
データレイクから洞察と価値を抽出
EMC は、インテル® テクノロジーに基づくデータ分析 / ストレージ・ソリューションの社内利用を通じて、 
よりスマートな洞察主導のマーケティングを促進しています。

導入事例
 
 

現在、小売や医療から通信、製造に至るまで、
あらゆる業界がモバイルデバイスや、コネク
テッドの「モノ」、 そしてクラウド対応サービ
スの普及によって引き起こされるデータの
爆発的増加の影響を受けています。 しかし、
増大し続けるデータストアから価値を抽出
することには、 多くの企業にとっていまだ多
くの課題が残っています。 分析の活用がビ
ジネスの成功につながった初期の事例を目
にした結果、企業の意思決定者たちは、デー
タ駆動型の洞察を活用することで、 競争力、
継続的なイノベーション、運用効率を確保し
たいと考えるようになりました。 一方で、 従
来の BI は急速な進化を遂げ、 さらに高度な
分析を提供するようになってきています。 過
去の出来事を回顧するだけのレポートでは
なく、CRM、SCM、ERP などの構造化データ
ベースから、センサー、モバイルアプリ、ソー
シャル・ネットワーク、IoT デバイスがもたら
す非構造化データまで、 幅広いデータソー
スに基づいて予測を行う機能へと進化して
います。

ストレージおよび分析のテクノロジーで業
界トップクラスの EMC は、 最も重要な資
産であるデータの保管、 管理、 保護、 分析を
顧客が実施できるように支援することで、
データ駆動型の業務改革を推進しています。
EMC が市場動向の常に一歩先を進み続け
るためには、 顧客および彼らの行動を把握
することは不可欠です。 EMC が関心を持っ
たのは、 さらに対象を絞った高度なマーケ
ティング活動の開発により、新しいビジネス
チャンスをタイムリーに捉えることでした。
しかし、他のほとんどの企業と同様、EMC に
とっての最大の課題は、そうした洞察を提供
するデータが不足していることではなく、 ビ
ジネス上の洞察や成果を素早く、そして大き
な影響力とともにもたらす包括的で戦略的
なデータ管理の手法がないことでした。

ビジネス課題

この 10 年にわたって 80 社以上の企業を買
収した EMC でしたが、 その急速な成長の副
作用として、データ管理の問題が発生してい
ました。 IT 部門は複数のサイロ化したデー
タストアを管理していたため、組織的なマス
ターデータ管理手法のない、 制限の多いレ
ポート環境となっていました。 その結果、 ガ
バナンスの行き届かない「シャドウ IT」が多
数存在し、 EMC の IT 部門は単なる 「門番」
として、事業の運営に必要なデータやレポー
トの管理のみを行っていました。 一方、 事業
部門はレポートの実行を IT 部門に頼ってい
たので、不要なボトルネックが発生していま
した。 経営幹部にオンデマンドの分析を提
供できる俊敏性に優れたメカニズムが欠け
ていたため、データを活用してそこから大き
な効果を引き出せる可能性は極めて限定
されていました。 データのレポートは「過去
を振り返る」ことで得られる洞察は提供して
くれましたが、 対象を絞ったマーケティング
やリード生成キャンペーンに対して、 データ
の予測可能性を十分活用できていませんで
した。 クエリーや負荷性能に対する要求の
増大を伴う、 多種類の大規模データに対応
するという目的のために、 EMC が簡単かつ
コスト効率にも優れた拡張を行うことがで
きなかった原因としては、 インフラストラク
チャーの制約という問題もありました。

データのレイク（湖）で泳ぐ

2014 年、 EMC は Marketing Science Lab
を設立して、こうした問題への対処を開始し
ました。 このような変化の一環として、 EMC
は複数のサイロ化したデータのアイランド
をデータレイクに統合しました。 このデータ
レイクには、顧客情報（過去の購入など）、連
絡先統計データ、関心事項、マーケティング

EMC のマーケティングでは 
データレイクの使用により 
顧客に関する洞察を 
迅速かつリアルタイムに獲得
ビジネスニーズ：より対象を絞った、
データ駆動型のマーケティングおよ
びリード生成のプログラムを、 幅広
いデータソース（構造化および非構
造化データ）を利用した顧客関連の
洞察に基づいて推進すること。

