
概 要
Apache* Hadoop*ソフトウェアをベースに構築されているインテル® データ・プラットフォー
ムの重要な利用用途は、インテルのマーケティング投資についてのインサイトを提供し、投
資の最適化を実現することです。最終的には、マーケティング・キャンペーンのパフォーマン
スについて、ほぼリアルタイムでインサイトを得られるようにし、最適化の機会を見極められ
るようにすることを目指しています。インテルはこれまで、一度に1つのメディアチャネルから
のマーケティング・データだけを分析してきました。その後、インテルは複数のメディアチャネ
ルを同時に分析できるソリューションを構築しました。その結果、統合型のキャンペーンでは、
複数のマーケティング・チャネルがどのように連携しているかをより深く理解することが可能
になりました。

インテル IT部門とコーポレート・マーケティング・グループは、マーケティング分析プラットフォー
ムとその基盤となるテクノロジーが将来のマーケティング・キャンペーンの効果と効率を最
大限に高め、企業に多大なビジネス価値をもたらすと考えています。

インテル IT部門は、このマーケティング分析プラットフォームを実現するためのテクノロジー
として、インテル® データ・プラットフォームを選択しました。まずは、マーケティング分析プラッ
トフォームをサポートするために、インテル® データ・プラットフォームにどのような技術拡張
を追加するべきかを調査する必要がありました。技術的な目標は以下のとおりです。

• 利用可能な新しいテクノロジーによってデータ処理時間を短縮する

• データを公開し、高速な検出によってデータを使用できるようにする

インテル ® データ・プラットフォーム内で使用可能ないくつかの最適化技術により、処理時
間とストレージ空間に関するメリットを得ることができました。また、Apache Spark*および
Apache* Sharkの概念実証により、これらの領域におけるさらなる最適化が実現されました。

プロジェクト・チームは、マーケティング分析プラットフォームとその基盤となるテクノロジー
が企業に多大なビジネス価値をもたらすと考えています。インテルの戦略は、将来的なマー
ケティング・キャンペーンを見据えたものであり、強力なエンゲージメント、ブランド認知、需
要創出を実現するキャンペーン手法に対して投資できるようにするものです。

インテル IT部門とコーポレート・マーケ
ティング・グループは、マーケティング分
析プラットフォームとその基盤となるテ
クノロジーが企業に多大なビジネス価
値をもたらすと考えています。
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背 景
ビッグデータ分析に対するインテルのニーズに対応するため、インテル IT部門はApache* 
Hadoop*ソフトウェアをベースにしたインテル® データ・プラットフォームを導入しました。現
在は複数のビジネスグループがこのプラットフォームを利用して、ビッグデータの中に隠れて
いる価値を見つけ出そうとしています。例えば、コーポレート・マーケティング・グループは、
インテル® データ・プラットフォームを利用して、複数のデータソースからマーケティング・キャン
ペーンのパフォーマンスを分析することを始めました。このデータソースには、ペイドメディア
およびオウンドメディアの両方のチャネル（有料検索、有料デジタルバナー、有料ソーシャル・
インベストメント、Intel.com、自社所有のソーシャルメディアなど）のデータが含まれます。
従来の分析では、メディアチャネルを一度に1つずつ調査しており、チャネル間の統合はほとん
ど行われていませんでした。

複数のメディアチャネルの分析を統合することで、顧客の動向をより詳しく短時間で考察で
きるようになり、また、インテルのオーディエンスとのエンゲージメントを強化し、ブランド認知
を高め、需要創出を促進するという最終目標を達成できるようになります。

図1は、データ分析を複数のチャネルに拡張する機会を示しています。これにより、キャン
ペーンのさまざまな有料部分が、カスタマー・エンゲージメントの促進や、各チャネルへの
投資バランスの最適化にどのような影響を与えるかが分かります。追加分析では、あるチャ
ネルが別のチャネルに与える影響を調べます（例えば、あるチャネル（有料デジタルバナー）
を介してキャンペーンに接した顧客が、その後、別のチャネル（有料 /オーガニック検索）を
介して関与を深める場合など）。

