
分析を実稼動へと導く
重要な要素となるリアルタイム情報で、ビジネスの意思決定を加速

Putting analytics 
in the driving seat



データ駆動型のビジネスへと導く5つのステップ
企業は、データ駆動型の洞察をビジネスに取り込む中で、ビジネス主導型であることがテクノロジー採用の近道につながる

事実を積極的に利用することができます。これは分析についても当てはまります。本資料では、「大きく考え、現実から始める」

というポリシーに基づき、必要なステップについて検討します。

はじめに
あらゆる業界で急増するデータ量は、 イノベーションの機会をもたらしています。 データを活用し洞察を得る能力は、 現在のデータ

駆動型経済での成功に不可欠な要素です。

ステップ1：分析の道筋における現状を 
把握する

分析には道筋があります。 あらゆる道筋と同様に、出発点を知り、現在の分析能力レベルを理解することが重要な第一歩になります。

ステップ2：ビジネスの推進力と変革の 
結果を把握する

分析が必要な理由と、既存データを最大限に活用してビジネスの目標達成を支える方法について検討します。 他社がすでに実行して

いることをリサーチし、社内の事業部門との話し合いの中で、イノベーションを実現する望ましい方法について耳を傾け、改善した洞察

を役立てる領域を特定します。

ステップ3：イノベーションと洞察に必要な 
データ中心の基盤を構築する

現在の立ち位置と今後の方向性を知ることで、 すでに保有しているツールやリソースを、 目標達成に活用できるか検討に取り掛かる

ことができます。 既存データを収集して管理する方法と、そのプロセスに伴う変更について検討してください。 IT 部門と連携することで、

分析への取り組みの中でテクノロジーが何を意味するか理解します。

ステップ4：将来に備え、概念実証（PoC） を 
実施する

比較的分かりやすく小規模で実装しやすい概念実証を実施し、目に見える数値による価値を事業部門に具体的に提示します。 これにより、

分析への取り組みを全社で大規模に開始する前に、落とし穴がないかを検証し、そこから学ぶ機会を得ることができます。

ステップ5：成功に基づき、将来に向けた 
データ中心の基盤を構築する

概念実証やその他の事前準備を通じて、 次に重点を置く領域を特定します。 新しい分析プロジェクトや投資の優先事項など、 より

高度なタイプの分析を導入し、より複雑な使用事例への対応へとつながります。



はじめに:
リアルタイム・
ビジネスにおける分析

インデックスに戻る

誰もがますますデータ駆動型が進む社会で
仕事をし、 暮らしています。 世界中のあらゆ
る業界で、拡大し続けるソースのプールから
流れ込む急増するデータ量に対応する機会
が企業に訪れています。 例えば自動車業界
では、自動車などの移動手段がデータの生成
と受信を担い、車両追跡、ドライバーのフィー
ドバック、 新たな幅広いサービスの提供を
可能にしています。 またヘルスケア分野で
は、 患者や医療専門家の必要に応じて情報
を提供できる病院インフラストラクチャーの
実現に取り組んでいます。 

このような発展は、ビジネス環境の変革にブ
レーキをかけそうもありません。 インテルと
対話の機会があった企業の大半は、分析テク
ノロジーが果たす重要な役割を認識し、デー
タから速く深い洞察を得て、 ビジネス価値の
促進と、 ビジネスモデルのイノベーションや
新たなユーザー体験を通じて競争優位性を
高めようとしています。 長い歴史のある企業
にとって、 分析はデジタルファーストを掲げ
る新進企業との競合に対抗する手段にもな
ります。

企業がデータ主導の洞察を活用しビジネス
の俊敏性とイノベーションの強化を図るにつ
れて、データ量は爆発的に増え続けています。
リアルタイムのデータからより迅速に価値
とより深い洞察を引き出そうとする企業は、
すでに従来のデータ分析の先にあるマシン
ラーニングなどの意欲的なイニシアチブに
注目しています。 例えば、 市場調査会社 IDC
によると、 2020 年までに分析に対して企業
が行う新たな純投資の 40% が、予測的分析
と処方的分析に向けられると予測されてい
ます 1。 ただし、既存の実務やインフラストラ
クチャーはこの種の使用事例向けに構築さ
れているわけではないので、この大規模な投
資意欲が必ずしも実を結ぶとは限りません。