課 題：全社規模のデータのサイロ化、
データ管理とガバナンスに対する戦
略的アプローチの欠如、 分析レポー
トに関する IT 部門への過度の依存。

解決方法：データの「アイランド（孤
島）」をデータレイクに統合し、 ガバ
ナンスを実装して事業部門間のシー
ムレスなデータ共有を実現。

データレイク用のテクノロジー ・ プ
ラットフォーム：EMC Greenplum* 
Data Computing Appliance お
よび EMC Isilon* スケールアウト
NAS。 インテル ® Xeon® プロセッ
サー、 インテル ® Solid-State Drive
（インテル ® SSD）、 インテルの不揮
発性メモリーを搭載。 EMC チームが
開発したカスタム ・ アルゴリズムに
よるサポート。

主な利点：データクエリーの時間が
4 時間から 1 分未満に短縮。 顧客の
行動に関する分析モデルの予測精
度は 80% で、 マーケティング・プロ
グラムに対するほぼリアルタイムの
意思決定に影響を与えることが可能。
事業部門向けの分析「サンドボック
ス」により、分析用の豊富で包括的な
データソースにセルフサービスでア
クセスでき、 IT 部門への依存度を最
小限まで低減することが可能。
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履歴から、ソーシャル・ネットワーク、ウェブ、
センサーからの非構造化データまで、 EMC
のすべての構造化 / 非構造化データが取り
込まれます。 また EMC はガバナンスも実装
して、 事業部門が分析の取り組みについて
共有および連携できるようにしました。

EMC の Marketing Science Lab （EMC を
マーケティング主導の企業へと変身させ
る任務を負う部門）の所長である Michael 
Foley 氏は、 「このような情報により、 EMC
はお客様を非常に細かく分類して、より関連
性の高い、 対象を絞ったマーケティング・コ
ミュニケーションを実現することができます」
と述べています。 データのサイロを解体する
ことによって、マーケティング部門は EMC の
顧客およびその購入行動をより包括的に把
握することができるようになりました。 「デー
タレイクの手法を使用することによって、 す
べてのデータを包括的に見渡し、 予測可能
なパターンを追跡することができるので、メ
ディアミックスを最適化してコスト効率と
リード品質の向上を実現し、 お客様の購入
プロセスに有意義に関わることができます」
（Foley 氏）

EMC Marketing Science Lab で使用され
ているデータレイクは、 EMC Greenplum* 
Data Computing Appliance （DCA）、
Isilon* スケールアウト NAS など、 EMC の

フェデレーション・テクノロジー上に構築さ
れています。 EMC Greenplum DCA ファミ
リーは、拡張性の非常に高い専用の並列デー
タ ・ ウェアハウス ・ アプライアンスの集まり
で、 データベース、 コンピューティング、 スト
レージ、 ネットワークを構造的に統合して、
単一の管理しやすいエンタープライズ ・ ク
ラスのシステムにすることができます。 EMC 
Isilon スケールアウト NAS は、 柔軟性に
優れたマルチプロトコルの高性能ストレー
ジ・プラットフォームです。 どちらのソリュー
ションにも、インテル® Xeon® プロセッサー、
インテル® Solid-State Drive （インテル® 
SSD）、 インテルの不揮発性メモリーなどの
インテル® テクノロジーが搭載されています。

「インテルのコンピューティング能力によっ
て、 以前は演算が非常に複雑で実行できな
かったような要求の厳しい分析ワークロー
ドも実行できるようになりました。 一部の分
析テクノロジーでは、 反復が非常に多く、 数
千もの変数を使用します。 他のシステムでは、
耐えられなかったでしょう」と Foley 氏は説
明します。

高度な分析で、より深い洞察を獲得

Marketing Science Lab の Foley 氏のチー
ムでは、分析アルゴリズムをすべて独自に開
発しました。 「実際、 分析をアウトソーシン

グしたり、 市販のソリューションを使用した
りすると、ビジネスに必要な深い洞察は得ら
れません。 当社では各問題に対してそれぞ
れ独自の助言的方法で（適切なハードウェ
アおよびテクノロジーを使用して）取り組む
ため、データおよび分析を通じてビジネスに
関するより深い知識を獲得し、持続的なマー
ケティングの効果を達成することができます」
と Foley 氏は言います。

