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2013年6月6日 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

ＩＴビジネス企画推進室  保木 富雄 

お客様のビッグデータ活用をナビゲーション 

～ ビッグデータ × クラウド活用の現状とマーケティング事例 ～ 
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本日のアジェンダ 

 

1. ビッグデータの現状（概観） 

2. ビッグデータに関する素朴な疑問にお答えします 

3. CTCのサービス紹介  
      （ビッグデータ関連・AWS関連） 
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ビッグデータ情報の氾濫 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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戦略的テクノロジートップ10 （米国Gartner社） 

• Gartnerが毎年発表している「戦略テクノロジー」の2012、2013年の項目は下記のとおり 

モバイル・デバイスの戦い 

モバイル・アプリケーションとHTML5 

パーソナル・クラウド 

エンタプライズ向けアプリケーション・ストア 

インターネット・オブ・シングス 

ハイブリッドITとクラウド・コンピューティング 

戦略的ビッグ・データ 

アクショナブルなアナリティクス 

インメモリ・コンピューティング 

統合されたエコシステム 

2013年 （2012/10/23）  

モバイルタブレットと次世代型製品 

モバイル・セントリック・アプリケーションと 
インタフェース 
コンテキストと 

ソーシャル・ユーザー・エクスペリエンス 

インターネット・オブ・シングス 

Appストアとマーケットプレイス 

次世代アナリティクス 

ビッグデータ 

イン・メモリー・コンピューティング 

超低消費電力サーバー 

クラウドコンピューティング 

2012年 （ 2011/10/3） 
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ビッグデータ活用が行われるようになった背景 

• 近年、ビッグデータの活用が行われるようになった背景には様々な要因がある。 

デジタル・ 
デバイスの増加 

（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、ｾﾝｻｰ） 

デジタル・ 

コンテンツの増加 

（SNS・電子書籍） 

ITインフラの 

普及・低価格化 

大量データ・高速 

処理技術の進化 

デジタル・ 
データ増加 

ITが低価格かつ 
高性能に 

ビッグ 

データ 

活用 

市場成熟化・ 

低成長化 

地球環境保護・ 

省エネルギー 

グローバル 

競争激化 

ソーシャル 

メディア利用 

スマート 

デバイス普及 

社
会 
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業
経
営 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

消
費
者 

経済活動の 

効率化 

競争を勝ち抜く 
競争優位性 

進化する消費者 
への対応 

どうして可能になったのか？ なぜ必要になったのか？ 

 
 

 
 

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ 
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Ｔ
技
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クラウド技術 

の進化 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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ビッグデータ・ビジネスの市場動向 

• ビッグデータ市場はWorldwideで31.7％、国内で39.9%の成長率で拡大。 

• IT市場全体の成長率と比べて非常に大きな成長率が期待されている 

 

・2011年市場規模は60億ドル、2016年には238億ド
ルに成長。CAGRは31.7% 

 

•2011年市場規模は143億円、2016年には765億円
に成長。CAGRは39.9％ 
 

【ＩＤＣビッグデータ市場定義】 対象サービス・技術が次の条件を満たしていることを前提とする 

  ①データ容量が100TB以上 もしくは ②年間のデータ増加率が60%以上 もしくは ③高速ネットワークで処理される、といった特性を持つデータが、スケールア
ウト型のインフラ上で処理をされており、なおかつ ④2種類以上のデータソース もしくは ⑤高速ストリーミング通信のコンテンツであること。 
 

IDC 「Worldwide Big Data Technology and Services 2012-2016 Forecast, 
Dec 2012, IDC#238746」 

IDC 「2012年 国内ビッグデータテクノロジー/サービス市場 需要動向
分析、Sep 2012 ：IDC#J12581001」 

Worldwideビッグデータビジネス市場 国内ビッグデータビジネス市場 

CAGR：31.7％ CAGR：39.9％ 

単位：＄B 
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ＣＴＣのビッグデータ・ビジネス定義 （4つの要素） 

BUSINESS 
データから得られる結果を 

企業活動の改善や 
公共・公益の増進に結びつける 

DATA 
日々生成され・増加していく 

大量かつ多様な 
デジタルデータ 

TECHNOLOGY 
大量データの高速/ 

リアルタイム処理を可能とする 
最新の情報処理技術 

KNOWLEDGE 
マーケティングや統計等の 
理論を活用し、データを 

適切に分析・解釈し 
有益な示唆を生み出すスキル 

• 大量かつ多様なデジタル・データ（DATA）を材料として、 

• 最新の 情報処理技術（TECHNOLOGY） と 高度な分析スキル（KNOWLEDGE） の活用により 

• 企業価値向上や公益増進に貢献する（BUSINESS） 一連の付加価値活動 

Input Method/Tool Output/Goal 
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４つの要素・・・ 1．Data： 

