
概 要
インテル IT部門は、インテルの販売部門が取引先の管理を最適化し、売上を増加できる
ように支援するために、大量販売の可能性が最も高いリセラーを特定し、優先順位を付
ける高度な予測分析ソリューションを開発しました。

高度な予測分析ソリューションを開発するため、インテル IT部門では、2012年に概念実
証（PoC）を実施して、インテルのリセラーがインテルや販売部門とどのように連携してい
るかについて調査しました。このPoCを実施したことで、次の成果を達成できました。

•  PoCからの学習内容に基づいて、エンタープライズ・レベルのエンドツーエンドの予測
分析エンジンを開発しました。

•  PoCにより、新たな売上予想額は300万ドルに増えました。これを世界全体に拡大す
ると、年間で2,000万ドルの増加を期待できます。

•  Apache* Hadoop*対応インテル® ディストリビューションを追加し、世界中で予測分
析エンジンを実装し、その機能を拡張する計画を策定しました。

予測分析エンジンの使用により、販売部門では現在、さまざまなソースのデータをリアル
タイムに分析して、各顧客がインテルの新たな収益機会を生み出す可能性を判断するこ
とができます。

いつ取引先と連絡を取るべきか、またどのような製品やサポートを提供するべきかを決
定できるような機能を設計することで、予測分析エンジンにより大きな価値を付加する計
画も立てています。この追加機能によって、販売部門は、より最適化されたデータ駆動型
の組織へと進化できます。

インテル IT部門は、 
大量販売の可能性が最も高い 
リセラーの優先順位を付ける 
高度な予測分析ソリューションを 
開発しました。
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背 景
インテルのビジネスの高速化と複雑化が進む中で、インテル IT部門では、ビジネス・イン
テリジェンス（BI）と高度な予測分析こそが、インテルの競争力強化の切り札になると確
信しています。高度な予測モデルの使用により、業務効率を向上するビジネスパターンに
ついて、より深いインサイトを得ることができます。その結果、迅速な情報分析と意思決
定が可能となり、インテルの競争力の維持に役立ちます。このようなモデルの活用の一環
として、インテル IT部門では、売上の大きいリセラー（小売業者）に戦略的にフォーカスで
きるよう販売部門を支援することで、大幅な収益増加を実現する高度な予測分析ソリュー
ションを開発しました。

インテルは現在、インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムのメンバーである
140,000社以上のリセラーと協力しています。これらのリセラー（インテルの顧客）は、
インテル® ベースのテクノロジー製品およびソリューションを指定し、設計し、構築し、再
販を行います。

一般に、これらの顧客はインテル® 認定ディストリビューターのネットワークを介して購入
を行い、インテルの販売部門はオンラインサポート、保証サービス、マーケティング・サポー
トを提供しています。

インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムは10年以上前に開始されました。
当初、インテルはコンポーネントをディストリビューター（卸業者）に販売し、ディストリ
ビューターがリセラーに販売し、リセラーが最終製品を構築してエンドユーザーに販売し
ていました。

しかし、市場のトレンドが小型モバイルデバイスへと移行したことで、販売チャネルの動作
原理が変わりました。現在では、大手の委託設計製造企業（ODM）と製造元企業（OEM）
がノートブックPC、ビジネス向けUltrabook™ デバイス、タブレットなどの最終製品を構
築してディストリビューターに販売し、ディストリビューターがそれらをリセラーに販売し
ています（図1を参照）。販売部門はODMやOEMに販売されるインテル ® コンポーネン
トの追跡は行いますが、その後のデータをほとんど入手できません。その結果、リセラー
のサポートに必要なデータは販売部門にはありません。特に、インテルのテクノロジーを
含むどのような製品をリセラーが市場に出しているか、はっきりと把握できていません。

顧客ベースは多様であるため、販売部門には、サポートが必要な顧客の優先順位を
決定し、顧客の購買サイクルの中で連絡を取るのに最適なタイミングを判断し、提供すべ
き製品やサポートの種類を特定するための支援が必要でした。以前は、最大手の取引先
のみに重点が置かれていました。しかし、一部の顧客データしかなかったため、常に取引
先の規模を確定できるわけではありませんでした。
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図1. インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムが10年以上前に開始されて以来、チャネルの動
作原理は変わりました。
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販売部門は目標を実現するために、インテル IT部門に支援を依頼しました。インテル IT部門では、ソリューション
を開発するため、目標のそれぞれの側面について検討しました。