このようなソリューションを技術的にサポートするために、インテル IT部門ではインテル® デー
タ・プラットフォームの導入を評価する必要がありました（サイドバーの「現在のインテル® デー
タ・プラットフォームについて」を参照）。このプラットフォームの現行バージョンで、1つのメディ
アチャネルをデータ処理した場合の所要時間は、日常的な処理で4～5時間、18カ月分の
履歴処理で12時間です。データの種類と量が増え、チャネル間のデータ統合が進み、複雑
になると、プラットフォームでは日常的な処理を管理可能なレベルに保つための最適化が
必要となります。また、対話型クエリーのサポートを強化する必要もあります。これにより、マー
ケティング・グループはより高度な疑問の問いかけを行えるようになります。

図1. マーケティング・グループはキャンペーン分析を拡張して、すべてのメディアチャネル（有料デジタルバナー、有料
ソーシャル・インベストメント、有料 /オーガニック検索など）のデータを含めることを目指しています。こうしたアプロー
チにより、キャンペーンのパフォーマンスをより包括的に理解でき、効果の高い投資や、それらの投資を最適化する方
法の判断が可能になります。
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ソリューション
インテル IT部門とコーポレート・マーケティング・グループはプロジェクト・チームを作
り、マーケティング分析プラットフォームの構築に着手しました。プロジェクト・チームは
技術的ソリューションのベースとしてインテル® データ・プラットフォームを選択しました。
なぜなら、このプラットフォームでは、さまざまなデータソースからインサイトを収集し、
整理し、分析し、考察することができるためです。プロジェクト・チームが構築しているマー
ケティング分析プラットフォームには、以下のビジネス目標があります。

•  別々の国にいる企業幹部が必要なときにデータにアクセスできるようにする

•  顧客が購入に至るまでにどのようにチャネル間を移動するかなど、顧客の動向が分
かる詳細かつ統合されたビューを作成する

•  高度分析、データマイニング、履歴トレンドに対応する柔軟なプラットフォームを提供
する

これらのビジネス目標を達成するには、必要なサポートを提供する適切な技術環境を
導入する必要があります。このプロセスでは、以下の目標を実現するために、インテル® 
データ・プラットフォームに機能拡張を追加して、新しいテクノロジーをどのように応用
したらよいかを調査しました。

•  利用可能な新しいテクノロジーによってデータ処理時間を短縮する

•  データを公開し、より迅速かつ柔軟な検出にデータを使用できるようにする

マーケティング分析プラットフォーム
プロジェクト・チームは、マーケティング・グループに豊富な分析機能を提供する、単一
のデータ/レポート作成プラットフォームをイメージしました。表1に示すように、このプラッ
トフォームは以下のことを実現します。

•  キャンペーンのパフォーマンス：複数のチャネル（ペイド、オウンド、アーンド）のマー
ケティング・キャンペーンとコンテンツのパフォーマンス測定を標準化し、複数のメディ
アチャネルでのレポート作成を自動化します。

•  キャンペーンの最適化：ほぼリアルタイムでの内部分析を推進し、クロスチャネル・
キャンペーンなどのマーケティング・キャンペーンを最適化します。

•  分析サンドボックス：データマイニング用のサンドボックスと、高度分析の機会を提供
します。

このプラットフォームには、以下のようなビジネス上のメリットがあると考えられます。

•  メディアチャネル内およびメディアチャネル間でマーケティング費用をより効果的に割
り振る

•  マーケティング・コンテンツ、チャネル、キャンペーンをさらに最適化することで、投資
割り振りに関する意思決定の質を向上させる

このソリューションは、将来的にはインテルのマーケティングによる露出およびエンゲー
ジメントと販売との関係性を視覚化することで、マーケティング組織と販売組織の連携
を支援することが期待されています。