企業は、時間がカギを握ることを認識してい
ます。 データからの価値抽出に手間取る企業
には、競争の激しい世界で著しく不利な立場
に置かれるリスクを冒しています。 分析の道
筋で遅れをとっている企業は（リアルタイム
の情報提供でなく週次レポートに頼るだけの
実務など）、 必要な基礎を欠いたまま高度な
実務モデルに飛び付くかもしれません。 

歩み出さなければ分析で軌道に乗ることは
できませんが、 では、 データ利用を前進させ
たいと考える企業は、 どのように取り組め
ばよいでしょうか。 本資料では、 分析の道筋
を進む企業を支援してきたインテルの経験
に基づいて、 複雑な要素に切り込みながら、
企業の経営陣が自社をデータ駆動型の組織
に変革するために役立つ一連のステップに
ついて解説します。

•  ステップ1：分析の道筋における現状を把
握する

•  ステップ2：ビジネスの推進力と変革の結
果を把握する

•  ステップ3：データ中心の基盤アーキテク
チャーを構築する

•  ステップ4：将来に備え、 概念実証（PoC）
を実施する

•  ステップ5：成功に基づき、 将来に向けた
データ中心の基盤を構築する

この 5 ステップの理解を深めるにつれて、
ビジネスニーズを最優先に置くことの重要性
を学ぶことができます。 データ駆動型の企業
になることで、 いかにメリットにつながる
かを、各事業部門と企業全体で理解できるか
らです。 目標は、 一夜にして変革を実現する
ことではなく、事業部門と IT 部門が連携して
事業の変革に向かうことにより、目標への歩
みを加速し早い段階でビジネス価値を生み
出すことにあります。 



ステップ1：
分析への道筋における
現状を把握する

インデックスに戻る

組織が分析を足がかりに何を目指すかに
かかわらず、 データ駆動型の組織になるた
め の 能 力 は、 分 析 の 道 筋 を 現 時 点 で ど こ
まで進んできているかによって決まります。

インテルの分析プランニング ・ ガイドでは、
分析の 5 段階、 記述的な分析から認知分析
までについて詳しく説明しています（図 1）。
ビジネスの観点から、さらにさまざまな分野

の顧客企業との連携を通じて、 インテルは、
企業が 5 つのカテゴリーのいずれかの位置
にいるとみなす傾向があると分かってきま
した。

インテルと対話の機会があった企業の大半
は、最初の 2 種類のレポートの間で停滞する
状況にありますが、特定の事業部門では高い
レベルの適性も垣間見られます。 分析の道筋
での全体的な見通しを導き出すサービスは
コンサルティング会社が提供してくれますが、

次のような問いに直接答えることでも組織
の現在地を判断できます。

•  社内の IT システムまたはソフトウェアは、
日常の実務に必要なデータを提供しますか。

•  事業部門は、 どのデータを利用できるかに
ついて、すべてのデータを一覧表示できます
か。 またはそのデータを把握していますか。

•  データにどのようなギャップがあるか、その
ギャップをどうすれば（例えばどのソースを
利用すれば）埋められるか、 明確に把握し
ていますか。

•  各事業部門はデータに直接アクセスでき
ますか。 それとも数日、数週間、レポートを
待つ必要がありますか。

•  マネージャーやスタッフは情報に直接アク
セスできますか。 それともアクセスが難し
いですか。

もしここで評価の低い回答があれば、 より
高度な分析を実行する一連の機能の開発は
難しくなるでしょう。 したがって、 インテルが
顧客企業の皆様と連携する目的は、 現状を
理解し、さらに先に進むために必要な知識を
提供することにあります。 必ずしもすべての
ステージを一歩ずつ取り組むことを提唱す
るわけではありませんが、初期段階から習得
できる能力はより高度な能力に欠かせない
基礎となります。

例えば、データについて理解していなければ、
いきなり AI に取り組むことはできません。

人工知能

ファイル、 RDBMS、 ODS、 OLAP、 初期のデータ ・ ウェアハウス

さらに最適化するために何を学習できるか。

マシンラーニングおよびディープラーニングのフレームワーク、
データレイク

認知分析

処方的分析

予測分析

診断分析

記述的分析

エンタープライズ ・ データ ・ ウェアハウス、 インメモリー DB、
BI ツール、 複雑なイベント処理

NoSQL*、 Hadoop+*、 Spark*、 TAP*、
インメモリー ・ コンピューティング、 視覚化フレームワーク

主要テクノロジー

インフラストラクチャーの状況
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自己学習と全自動化されたエンタープライズ