•  だれに：収益増加の可能性の最も高い顧客に対して販売部門が確実に支援を集中できるように、ランク付け
システムを作成します。

•  いつ：非構造化データを使用し、アラートを発することで、購買サイクルの中の最適なタイミングで販売部門が
取引先と連絡を取れるようにします。

•  何を：どの製品やサポートについて説明するべきかを販売部門が把握できるように支援します。

インテル IT部門は販売部門と連携して、予測分析エンジンを開発し、ビジネスプロセスの再設計を行って、ラン
ク付けシステムを開発しました。このシステムでは、大量販売の可能性が最も高い顧客を特定できます。販売チー
ムは特定した顧客との連携を深め、彼らのビジネスの成長を支援します。いつ顧客と連絡を取るべきか、また、
どのような製品やサポートを提供するべきかを決定する機能の追加については、今後対応する予定です。

ソリューション
インテルの販売部門は、売上高増加の可能性が最も高い顧客に支援を集中できるようするためのツールを必要
としていました。インテル IT部門では、インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムに参加する140,000
のリセラーの一部をランク付けできる予測分析エンジンを作成しました。ソリューション開発の第一歩として、
2012年第4四半期には、インテルのアジア太平洋オンライン・セールス・センターで概念実証（PoC）を実施し
ました。

PoCでは、次の手法を使用しました。

•  ビジネスの領域の理解：インテルのリセラーがインテルおよび販売部門とどのように連携しているかを認識す
る必要がありました。

•  PoC向けソリューションの立案：利用できるデータセットを特定し、予測分析エンジンを開発して、販売部門が
連絡を取る必要のある上位300社の顧客をランク付けします。

•  エンジンの最適化：PoCの実施中は、静的なビジネスルールではなく、より正確なデータに基づいてモデルを
改善できるフィードバック・メカニズムを組み込みました。

ビジネスの領域の理解
データのマイニングを行って予測分析エンジンに投入できるようになるまでには、インテル、リセラー、販売部門
の間の関係を十分に理解する必要がありました。

販売部門にとってビジネス拡大の重点の1つが、インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムとそのリセ
ラーです。販売部門はリセラーをサポートし、彼らのビジネスの成長を支援します。しかし、チャネルの動作原理
が変化したこと、さらにリセラーはディストリビューターから直接購入するという現状を考えた場合、販売部門に
はリセラーが購入するインテルのテクノロジーを判断できるデータがわずかしかありません。さらに、販売部門が
対話できるのは一部のリセラーだけなので、どの取引先に重点を置くかは絶えず再評価が必要となります。販売
部門の目標は、大量販売の可能性が最も高い取引先にまず集中することであり、年4回再調整を行って、その支
援戦略を調整することです。

取引先を分類する既存のプロセスでは、既存の取引先からの限られたデータセットを手動で活用する必要があ
りました。しかし、インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムの大半のメンバーに関しては、利用できるデー
タがほとんどなく、分類のためのデータが不十分という理由から、かなりの取引先が見過ごされてきました。

ビジネスの領域を理解するにつれて、販売データベースにはないデータ（インテル® テクノロジー・プロバイダー
のメンバーごとの従業員数など）の中に隠れたパターンや決定的要因を見つける必要があるとの認識が生ま
れました。また、ソリューションを自動化して、販売部門が四半期ごとにインテル® テクノロジー・プロバイダー・
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図2. 予測分析エンジンでは、教師なしクラスタリングと教師付き分類を使用して、大量販売の可能性が最も高い顧客をランク付けします。

プログラムのデータベースを最も効率的に利用できるようにする必要もありました。この自動化を実現するには、
予測技術を利用して、インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムのメンバーの中に存在するデータの制
限を解消する必要がありました。その結果、販売部門が各取引先からフィードバックを収集することで、より多く
のデータを追加できるようになります。

ソリューションの立案
ソリューションの構築には、3段階のアプローチを採用しました。フェーズ1では、マイニングに使用できるデータ
セットを特定しました。フェーズ2では、マイニングしたデータからモデル化と学習を行う予測分析エンジンを構
築しました。最後のフェーズ3では、そのエンジンを最適化して、静的なビジネスルールの代わりに、販売部門か
らのフィードバックを取り込んで、初期の取引先ランク付けを確立できるようにしました。

利用できるデータセットの特定
解決する必要のあるビジネス課題を理解した後、マイニングの対象となるデータソースを探し始めました。
インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムからは、必要な登録データが提供されました。次に、エンター
プライズ・データ・ウェアハウス（EDW）に購買層データ、トレーニング・データ、売上データを入力しました。これ
により顧客プロファイルを作成できます。プロファイルの概略を作成した後、各顧客について収益の可能性を決
定する際に役立つ情報を追加しました。