キャンペーンの
パフォーマンス

キャンペーン /チャネルレベル

キャンペーンの
最適化

キャンペーン /コンテンツレベル

分析
サンドボックス
コンタクトレベル

マーケティング分析プラットフォームの
構成要素

表1. マーケティング・グループはマーケティング分析プラット
フォームを利用して、チャネル内およびチャネル間のマーケティン
グ効果を評価できます。

キャンペーンの 
パフォーマンス

キャンペーン/チャネルレベル
•  特定のキャンペーンによって、どれく
らいの露出機会が発生したか？

•  全体的なエンゲージメント率は？
•  費用1ドル当たりのエンゲージメン
ト率が高かったチャネルはどれか？

キャンペーンの 
最適化

キャンペーン/コンテンツレベル
•  特定のキャンペーン・チャネルで、費
用1ドル当たりのエンゲージメント
率が高かったコンテンツは何か？

•  あるコンテンツ部分が複数のチャネ
ルで使われた場合、パフォーマンス
が高かったのはどこか？

•  オウンドメディアとアーンドメディアに
最も大きな影響を与えたメディア・
キャンペーンのペイド要素は何か？ 

分析サンド 
ボックス

コンタクトレベル
•  Intel.comで買い物をした顧客また
はインテルの広告に反応した顧客
の人口統計 /行動プロファイルは？
マーケティング・グループがターゲッ
ト変更できる場所とその方法は？

•  Intel.comでのエンゲージメントと
ショッピングのさまざまなタイプ間の
相関性は？
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このソリューションは将来的に、
インテルのマーケティングによる露出
およびエンゲージメントと販売との関
係性を視覚化することで、マーケティン
グ組織と販売組織の連携を支援する
ことが期待されます。

データ処理のタイプ

バッチ

アドホック

ストリーム

マーケティング分析
プラットフォーム

インテル® データ・プラットフォーム・アーキテクチャー
プロジェクト・チームはインテル社内で独特の位置付けにあり、マーケティング分析プログラ
ムのテクノロジーの定義（実現プラットフォームとその配布）とビジネス価値の定義（顧客要
件）の両方を担当していました。このチームは、単に要件とプラットフォームを対応付けるだ
けではなく、ストーリーボードを使用して、インテル® データ・プラットフォーム・テクノロジー
に関する短期的な利用用途、可能性、制限事項をすべて特定しました。次に、このチームは
判明した要件をインテル IT部門に提供しました。インテル IT部門は将来的なプランニング
も行っていたため、緊急性の高いもの以外にもテクノロジー・スタックを広げるという業務
が課せられました。

インテル IT部門はマーケティング分析プラットフォームをサポートするため、このソリューション
が以下の3種類のデータ処理に対応する必要があると判断しました。

•  バッチ処理：大量の静的データを処理する長時間の分析サイクル（主に、未加工データを
レポート作成可能なデータに変換する処理）。

•  対話型の「アドホック」クエリー：実データ、ディメンション・データ、未加工データを組み
合わせることで、ユーザーが理解しやすく、多くの示唆を含んだインサイトを得られるように
するクエリー。

•  ストリーム処理：転送されるデータを、ディスクに格納する前に少量ずつ連続的に処理し、
分析するデータ処理パイプライン。

それぞれのデータ処理のタイプには、異なるビッグデータ特性（量、速度、値、変動性）があり
ます。現行バージョンのインテル® データ・プラットフォームは、バッチ処理と対話型クエリー
を効果的に行うことができます。バッチ処理は、大量の静的Webログデータに超並列変換
を適用します。一方、Hive* Open Database Connectivityデータベース・インターフェイ
スは、ビジネスユーザーによるデータセットのアドホッククエリーをサポートします。ただし、
Hive*を使用したアドホッククエリーは数秒かかる場合があるため、完全な対話型のユーザー
体験と呼ぶことはできません。

インテルのマーケティング分析プラットフォームに対するビジョンでは、データに対するほぼ
リアルタイムのインサイトを可能にして、データが発生してから利用可能なインサイトが形成
されるまでのデータ・レイテンシーとクエリー・レイテンシーの両方を減らすために、ストリー
ム処理と対話型分析をソリューションに追加する必要がありました。そのためインテルでは、
現在のデータ・フロー・アーキテクチャーを評価して、ストリーム処理と対話型クエリーをサポー
トするためには、どこを最適化する必要があるかを特定しました。
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データ・フロー・アーキテクチャー
図2に示すように、現在のインテル® データ・プラットフォームの実装では以下のデータフロー
をたどります。