アルゴリズムは調整済みで、データレイクに
は EMC のすべてのデータがあるので、 どの
データポイントを選択すべきかは、ほぼリア
ルタイムに決定できます。 この手法を使用す
ると、 「どのデータと技術を使用するかを最
初に明らかにする必要がありません。 例えば
1,000 個の変数を用意してきても、 一部の
変数は重複しているかもしれません。 通常、
最もシンプルでエレガントなモデルが求め
られますが、マシンの支援によってデータ科
学者は最も強力な予測用変数を選択して、
最も効率的で正確なモデルを得ることがで
きます」と Foley 氏は説明します。

高性能のインテル® テクノロジー搭載ハー
ドウェアとカスタム ・ アルゴリズムにより、
EMC はデータレイク内のすべてのデータソー
スに対して分析を同時に、ほぼリアルタイム
で実行することができます。 実際、一部のデー
タクエリーでは、 四半期分の実行に以前は
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4 時間かかっていましたが、現在では 1 年分
で 1 分未満に短縮されました。 「さまざまな
モデリング手法を迅速に開発し実行できる
ので、 特定の問題に対して有望なソリュー
ションを多数テストすることが可能です。 そ
の結果、 予測精度、 説明能力、 マーケティン
グ効果の最も高いモデルを選択できます」
と Foley 氏は言います。

EMC が作業対象とするデータセットは幅広
く多様であるので、予測モデルの精度は非常
に高くなります。 「お客様がいつ何を購入し
ようとしているかを 80% の時間で正確に予
測することができます」（Foley 氏）

分析エンジンは、 毎月更新されるペルソナ
を作成し、 EMC は次の 3 ～ 6 カ月の間に購
入すると予測される人物を確認します。 分析
エンジンは継続的に新しいデータを取り込
むので、 そのたびにさらに多くを「学習」する
ことができ、 「間違えるたびにモデルは学習
し、さらに賢くなっていきます」と Foley 氏は
述べています。

サンドボックスで誰もが実行可能

EMC ではデータレイクを保護し、 事業部門
にそれぞれの「サンドボックス」（別名：分析
環境）を提供しました。 この環境で事業部門
は分析シナリオをセルフサービス機能で実
行できます。 これにより、 EMC の IT 部門は、
単なる門番の立場から、データレイク・プラッ
トフォームの管理とサポートおよび技術的
知識やデータの専門知識の提供を行う指導
者の立場へと移行できます。 一方、事業部門
は IT 部門に大きく依存することなく、レポー
トや分析のイニシアチブによって自給自足
的に行動できるようになります。

Foley 氏は次のように語っています。 「デー
タがもたらす洞察は、 EMC では、 誰もが使
用できる通貨のようなものです。 洞察によっ
て日常のビジネスの意思決定を形成し、 効
果を高められるように、 今では誰もが列を
作って、データ・サンドボックスに入ります」

EMC とインテルの間の緊密なテクノロジー
提携により、 EMC Greenplum DCA、 Isilon

スケールアウト NAS など、 高性能でコスト
効率に優れたプラットフォームが実現しま
した。 これらは、 あらゆる種類の分析ワーク
ロードを処理できるように最適化されてい
ます。 EMC が Marketing Science Lab で
データレイクの使用に成功したことは、企業
がデータから価値を引き出して特定のビジ
ネスニーズ（この場合は、EMC の顧客につい
てのきめ細かい洞察によってマーケティング・
プログラムを調整すること）に対処できるこ
とを示す 1 つの例に過ぎません。 ストレージ
環境およびコンピューティング環境全体に
堅牢なインテル® テクノロジー搭載のインフ
ラストラクチャーを備えることで、 信頼でき
る分析性能を実現して、EMC のデータレイク
により実際のビジネス上の問題を解決する
ことができました。 最後に Foley 氏はこう語っ
ています。 「EMC では、企業として問題になる
データの課題がお客様の課題とあまり変わ
らないので、 自社の分析ソリューションを社
内でドッグフーディングすることになります。
もしも、 当社のソリューションにインテルの
テクノロジーの強力なパワーが欠けていたら、
これを実現することはできなかったでしょう」

インテルのソフトウェア ・ デファインド ・ インフラストラクチャー製品の詳細については、http://www.intel.co.jp/analytics/ を参照
してください。

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