予測分析エンジン
マイニングするソースを特定した後、教師なしクラスタリング（Unsupervised Clustering）および教師付き分類
（Supervised Classification）という2つのデータマイニング技術を使用して、インテル® テクノロジー・プロバ
イダー・プログラムのすべてのメンバーのプロファイルに記入し、スコアを付けました。次に、そのスコアを使用して、
取引先のランク付けを行い、大量販売の可能性が最も高い取引先のリストをアジア太平洋オンライン・セールス・
センターのマネージャーに提供しました。

教師なしクラスタリング

リセラーデータ

クラスタリング・モデル

クラスターのランク付け

統合したランク付けシステム

「良い」取引先の確率

予測
アルゴリズム

静的ビジネスルールを含む
リセラーデータ

モジュール A

教師付き分類
モジュール B

ランク付け
モジュール C
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教師なしクラスタリング
教師なしクラスタリングは、ラベルのないデータの中の隠れたパターンを見つけるプロセスです。作成したプロファ
イルについて、マイニングされたすべてのデータの特性を1つのアルゴリズムを使用して検討しました。パターン
が明らかになると、特性の似た取引先が同じ1つのクラスターに分類されます。こうしてクラスターが定義され
た後、教師付き分類のプロセスを開始しました。

教師付き分類
教師付き分類では、静的なビジネスルール（売上の大きい既知の顧客の特性に基づいて作成）をクラスターに追
加して、よりインテリジェントな分類を作成しました。ランダム・フォレスト・アルゴリズムを使用して教師なしクラ
スターと静的ビジネスルールを分析することによって、既知と未知の大量販売顧客の類似点を決定しました。

ランク付け
教師なしクラスタリングと教師付き分類の結果、300社の取引先のランク付けが生成されました。各取引先に対
して確率データ（0～1の間の数値の割り当て）を含めることで、顧客を1から300（大量販売の可能性が最も高
い顧客から最も低い顧客）にランク付けできるようにしました。図2は、教師なしクラスタリングと教師付き分類
を使用して顧客をランク付けする予測分析エンジンを示しています。

エンジンの最適化
初めてPoCで予測分析エンジンを実行したとき、初期のランク付けは静的ビジネスルールに基づいて行われま
した。この手法は、連携すべき取引先の最初のリストを販売部門に提供するために必要でした。販売部門は、ラン
ク付けされた取引先と連携した後、フィードバックを収集し、統合して、最も影響の大きい静的ビジネスルールと
ともに組み込みました。こうした作業によって、さらに正確な最新のランク付けを生成できました。

予測分析エンジンの仕組み
PoCで得られた予測分析エンジンには、EDW、予測分析プラットフォーム（PAP）、ユーザー・インターフェイス（UI）
の3つの主要な要素があります。図3に、このエンジンの循環的な性質を示します。

EDW
データ・ウェアハウスには、モデリングに使用するデータの大部分が含まれています。その内容は、内部データベー
スと、前回のリセラーランク付けレポートに従った顧客との連携から得られた販売フィードバックです。データ・ウェ
アハウスは、さまざまなソースから取得される新しいデータを使用して継続的に更新されます。

PAP
販売部門は、四半期ごとに新しい取引先を割り当てます。そのため、IT部門では、データ・ウェアハウスで入手で
きる最新のデータに基づいて、四半期ごとに予測分析エンジンを実行します。レコメンデーション・エンジンによ
り、活動中のすべての取引先がランク付けされ、レポートが販売UIにエクスポートされます。その結果を受けて、
販売チームは、どの取引先が最も大量に販売できるかを予測し、その取引先と優先的に連携すべきかどうかを
判断することができます。

UI
オンライン・セールス・センターのマネージャーは、ランク付けレポートを受け取り、各取引先を営業担当に割り
当てます。各営業担当は、割り当てられた取引先と協力して、取引先が売上高を増加できるように支援します。そ
の過程で、営業担当はインテルの製品、OEM関係、売上高、その他の要因についてのフィードバックを顧客から
収集します。次の四半期のレポートでは、このフィードバックがエンジンで使用されます。

5  of  8

www.intel.co.jp/itatintel

IT@Intel ホワイトペーパー : ビッグデータ予測分析を利用した販売の最適化

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


成 果
予測分析エンジンの成否は、可能性のある売上額によって測定しました。インテル財務
部門と協力して、この見積額のうち、実際にエンジンのランク付けに起因すると考えられ
る金額の正確な割合を決定しました。つまり、収益のうちの増加分が成功を示します。