1.  データは、ソーシャルフィードやWebデータなどのさまざまなソースから流れ込んできます。

2.  Apache Camel*はエンタープライズ統合パターンを使用して、こうしたデータをインテル® 
データ・プラットフォームに送ります。

3.  Apache* MapReduce、Apache* Pig、Apache Hive*は変換ルールを使用してデー
タを処理します。

  -  MapReduce：クラスター内の各サーバーが全体の処理タスクに並列に参加するよう
に調整する分散コンピューティング機能。

  -  Pig：データのクレンジング、フィルタリング、変換に使用する対話型スクリプティング環境。

  -  Hive*：ディメンションの結合と集約に使用するSQL言語。これはアドホッククエリー
にも使用されます。

4.  データのホップ数を減らすため、Hive* Open Database Connectivityインターフェイ
スを使用してオンライン分析処理キューブがHadoop*に直接接続されます。

5.  Apache Sqoop*はネイティブ・ユーティリティーとコネクターを使用して、データを
Hadoop*からリレーショナル超並列処理（MPP）データベースにインポートおよびエク
スポートします。このリレーショナルMPPデータベースによって、対話型のレポート作成
とクエリーが実現されます。

自社所有の
ソーシャルメディア

有料ソーシャル・
インベストメント

有料検索

有料デジタルバナー

intel.com

メディア・チャネル・ソースの
トップ 5

データ 統合

CSV

XML

FLAT

Apache Camel*を使用した
エンタープライズ・データ統合

エンタープライズ・
データ・ウェアハウス

Sqoop* Sqoop*

各種ソースからデータを
収集、分類

インテル® データ・プラットフォーム
変換ルールを使用した
Hadoop*データ処理

オンライン分析処理
Hive*オープン・データベース
接続インターフェイスを使用して
データホップ数を削減

レポート作成
ネイティブ・ユーティリティーとコネクターによる

Hadoop*からのデータのインポート /エクスポート

未加工データの
クレンジング 集約と結合

MapReduce

Pig Hive*

Hive*

超並列処理
データベース

対話型の
レポート作成とクエリー

Apache Camel*
オンライン分析処理

図2. さまざまなソースからデータがインテル® データ・プラットフォームに入ります。インテル® データ・プラットフォームは、分析とレポート作成のためにデータを変換します。 
インテル ® データ・プラットフォーム内では、パーティショニング・スキームなどの最適化を使用して、処理時間を短縮するためのステップを実行します。
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現在のインテル® データ・ 
プラットフォームについて
インテル® データ・プラットフォームは、
Apache* Hadoop*ソフトウェアで幅
広いデータ分析を実現することを目的と
して設計された、オープン・ソース・ソフ
トウェア製品です。このプラットフォーム
は Apache Hive*クエリー用に最適
化されており、オープンソースの R*統
計プログラミング言語のコネクターを備
えています。このプラットフォームでは、
Apache* Hadoop*ソフトウェア対応
のインテル® グラフ・ビルダー（言語デー
タセットをグラフィックスに変換して、
データ間の関係を視覚化するためのラ
イブラリー）を使用してグラフ分析を可
能にします。

その他の主な特長は以下のとおりです。

•  インテル® X e o n ®  プロセッサーと
インテル® 10GbEサーバーアダプター
向けに最適化することで、Hadoop*
のパフォーマンスを向上させます。

•  インテル® AES New Instructions
の拡張機能を存分に活用することで、
ストレージ層（Hadoop*分散ファイ
ルシステム）のパフォーマンス・ペナル
ティーなしで実行される暗号化 /複合
によってデータ機密性を実現します。1

•  HBase*（Hadoop*分散ファイルシ
ステム上で稼動するオープンソース
の非リレーショナル分散データベー
ス）によるセルレベルの細分性を使用
して役割ベースのアクセス制御を行
います。

•  HBase*とHadoop*分散ファイル
システムにより、マルチサイトのスケー
ラビリティーと適応性の高いデータ複
製を実現します。

•  Hive*のクエリー・パフォーマンスを
最大 3.5倍向上させます。

¹  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、一部のインテル® プロ
セッサーで利用できます。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、インテル® AES New 
Instructions（インテル® AES-NI）（英語）を
参照してください。

インテル® データ・プラットフォームの最適化
インテル ® データ・プラットフォーム内にある最適化技術を使用することで、処理時間とスト
レージ空間に関するいくつかのメリットが得られました。