実現する方法は？

シミュレーションを活用した
分析と意思決定

何が起きるか？

サイロ状態 仮想化 / 統合アプライアンス SDI/HPC

先見性

なぜ起きたか？
洞 察

何が起きたか？
結果論

高度な分析は
将来の見極めに

役立つ

運用の分析は
過去の理解に

役立つ

図 1. 分析の成熟度ステージ

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/analytics/getting-started-advanced-analytics-planning-guide.html


利用可能なすべてのデータを一括で処理して、
ビジネスの優先事項、ビジネス機会またはリ
スクを理解できるような、魔法のツールは存
在しないからです。 どの企業の場合も、 分析
から得られるより進んだビジネス機会を目指
して取り組む前に、通常の業務に利用できる
適切なデータを保持することが重要です。 

事業部門で意思決定をする上層部や役員の
支持者がこのことを理解すると、分析のビジ
ネス事例を作る IT 部門の上層部との対話機
会が生まれます。 基礎部分がないと、 将来の
投資が無駄になりかねません。 このような理
解の上に、 組織は手元にある大量のデータ
から何を得るかを決定できるようになります。 

インデックスに戻る

ステップ1：重要ポイントと結論

•  組織の分析成熟度の現状レベルを理解するための質問をする

•  IT 部門と連携し、分析にどのデータを利用できるかを判断する

詳細：人工知能（AI） とディープラーニング

人工知能（AI） の概念とアルゴリズムが登場してから数十年が経とうとしていますが、
プロセッサー ・テクノロジーの進化と結果として生じた規模の経済によって、AI が高性
能コンピューティングの環境から企業環境にも採用され始めたのはつい最近のこと
です。 AI のアルゴリズムは、数学的なモデルとルール、コード化された専門知識とマシン
ラーニングを、 大規模な構造的 / 非構造的なデータセットに適用し、 これまで手の届
かなかった洞察へのアクセスを可能にしています。

特に、 マシンラーニングから進化したディープラーニングや、 事前に「ルールを知る」
必要なくデータから洞察を開発するためのニューラル・ネットワーク利用への注目度
が高まっています。 ディープラーニングは、音声認識や画像認識などの分野で飛躍的
な進歩をもたらすとともに、データ・サイエンティストは既存のデータセットをより深く
掘り下げ、あらゆる業界で新たな洞察を発掘し、よりスマートな将来に向けたプラット
フォームを構築できるようになります。



ステップ2：
ビジネスの推進力と 
変革の結果を把握する
この課題に取り組む企業であっても、 クラ
ウド、 ソーシャル、 モバイル、 IoT といったデ
ジタルのトレンドに直面しながら立ち止まっ
ている余裕はありません。 こういったトレン
ドにより、データから得た洞察をいかに迅速
に活用できるかが、 企業にとってこれまで以
上に重要になります。 実際、 この能力がデジ
タル変革の基礎的な要素となるのです。 この
ため、 分析戦略と総合的なデジタル戦略の
特質は密接に連携します。 

分析がどのようにビジネスの推進力になる
かを理解するのは難しく見えるかもしれま
せんが、 幸いにも現在では企業が新たなビ
ジネスを推進する方法を知るために多くの
事例が手に入ります。 例えばアナリストによ
るレポートやコンサルティング会社の情報

に含まれる、 業界内や他業種の成功事例か
ら学習し、どういった事例が自社に相応しい
か、それをいかに実現できるかなどを調べる
ことができます。

事例の多くは、 分析の現状と、 受動的なレ
ポートツールからスタッフを支える新たな
ビジネスモデルへとどのように分析が変わっ
ていったかを報告してくれています。 ヘルス
ケア分野では、 ペンシルベニア大学医学大
学院が、 入退院を繰り返す原因を事前に取
り除くことで患者の再入院を減らそうと取
り組んでいます。 別の医療機関は、 ディープ
ラーニングや AI を駆使して診断と治療成果
を向上させています。 スタートアップ企業や
ネット企業も、 イノベーションのビジネスモ
デルとして参考になります。 特にそのような

企業は、 データを過去を振り返る材料では
なく、 イノベーションを加速する原動力と見
なしています。

自分の事業にはどのような可能性があるか
理解を深めることで、データ利用を計画する
方法について目標を設定できます。 この決定
は基本的に 1 つのビジネス戦略でもあります。
型破りな立ち位置を取るか、全く新しいビジ
ネスモデルを目指すか、 または同様の戦略
を仲間や革新的な競合相手に当てはめるか、
選択できます。 中には、 データ駆動型のアプ
ローチがどこにビジネス価値をもたらすか
をすでに十分に把握している事業部門があ
るかもしません。 何の優先度を高く設定する
かにかかわらず、データを実務の前線と中心
に据えるアプローチを考慮しながら、 ビッグ
データを扱う能力を発展させる必要があり
ます。

