなど）を提供します。

•  IT担当者：IAHは、このペルソナが手動で
行っていた作業の多くを自動化します。IT
担当者はETL処理、データモデリング、デー
タ品質、プレゼンテーション・ツールセット
の専門家であり、データアクセスとセルフ
サービス式のレポート作成を支援します。

•  データ科学者：生データ、浄化済みデータ、
適合済みデータを扱います。統計学、デー
タモデリング、プログラミングについて高度
な知識を持っています。データ科学者は、
エンドユーザーが使用するアルゴリズムお
よび予測モデルを作成します。

•  データ・スチュワード：豊富な知識を持ち
生データ、浄化済みデータ、適合済みデー
タを扱いますが、ITの専門家ではありま
せん。社内用語の曖昧さの解消、データア
クセスの管理、データの一貫性および完全
性の保持を担当します。BIアナリスト、ビジ
ネスアナリスト、エンドユーザーからのデー
タに関する質問の問い合わせ窓口となり
ます。

•  BIアナリスト：このビジネスユーザーは、
72時間以内に浄化済みデータにアクセス
できます。以前のように最大で6カ月も待
つことはなくなりました。BIアナリストは、
レポートおよびダッシュボードを頻繁に作
成し、使用します。複数のデータセットを結
合したり、分析手法を適用することを得意
とします。BIツールの使用も得意です。

•  ビジネスアナリスト：ビジネスアナリスト
はデータ調査ツールのスキルを持っていま
すが、データ統合に関してはBIアナリスト
や ITスタッフの手を借りることがあります。
レポートおよびダッシュボードを使用して
業績を予測したり、その結果を意思決定に
役立てます。

•  エンドユーザー：意思決定のために、プレ
ゼンテーション、レポート、ダッシュボードを
使用する経営者やマネージャーです。

ユーザーがどのようなBIフロントエンド・ツールからでもデータを使用できるようにする
ためには、データを複数の形式で提供する必要があります。ユーザーは、自分で作成した
図表、レポート、ダッシュボードを、セルフサービスのMyBI Portal（図3）で公開または共
有することができます。また、CRMなどのトランザクション・アプリケーションのシステム
に埋め込むことも可能です。

セルフサービスBIに向けた新しい枠組み
IAHの自動化機能は、多くの人手を要するマニュアル設計やETL処理など、インテル IT
部門が手動で行わなければならない作業を削減します。この自動化によって、IT部門は
販売 /マーケティング部門からの要望に迅速に応え、14万カ所以上のデータソースを扱
うことが可能になっています。また、ユーザー向けには、データを分かりやすく、扱いやす
くすることによって簡易化に成功したセルフサービスBIが提供されます。IAHは、データを、
リレーショナル・データベースのビュー、多次元キューブ、インメモリー・テーブル・モデル、
および生データファイルとして提供できます。このため、ユーザーは自身が好むBIツール
を使ってデータにアクセスできます。

セルフサービスBIを行うユーザーが、IT部門によるデータモデルの作成を待たなければ
ならないケースはほとんどありません。ほとんどのサードパーティー製BIツールでは、デー
タソースに直接接続し、ツール内で即時に分析と視覚化を行い、結果をそのままプレゼン
テーション用アプリケーションに埋め込むことができます。プレゼンテーション用アプリケー
ションの中には結果を対話的に操作する機能を備えているものもあり、静的な画像やス
クリーンショットを使用する場合に比べて、作業しやすい環境が整っています。ユーザーは、
新しいデータが使用できるようになったときに、プレゼンテーション用アプリケーション内
からデータを更新することもできます。処理を最初からやり直す必要はありません。こう
した機能により、セルフサービスBIのユーザーは時間を短縮できます。

販売 /マーケティング部門のアナリストの70%以上がセルフサービスを利用しています。
IAHは、セルフサービスBIソリューションおよびレポートの使用を前年比で40%増やす
ことに貢献している施策の1つです。2

また現在は、データ・スチュワードがBIアナリスト、ビジネスアナリスト、エンドユーザー
をサポートできるようになりました。BIに関する個々の要求について IT担当者やデータ
科学者の手を借りる必要がなくなりました。IAHとその他のBIプラットフォームによって、
ビジネス分析レポートの84.4%が IT部門を介すことなく生成されています。

²  セルフサービスBIツールの詳細については、「Delivering Self-Service BI, Data Visualization, and Big Data Analytics」（英語）
を参照してください。

図3. MyBI Portalは、セルフサービスBIのポータルです。ユーザーはデータの図表、レポート、ダッシュボー
ドを共有できます。こうした情報を共有できることが、情報の活用と分析にかかる時間の短縮や、IT部門に
よる手作業の回避に役立っています。
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結 果
IAHのアーキテクチャー、設計、実装は現在も進化を続けていますが、このプラットフォー
ムはすでに使用されており、結果も得られています。具体的には、金銭的なコスト削減、
BI機能の効率化、相互接続されたデータによる情報活用の強化が実証されています。