Hadoop*内の大きなファイルについては、SequenceFile形式を使用して圧縮を行うこと
で、I/Oレイテンシーを最小限に抑え、短いマッパータスクが大量に発生するのを防ぎました。
MPPデータベースにエクスポートされるHadoop*内の集約データについては、互換性を
保つため未圧縮のテキスト形式を使用しました。これにより、ストレージサイズを4分の1～
5分の1に抑えることができました。こうした最適化により、実稼動環境でのエンドツーエン
ドの実行時間が2.5時間短縮されました。

数テラバイトあるすべての中間ファイルについては、ブロックサイズを増やすことを検討しまし
た。ブロックサイズが小さいほど、短いタスクに対してセットアップが冗長になり、分解コスト
がかかる可能性があります。インテルでは、テラバイトを扱う場合の業界のベスト・プラクティ
スに従って、ブロックサイズを256MBに増やすことを選択しました。

また、時間の経過とともにデータ量が増えた場合にレデューサーの数を調整できるように、
日常的にすべてのジョブをモニターすることも決定しました。インテルでは、Hive*とPigの
みに頼るのではなく、該当するノウハウとデータ知識を取り入れて、不必要なオーバーヘッド
をなくすために最適なレデューサー数を判断しています。

さらに、RCFile列形式を使用してHive*テーブルを格納することにしました。どの時点でも、
ビジネスルールに応じていくつかの列のみが操作の対象となります。列形式のストレージと
パーティショニングを組み合わせることで、最適なデータレイアウト、アクセス、ストレージ、デー
タ圧縮が実現されます。これにより、ストレージ要件を減らし、処理スループットを最大限に
高めることができます。

概念実証
これまでに述べてきたような当初の最適化に加え、インテルはApache Spark*とApache* 
Sharkの調査も行いました。その目的は、インテル ® データ・プラットフォームの実装をさら
に拡張し、ストリーム処理を扱えるようにすることです。

Apache Spark*の概念実証
Apache Spark*は、Scala*プログラミング言語で構築されたMPPシステムです。 
Spark*は、データを耐障害性の高い耐障害性分散データセット（Resilient Distributed 
Dataset; RDD）に抽象化することで分散コンピューティングを実現します。RDDは必要に
応じて計算され、メモリーにキャッシュされます。RDDでは、パーティション、局所性、系統が
認識されます。RDDは不変でもあります。

MapReduceとRDDの主な違いは変換シーケンスにあります。MapReduceはディスクベー
スであり、連続したmap-reduceプロセスを使用してデータを変換します。一方、RDDは必
要に応じて系統からデータを計算し、データが無効または不要と見なされるまでそのデータ
をメモリーに保持します。メモリー障害が発生し、データが無効になった場合、RDDは完全
なデータ系統を再適用し、メモリー内にデータを再現します。
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Spark*は設計上、従来のMapReduceよりも高速化が実現されています。それには、
以下のようないくつかの理由があります。

•  データはディスクに書き込まれるのではなく、メモリー内に優先順位が保持される。

•  頻繁にアクセスされるデータは、オプションでメモリーにキャッシュでき、複数の変換
チェーン間で再使用できる。

•  RDDは不変であり、強く型指定されているため、レコードセットのインデックス化が可
能。これにより、レコードへのインデックス化アクセスとブロックアクセスの両方で優れ
たパフォーマンスが実現される。

インテルでは、Pigのバッチ処理ルーチンをSpark*でリファクタリングしてパフォーマン
ス上のメリットが得られるかどうかを判定するための概念実証を実施しました。テスト
対象は、65KBから400MBまでのさまざまなサイズのデータセットです。まず、データ
のシリアル化がメモリー管理とクエリーのパフォーマンスに与える影響を調査し、次にイン
メモリー圧縮が有効かどうかを調査しました。Spark*の概念実証により、表2に示す
いくつかの代表的な手法が特定されました。

Apache* Sharkの概念実証
Apache* Sharkは、Hive*を使用してSpark*上で動作するインメモリーSQLクエリー
エンジンです。Shark*はHive*レイヤーに取って代わることを目的としており、以下の
2つの長所が考えられます。