この作業は、 例えばワークショップを実施 
するなど、 IT チームと連携して行う必要が 
あります。

これで、ビジネスが現在の立ち位置に基づい
て何を実現しようとしているか、 自分がどの

ような問題や課題を解決しようとしているか、
さらにデータがいかに役立つかについて緻
密な計画をたてる、 より強固なポジションを
得られます。 さらに、 組織がデータ中心モデ
ルに対して意欲的かどうかも確認できます。
ビジネスにメリットをもたらす明らかな変革
の機会を特定するために、実現不可能なこと
を行う必要はありません。 このポイントを理
解すると、変革実現の基礎になるアーキテク
チャーを定義できます。

インデックスに戻る

ステップ2： 
重要ポイントと結論

•  考えられるユースケースのアイデ
アを得るため他社が分析をどのよ
うに利用しているかを探求する

•  どうすればデータを最大限に活用
してビジネス戦略をサポートでき
るかを考察する

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/healthcare-it/healthcare-overview.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/healthcare-it/healthcare-overview.html


ステップ3：
イノベーションと洞察に 
必要なデータ中心の基盤を 
構築する

分析の道筋における現在地、そして組織の分
析戦略を確認したら、 その戦略をどのように
実現するかについて検討できます。 これは、
現在保有しているテクノロジーとデータ管理
プラットフォームを見つめ直し、 すでに投資
したどの部分にどのように変革を実現できる
か見極めることを意味します。

企業にとってビジネスの変革は常に難しい
課題である一方、 導入当初から価値を生み
出すデータ駆動型のアプローチを採用し、常
にコストを上回る利益を確保することもでき
ます。 最初の 2 つのステップから得た成果を
利用して対象を定めることで、以下の項目を
検討することにより最初にギャップ分析を実
施できます。

•  社内リソースとしてすでにあるデータは 
何か

•  外部ソースからどのようなデータを収集し
ているか

•  サードパーティーなどとの連携を含め、どの
ような作業でデータを収集しているか

•  データは所属組織内でどのように共有され
ているか

•  データはどのように保護されガバナンスの
要件に適合しているか

•  ほかの当事者にどのデータを提供してい 
るか

事業部門によってはほかの部門と比べてデー
タ中心のレベルが高いといえる場合もあり
ます。 そのような事業部門から、 事業全体で
分析的な実務を採用するためにどのアプロー
チが組織にとって最も相応しいかを学ぶこと
ができます。 また、 プロセスの効率性を高め
る余地が見出される場合もあります。 例えば、
企業に規制遵守のためのデータ保持指針が
ありながら、 どれが有用なデータかが分から
ないため全部保管する方針に移行した、など
のケースです。

ここで挙げた質問に対する答えによって、
データをどのように照合し、 分析し、 組織全
体で使用するかを決定できるようになります。
ビジネス価値や、事業部門と IT 部門をさらに

インデックスに戻る



整合させる必要性に従い、 優先事項を特定
することができます。 例えば、ほとんど投資な
しに達成できる簡単な目標かどうか、または
より多大な投資が必要なために一段と包括
的なビジネスケースを必要とする領域かどう
かを判断できる場合があります。

現在、 企業が「過去を振り返る」分析や従来
の BI を超えて、 ビッグデータ分析やマシン
ラーニングに基づいたより予測的な分析機
能やリアルタイムの洞察を得るために役立
つ、各種の分析プラットフォームが利用でき
ます。 ただし、 1 つのソリューションに絞り込
むことが必ずしも重要ではなく、 適切なツー
ルボックスを手に入れてシナリオに応じて
どのソリューションを利用するかを判断す
ることがポイントになります。 メモリー、 コン
ピューティング性能、 データ管理などの要望
に応えて、 IT チームは技術の選択や評価を
手伝ってくれるはずです。

このステップを通じて、何を実現しようとして
いるか、 すでに何を利用できるかについて、
最終的には具体像を得ることができます。 目
標実現の土台となる組織内の戦略や能力に
ついて、真の状況を見つめることが非常に重
要です。 例えば、 各事業部門が IT 部門のサ
ポートを受けているか、 または双方に食い
違いがあるかどうかを見極めます。 もし後者
であれば、その状況を改善するためにパート
ナー企業の支援を得ることも検討できます。