例えば、マーケティング部門の統合デジタルメディア分析ソリューションは、複数のデジ
タル・メディア・チャネル間でマーケティング戦略を最適化するために IAHを使用してい
ます。CDHデータレイクでは、形式の異なる大量のデータを、使用、解析、統合し、そこか
ら有意義な情報を導き出すことを可能にします。こうした分析から得られた情報は、各マー
ケティング・コンテンツがどのチャネルで最も効果的か、といったマーケティングの意思決
定に役立てられています。この結果として、デジタルメディア費用の四半期の削減額は約
17万米ドルに達する見込みです。

BI機能が利用できるようになるまでにかかる時間は、IAHが構築される以前に比べて、
大幅に短縮されました。データへのアクセスに最大で6カ月待つようなことはなくなり、
次のようなデータアクセスが目標として設定されました。

•  生データには、24時間以内

•  浄化済みデータには、72時間以内

•  適合済みデータには、約2カ月以内

IAH内のデータを相互接続できるようになったことで、アナリストは、自動化したマーケ
ティング活動が売上にどのような直接的効果をもたらしたかを知ることができるように
なりました。今まですでに57万6,000 米ドルの最終売上の流れが特定されています。
最初のマーケティング・リードが見込み客となり、さらに最終的な売上となるまでに、どれ
くらいの期間がかかったのかも明らかになっています。こうしたレベルの情報が販売 /マー
ケティング戦略の一貫的な意思決定には役立ちます。

次のステップ
IAHの成熟に合わせて、BIタスクを引き続き自動化し、意思決定にさらに役立てられる
有意義な分析を可能にしたいと考えています。例えば、ユーザーが自分のデータを簡単
に有効活用できるようにするため、IAHでのデータモデル作成を自動化することにも取り
組んでいます。まず、ユーザーがデータを IAHにアップロードし、データセット内の属性を
選択してデータの調整を開始します。IAHが自動でインメモリー分析モデルを生成し、ユー
ザーは生成されたモデルに対してサードパーティー製BIツールからクエリーを実行でき
ます。このようなセルフサービスBIプロセスに必要な技術的スキルのレベルを最小限に
抑えられれば、より多くの人が分析を行えるようになります。

IAHは、すでに本格的な稼動を開始しています。現在は、パフォーマンスの向上、アーキテ
クチャーの効率化に加えて、次に示す施策に取り組んでいます。

•  DevOpsのようなコード管理、自動単体テスト、ペア・プログラミング、ユーザー同士で
のレビュー・プラクティス、ビルドと移行を自動化するプラクティスを実装する。

•  自動データ・プロファイリング、データ品質ルーティングを強化する。データ内の構文的
および意味的な異常をデータ管理者に通知するデータ品質エスカレーション・プロセ
スを強化する。

生データ
24時間以内

浄化済み
データ
72時間以内

適合済み
データ
2カ月
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•  安全なロールベース・アクセスを作成し、時間、場所、形式にかかわらずデータをエンド
ツーエンドで保護する。

•  鍵の取り込み、推測、分析機能に関するSaaS APIを改善する。

完全な自動化システムを構築することで、データ分析プロセス全体から IT部門による手
作業を排除することを目指しています。IAHのデータ取り込みプロセスの改善、IAHのメ
タデータ管理システムの強化が、効率性と有用性の向上に役立つと考えられます。データ・
パイプラインの自動監視ソリューションも作成しています。これにより、処理中のデータの
状態をビジネスユーザーが確認できるようになるだけでなく、IT部門の IAHサポートチー
ムがシステムやデータの問題に対して予防的措置を取ることが可能になります。

まとめ
インテル IT部門では、インテルの販売 /マーケティング部門の競争力を高めるために、統
合分析プラットフォームを構築しました。CDHを使用してデータレイクを実装している
IAHは、さまざまな次元のデータを標準化し、販売部門とマーケティング部門の境界を越
えてデータセットを接続します。データ分析の自動化を進めた結果、BIの84.4%がセル
フサービスとなりました。これにより、IT部門は販売 /マーケティング部門の速度に追いつ
くことができ、分析から意思決定までの迅速化に対応できるようになりました。

IAHにより、次の成果が達成されました。

•  有意義な情報を得られるまでの時間を月単位から日単位に短縮しました。目標は、
24時間以内にデータを活用できるようにすることです。

•  複数のデータセットを相互接続することにより、複数の分析プロジェクトを個別に実施
する必要がなくなりました。また、スケールメリットを活かして、より役立つ情報を手に
入れられるようになりました。

•  これまで ITの専門家が手動で行っていた分析タスクを自動化することにより、より多く
のセルフサービスBIを可能にしました。

•  複数のデータセットが関係する全社的なデータや事業部別のデータの整理を自動化し、
ビジネスパートナーがマスターデータを作成、更新、所有できるようにしました。

今後もさらなる自動化を進め、IAHを引き続き最適化していく予定です。また、すでに分
析に利用できるようになっている生データ、浄化済みデータ、適合済みデータを有効活用
するアプリケーションも開発する予定です。

インテル IT部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。

お客様の具体的な案件に対し、 
専門家による公平かつ客観的なアドバイスをお求めの場合は、 
http://advisors.intel.com/（英語）をご利用ください。 
簡単なフォームにご記入いただければ、5営業日以内に 
インテルの経験豊富なエキスパートからご連絡いたします。
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