•  Shark*は従来のMapReduceをバイパスし、Spark*のRDDモデルを利用して、デー
タ処理を高速化できる。

•  Shark*サーバーは、複数のクライアント・セッションが利用できる中央キャッシュの役
割を果たす。

インテルではSpark*の概念実証と並行して、Shark*によって低減されたレイテンシー
の数値を評価するための概念実証も実施しました。目的は、Shark*のRDDモデルと
インメモリーのメリットが、対話型のユーザー体験を並列的に実現するのに十分かどう
かを判定することです。

そこで、以下の2つのクエリーを設計しました。

•  通常、レポート作成環境がHive*システムに接続する際に発行するアドホッククエリー。
このクエリーは単純なスタースキーマを使用して、ファクトテーブルを複数のディメン
ション・テーブルと結合します。このクエリーでは75MBのファクトテーブルを使用し
ました。

•  未加工のデータセットをレポート作成可能なデータセットに変換する、単純なデータ・
ウェアハウジングETL（抽出、変換、ロード）クエリー。このクエリーでは10GBのデー
タセットを扱いました。

表2. Spark*の代表的な手法

代表的な手法 重要事項

Kryoシリアル化 RDDからのレコードをネットワーク上で
シリアル化 /逆シリアル化する必要が
あります。Kryoシリアル化を使用する
と、Java*シリアル化に比べて2倍以
上スペースを節約できることが分かり
ました。KryoはネイティブのJava*オ
ブジェクト表現よりオーバーヘッドが小
さく、Java*シリアル化よりもはるかに
高速です。

RDD圧縮 Kryoシリアル化を使用したメモリーに
データが合わない場合は、RDD圧縮
の使用を検討してください。メモリー
のサイズは減りますが、その分速度が
犠牲になることに注意してください。パ
フォーマンスが多少低下します。

Snappy圧縮 デフォルトの L Z F 圧縮ではなく、
Snappy圧縮の使用を検討してくださ
い。インテルのテストでは、Snappyの
方が高いパフォーマンスを示しました
が、具体的な圧縮率は測定していま
せん。

ガベージ・ 
コレクション

ガベージ・コレクションの一時停止を
減らしたい場合は、データを単一のラー
ジバイト配列としてKryoシリアル化形
式でメモリーに格納することを検討し
ます。Java*オブジェクトの数が多いほ
ど、ガベージ・コレクションのコストも大
きくなります。シリアル化を行うと、格
納されるオブジェクトの数が減るため、
ガベージ・コレクションのコストも大幅
に減ります。

プリミティブ Java*オブジェクトはメモリー内のス
ペースをかなり消費するため、適用可
能であれば、プリミティブの使用を検
討してください。

ディスクでの 
列形式 
データストレージ

ディスクにデータを格納する際には、
RCfileや Parquetなどの列形式ス
トレージの使用を検討してください。
ParquetはRCfileよりも優れた圧縮 /
列形式表現を実現し、より高速に列の
サブセットにアクセスできます。さらに、
圧縮によりI/Oも減ります。

co-partitioning シャッフルやネットワーク転送を行わ
ずにローカルノード上で集約と結合
が行われるようにしたい場合は、co-
partitioningの使用を検討してくださ
い。この手法を用いると、ジョブをより
高速で実行できるようになります。

RDD用の 
ディスクキャッシュ

RDDのキャッシュ処理には、ローカル
ディスクの使用を検討してください。
RDDの深度が高い場合は、慎重に使
用してください。系統内でのソースか
らデスティネーションへの変換数が少
なく、ローカルである場合は、再構成
のコストは、ディスクからの逆シリアル
化よりも少なくなる場合があります。

7  of  10

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel White Paper : ビッグデータ分析によるマーケティング・インサイトの最大化

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


どちらのクエリーでも同じような結果が出ました。つまり、Shark*の結果は、Hive*よりも
5～6倍高速でした（図3を参照）。ただし、インメモリーのメリットはそれほど大きくありません
でした。そこで、インメモリーのメリットが得られなかった理由について、以下のような仮説を
立てました。

•  アドホッククエリーでは、キャッシュされた不変データセットを十分に再利用できない。また、
データセットが小さすぎるため、ディスクと比較した場合のメモリーからの読み取りの違い
があまり得られない。