PoCでは、予測分析エンジンで作成したランク付けリストをインテルの販売部門が使用し
た結果、売上予想額が300万ドル増加しました。2012年第4四半期にアジア太平洋オン
ライン・セールス・センターでPoCが実施されて以来、予測分析エンジンはヨーロッパ、
中東、アフリカ、北米の各地域にも展開されました。1 アジア太平洋およびヨーロッパ、中東、
アフリカ地域では、年間の売上予想額が約1,400万ドル増加しています。このエンジンを
世界中で実装すると、年間で2,000万ドル以上の売上増加が期待できます。

アジア太平洋地域において、大量販売の可能性のあるリセラーを予測分析エンジンによっ
て特定した場合、販売部門が手動で特定した場合と比べて、該当するリセラーの数は3
倍となり、特定速度も大幅にスピードアップされました。自動化によって、販売部門はよ
り効率的となり、顧客との関係が強化されています。これまで、顧客はOEMおよびODM
とのみ直接取引を行っていましたが、OEMやODMは当然のことながら最終製品の方を
重視します。今回、インテル製コンポーネントについての追加サポートを受けられること
を、顧客は高く評価しています。こうしたサポートによって、製品の販売方法の価値を高め
ることができるからです。

次のステップ
この予測分析エンジンには、さらに新たな価値を追加する計画があり、いつ取引先と連
絡を取るべきか、また具体的に何を説明するべきかを判断できるようにする機能の開発
が予定されています。こうした追加機能によって、販売部門はさらに最適化されたデータ
駆動型の組織へと進化できます。

この機能を実現するため、Apache* Hadoop*プラットフォームの利用を計画しています。
このオープン・プラットフォームは、従来の手法よりも高いコスト効率で大規模な非構造
化データセットを処理でき、次世代レベルの分析を実現します。

いつ取引先と連絡を取るべきか、また何を説明するべきかを決定するには、ソーシャルメ
ディアやWebアクティビティーの構造化 /非構造化データなど、さらに多くのデータソー
スが必要になります。こうした追加データを処理するには、新しいプラットフォームによっ
て提供される、より強力で効率的な計算機能が必要です。

さらに、この大量販売の可能性がある取引先の予測を、リセラーやインテル® テクノロ
ジー・プロバイダー・プログラムのメンバー以外の顧客にも適用する予定です。こうした
アプローチには新しいデータソースが必要ですが、PoCで使用した構造化された登録デー
タを使用することはできません。非構造化データをマイニングし、取引先の可能性を予測
するには、今後もApache* Hadoop*プラットフォームに大きく依存する必要があります。

図3. 予測分析エンジンには、エンタープライズ・
データ・ウェアハウス、予測分析プラットフォーム、
販売部門がリアルタイムのフィードバックを提供で
きるユーザー・インターフェイスが含まれています。

営業担当

学習 /モデル構築

レコメンデーション・
エンジン

エクスポート・
インターフェイス

ユーザー・インターフェイス

エンタープライズ・データ・ウェアハウス

予測分析
プラットフォーム

カスタマー・リレーションシップ・
マネジメント・データベース

フィードバック

データの取得 レコメンデーション

セールス・センター・
マネージャー

レコメンデーション・レポート

取引先データ、Web、売上高、
カバレッジ、フィードバック、
予測分析エンジンの結果

¹  北米の売上予想額は、現時点では得られていません。
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まとめ
インテル IT部門では、ビッグデータと高度な予測分析を取り入れることで、販売部門が業務の効率化と競争力
の差別化を推進できるように支援しています。インテル IT部門が開発したエンタープライズ・レベルのエンドツー
エンドの予測分析エンジンは、販売部門の売上予想額の一部に直接貢献しています。

インテルのビジネスの高速化と複雑化は、ほぼすべてのビジネス部門に影響を与えます。市場の変化に追随す
るには、俊敏性と適応性が必要です。今回のようなビッグデータ予測分析ソリューションによって、販売部門は実
際のデータに基づいて迅速に行動することが可能になります。

市場が変化するにつれて、顧客も変化します。当初は大量販売の可能性がほとんどなかった顧客でも、その後、
新しい製品、新しいテクノロジー、または企業の合併や買収によってランクアップして、売上増加の候補になるこ
ともあります。さまざまなソースのリアルタイム・データを継続的に分析できる予測分析エンジンを使用すること
で、販売部門は顧客の可能性を判断する手段を手にすることになりました。これは、インテルにとって、新たな売
上の拡大方法を意味します。

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。

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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