このステップの終盤では、企業チームと IT 部
門の足並みが揃っていることを確認し、双方
がデータ中心のアプローチを各事業部門に
どう提供していくかに注目してする必要があ
ります。 まだ道筋の早い段階にある企業の場
合、 月次レポートのサイクルを超えてリアル
タイムのデータ提供を検討するために、協力
者となる上級幹部スポンサーを見つけること
が得策になります。

ステップ3：重要ポイントと結論

•  考えられるユースケースと既存の能力を一致させることで迅速に成果を出し同意を
確保する方法を模索する

•  IT チームと連携し、将来的なプロジェクトとチームに必要な IT 投資のための現実的
なロードマップを作成する

•  上層部の主導により全社的な事業部門と IT 部門の密接なコラボレーションを維持
する
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ステップ4：
将来に備え、概念実証（PoC）を実施する

分析の道筋で最も重要なステップは、概念実
証（PoC） の実施と言えます。 このステップで
は、 ビジネスのデータニーズとそれに基づく
目的の実現能力をいかに正確に把握してい
るかをテストします。 また、成功のために必要
なスキルと経験を得ないうちに、性急に物事
を進めて高すぎる目標を目指すことを抑制す
る意図もあります。 

このため、 PoC の作業を迅速に進めて、 前の
ステップで築かれたデータ中心の基礎に照
らして有用な可能性を示すことが重要になり
ます。 PoC を選択するには、 以下の質問につ
いて検討します。

•  各事業部門が理解できる言葉でプロジェ
クトの目的を示していますか？

•  このプロジェクトは組織の戦略的目標と
一致していますか？

•  プロジェクトの管理サポートは得られま
すか？

•  従来の分析では得られなかったような洞察
が PoC に期待できますか？

•  プロジェクトの結果を参考にしてどんなア
クションを起こせますか？

•  投資に対する予測利益はどのくらいですか？

•  このプロジェクトを、年単位でなく月単位の
time to value （導入から価値を生むまで
の時間） で実施できますか？

•  必要なデータを利用できますか？すでに持っ
ているものは何ですか？購入する必要があ
るものは何ですか？

•  データはリアルタイムで収集されますか、
または過去のデータですか？
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もしデータを利用して偉大なことを成し遂げようという期待を抱いていても、最初の PoC
ではその期待を抑えたほうが無難でしょう。 最初に期待されるのは、新しいテクノロジー ・
プラットフォームで全く新しいことを試すのではなく、すでに身近にある条件の範囲でより
効果的な結果を得ること、さらに必要に応じて新たなテクノロジーとサービスでギャップを
埋めることです。 この「大きく考え、小さく始める」アプローチでは、次のようなことが可能
になります。

早い段階からビジネス価値を提供し、 
データ中心のアプローチに対する自信を深める

技術とビジネスの両面で、 
スキルを育てて経験を蓄積する

事業部門と IT 部門の協調性を高め、 
関係性と相互の信頼を築く

求められる企業文化への 
理解を深める

総合的な分析の文化と能力を前進させ、 
ビジネス変革を促進する

ビジネスの観点からは、テクノロジーが事業目標に適合し必要な価値を提供するように取
り組むことができます。 また IT 部門の意思決定者は、データ分析の取り組みに適切なテク
ノロジー ・プラットフォームを選定するにあたり、以下のような基準を考慮できます。

パフォーマンス：データと洞察をビジネスで必要な時に、 
または必要となる前に提供する

柔軟性：データニーズが変化しても、変わり続ける状況に 
ソリューションを適応できるようにする

スケール：データ量やユーザー数が徐々にまたは急激に増えても、 
ソリューションが機能し続けるようにする

互換性：ソリューションは、標準のプロトコルを使用して、サードパーティーの
データソースやサービスとの統合に対してオープンであること

さらに、 PoC の最適レベルを下げた結果、
事業的な信頼が損なわれ資金が無駄になっ
たとしても、 上層部からのサポートと成功を
目指す最大限の自由度は確保されるべき
です。 PoC を実施する途中で障害に突き当た
るかもしれません。 あらゆる努力を注いでも、

初めは失敗するかもしれません。 しかし学
ぶ機会を得られたと考えてください。 最終的
には、 分析が自社にどれほどのメリットをも
たらすかを知り、 分析をさらに推進できるは
ずです。