•  ETLのシナリオは大量のデータを使用したため、インメモリー処理が低速化した可能性が
ある。また、後続のクエリーが変換を利用しないため、クエリー中にデータが変換されても
メリットが長く続かない。

総体的に見れば、Shark*は現在のHive*レイヤーに対する機能拡張として価値があると思
われます。ただし、対話型の発見環境を実現することはできません。対話型のユーザー体験
の実現に向けて、次回はCloudera Impala*とPrestoDBの評価を予定しています。これ
らは両方ともHadoop*で動作するSQLクエリーエンジンです。

次のステップ
Spark*とShark*によって現在のビッグデータのバッチ処理を最適化し、Impala*または
PrestoDBを使用してクエリー・レイテンシーを低減することに加え、インテルのマーケティン
グ分析プラットフォームでは、送られてきたデータに対して、その場でインサイトが得られるよ
うな、ほぼリアルタイムの分析が必要です。インテルが現在使用している日常的なデータ取
り込みスケジュールは余裕があり過ぎて、リアルタイム分析には適していません。

そこでインテルでは、以下のコンポーネントの使用を継続的に調査して、データが揃ってから、
ディシジョン・ポイントへと変換されるまでのレイテンシーを低減できるかどうか判別すること
にしました。

•  Apache Flume*：大きな増分ログファイルを扱うことができる、耐障害性の高い分散型
ログ集約システム。

•  Apache Kafka：多数の疎結合パブリッシャーとサブスクライバーが同期的にデータを交
換できるようにする、高速かつスケーラブルでスループットの高い分散型メッセージング・
サービス。

•  Apache Storm*：連続的かつ永続的な無限データストリームで複雑なETLトポロジー
を簡素化する、分散型の並行データ処理パイプライン。

これら3つのコンポーネントを組み合わせることで、継続的なデータ収集 /通信 /処理シス
テムが形成され、高速少量のデータで低速大量のデータシステムを補完することが可能に
なります。

アドホッククエリー
（秒単位）

4.5

21.32
632

ETLクエリー
（秒単位）

102

Shark*
Hive*

Shark*で実現された
最大 6倍の高速化

（Hive*との比較）

図3. Shark*で実行されたアドホッククエリーとETL（抽
出、変換、ロード）クエリーはHive*よりも5～6倍高速
でした。
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まとめ
コーポレート・マーケティング・グループとインテル IT部門は現在、メディアチャネル内およ
びメディアチャネル間でマーケティング費用をより効果的に割り振るためのマーケティング分
析プログラムを展開中です。このプログラムの中心となるのが、マーケティング・グループに
よるチャネル間のデータ分析を可能にし、コンテンツ、チャネル、キャンペーンの最適な組み
合わせを把握できるようにするマーケティング分析プラットフォームです。インテル IT部門に
よる概念実証で得られた情報は、マーケティング・グループによるプログラムの目標に合わ
せた技術的ソリューションの調整に役立っています。

プロジェクト・チームは、マーケティング分析プラットフォームの開発とインテル® データ・プ
ラットフォームへの拡張機能の実装を続けており、このソリューションがマーケティング部門
と営業部門の両方に大きなメリットをもたらすことが期待されます。インテル IT部門では、
インテル® データ・プラットフォームでの技術的な最適化を、社内の他のビッグデータの利用
用途にも応用することも視野に入れています。

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。

IT@Intel

IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネージャー、 
エグゼクティブが、インテル IT部門のスタッフ
や数多くの業界 ITリーダーを通じ、今日の困
難な IT課題に対して成果を発揮してきたツー
ル、手法、戦略、ベスト・プラクティスについて詳
しく知るための情報源です。詳細については、
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照
してください。あるいはインテルまでお問い合わ
せください。

関連情報

関連トピックの情報については、http://www.
intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。
•  ホワイトペーパー「Intel IT Best Practices for 

Implementing Apache* Hadoop* Software」
（英語）

•  ホワイトペーパー「インテルのビッグデータ
環境に Apache* Hadoop*を統合」

•  ホワイトペーパー「企業内のビッグデータの
マイニングによるビジネス・インテリジェンス
の向上」
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