ステップ4：重要ポイントと結論

•  管理可能な範囲の小さな規模で、十分なサポートによるパイロット・プロジェクトを
始めることで、迅速に価値を得る

•  目的を明確に意識して、その目的がはじめからビジネスにフォーカスしていることを
確かめる
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ステップ5：
成功に基づき、 
将来に向けたデータ中心の 
基盤を構築する

PoC で成果を得て、その過程で何かを学ぶこ
とができたら、分析機能の開発と構築に進む
段階です。 経験に基づいて、 ビジネス上の利
益および高度な分析への移行の両面から、そ
れぞれの段階で価値を得られるように、アー
キテクチャーと設計プランの両方を見直すこ
とができます。 ワークショップなどの活動を
社内や外部のパートナーと連携して実施し、
その活動から専門知識を習得してイノベー
ションへの取り組みを開始できます。 何を行
うにしても、 大きな目標として分析を「通常
の業務」 の 1 つにすることを常に踏まえてく
ださい。 

PoC やほかの取り組みから、何らかの可能性
がごく自然に見えてくるかもしれません。 例
えば、生産ラインにセンサーを組み込んで故
障時の警報に利用している場合、 センサー
のデータを利用して機器の故障を予測、 さら

に回避するように役立て、新たな価値を得ら
れる可能性もあります。 業界の大手企業は、
社内の分析への取り組みを足がかりにして、
得意先を増やし、ブランドへの親近感を高め、
事業収益を伸ばしています。 

このステージでは、分析へのニーズに応える
ため、全く新たに構築される本格的なインフ
ラストラクチャーが必要だと判断するかも
しれません。 その後、 より高度な分析機能の
構築を始めることもできます。 分析の取り組
みで最先端を行く企業にとって、 マシンラー
ニングと人工知能（AI）技術が次のフロンティ
アになりそうです。 現在最も複雑とされる
データの課題の解決に向けた貢献が期待さ
れます。 

インテルは、 企業規模のソリューションを
用意し、 個別の事業優先項目やロードマッ
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プのプランに応じて、 ソリューションの選定を含む
分析インフラストラクチャーの構築、拡張、将来性の
実証に関するアドバイスを提供します（図 2）。 

各ステップを進む中で、 社内の経営層に必要とな
る新たな役割は何かを認識できるようになります。
ビジネスに高度な分析を導入することは、 データが
最重要の要素として位置付けられ、 それに相応しい
役割が必要になります。 新しいポジションには次の
ような役割が含まれます。

•  チーフ・データ・サイエンティスト。 新たなビジネス
モデルの決定に、アルゴリズムの経験を活かすこと
ができます。

•  チーフ・アナリティクス・オフィサー。 経営的な観点
から、 企業が分析をいかに有効に利用しているか
を監督します。

•  シチズン・データ・サイエンティスト。 幅広いメン
バーで構成され、分析ツールの使用権限が与えれ
ます。

ステップ5：重要ポイントと結論

•  初期プロジェクトによる学習の成果に沿って長期的な計画を調整する

•  適切な場合、分析に対応するテクノロジーへの追加投資を検討する

•  経営層に適切なポジションが用意されていることを確認する

アプリケーション
分析を活用した、 エンドユーザー用の専門性の高いソリューションや幅広く利用できるソリューション
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分析プラットフォーム
データを有益な情報に変換するデータ ・ サイエンティストのためのツール

データ・プラットフォーム
拡張性の高い分散型ストレージとプロセシングのためのソフトウェア ・ プラットフォーム

インフラストラクチャー
インテル® アーキテクチャー向けに最適化されたソフトウェア ・ デファインドのストレージ、 ネットワーク、 クラウド
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図 2. 分析インフラストラクチャーはビジネスの優先事項とロードマップ計画に基づく必要があります。
インテルの企業規模のテクノロジーが役立ちます。



まとめ
言うまでもなく、 高度な分析への道筋から導
かれる革新は、一夜にして起きる変化ではあ
りません。 しかし、 データの洪水の勢いは衰
えそうもなく、 洞察駆動型の組織へと変革す
る企業もスピードを緩めません。 企業のあら
ゆる部署が、高度な分析から得たリアルタイ

ムの洞察に直接アクセスできることで、 大き
なメリットが生まれます。 企業がデータ中心
の観点で考えるようになると、 スタッフの能
力を引き上げ、 将来的なイノベーションと事
業の成功に欠かせない基礎の構築につなが
ります。
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