• 現代社会においては、あらゆる企業・個人・公共の活動にお

いて、多種多様なデジタルデータが、毎日のように、大量に

生成されている 

【通信・ネットサービス】 

課金データ 
通話履歴 

Webアクセスログ 
GPS位置情報 

【医療・福祉】 

電子カルテ/検診履歴 
レセプトデータ 

MRI/X線診断データ 
臨床治験データ 

【金融】 

株式/債券取引データ 
クレジットカード使用履歴 

銀行口座取引履歴 
与信データ 

【コンシューマビジネス】 

メール/SMS  
ソーシャルメディア 

画像・動画 
ライフログ 

【流通】 

POSデータ 
ポイントカード履歴 

無線ICタグ 
受発注履歴 

【社会基盤】 

監視カメラ 
各種センサーデータ 

気象データ、交通情報 
エネルギー消費履歴 

BUSINESS DATA 

TECHNOLOGY 

KNOWLEDGE 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://harutomo-ryu.com/wp-content/uploads/facebook-like-buton1.png&imgrefurl=http://harutomo-ryu.com/archives/2011-06-15/063043.html&usg=__gVC7YLEWKD0Kf9uBEqK5AM62jXM=&h=330&w=516&sz=9&hl=ja&start=27&zoom=1&tbnid=y4JcrKxa5ALedM:&tbnh=84&tbnw=131&ei=k7uoTsvGJcGaiQeUkbCnDg&prev=/search%3Fq%3DFacebook%26start%3D21%26hl%3Dja%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1a/1f/717070f233dbc4d9e5b386eaef55f011.jpg&imgrefurl=http://blog.goo.ne.jp/otis_eikaiwa/e/70cf97c931cf25fd202ef5beadf1c06e&usg=__UuMm7YA_1oGY9lUIgXatUvY9YAQ=&h=179&w=179&sz=4&hl=ja&start=32&zoom=1&tbnid=q285ugbdAgCXCM:&tbnh=101&tbnw=101&ei=k7uoTsvGJcGaiQeUkbCnDg&prev=/search%3Fq%3DFacebook%26start%3D21%26hl%3Dja%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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４つの要素・・・ 2．Technology： 

• ビッグデータビジネスにおいて求められるテクノロジーは、 

今までにない新技術も含めて、次のような機能が求められる 

BUSINESS DATA 

TECHNOLOGY 

KNOWLEDGE 

Volume 

Velocity 

Variety 

大量のデータを 
蓄積・処理できる 

こと 

高速・リアルタイム
な処理・伝送が 

可能なこと 

多様なデータに 
対応可能なこと 

•仮想化技術、クラウドコンピューティング 

•大容量のストレージ、圧縮・アーカイブ技術 

•スケーラビリティ、経済性 

•並列処理、分散処理技術 （Hadoopなど） 

•ストリーム/インメモリーコンピューティング 

•ブロードバンドネットワーク、クラウドコンピューティング 

•非構造化データ、ファイルシステム 

•マスターデータ管理(MDM) 

•検索技術、自然言語（テキスト）分析、音声認識 

ビッグデータの特性 ビッグデータを処理するために必要な技術的な要素 
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４つの要素・・・ 3．Knowledge： 

• データから価値を生み出すためには、分析的マインド・スキルと

ビジネスセンスを兼ね備えた人材が必要である 

• そのような人材は近い将来非常に不足すると見込まれている 

BUSINESS DATA 

TECHNOLOGY 

KNOWLEDGE 

ビッグデータの分析に必要な人材は、需要に

対して５０～６０％不足しており、２０１８年まで

には米国だけで１４万人～１９万人の不足が

見込まれる。」 

 「統計学や機械学習に関する高等訓練の経

験を有し、データ分析を行うという深い分析」 

に係る才能を有する大学卒業生数（2008年）

について、国際的には、米国の２万４，７３０人、 

中国の１万７，４１０人、インドの１万３，２７０人

に比べて、日本は３，４００人。 

◆出典：McKinsey Global Institute 

「分析的マインドを持ち、統計、数学の素養があ
り、大量のデータからビジネスに役立つ洞察を
提供できるエンジニア」 

•ビジネスに対する理解 

•仮説構築力 

•統計、数学、モデリング、データマイニング知識 

◆出典：Forbes.com インタビュー記事 

“EMC Greenplum‘s Steven Hillion  

          on What Is a Data Scientist”? 

「The Sexist Job Of the 21st Century」 

◆Hal Varian, chief economist at Google 

/出典：Harvard  Business Review  

人材確保に関する課題 データ・サイエンティストとは 
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４つの要素・・・ 3．Knowledge： 

BUSINESS DATA 

TECHNOLOGY 

KNOWLEDGE 
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４つの要素・・・ 4．Business： 

• ビッグデータの活用はマーケティング分野が先行しながらも、

企業活動の幅広いシーンで取組みが開始されつつあります 

BUSINESS DATA 

TECHNOLOGY 

KNOWLEDGE 

製品開発・R&D 

マーケティング 
（顧客管理・サービス） 

マーケティング 
（広告・プロモーション） 

マーケティング 
（ＰＯＳ、ＭＤ政策） 

生産管理・品質管理 

サプライチェーン 
（調達・物流・在庫） 

アフターサービス 

リスク管理・コンプラ 

セキュリティ 

新サービス開発 

新製品開発、研究開発へのデータ活用 

顧客分析に基づくリコメンデーション、ＣＳ向上、顧客の離反防止 

Webターゲティング広告、広告/プロモーションの効果測定 

売れ筋/併売分析、商品陳列、価格政策、需要予測 

企業が提供する商品・サービスの品質やサービスレベルの管理 

サプライチェーン全体の最適化・各種コスト削減 

アフターサービス、保守サービス、クレーム管理（顧客対応） 

企業経営上の各種リスク管理（不正・風評等）、予兆検知 

人的セキュリティ、物的セキュリティ、情報セキュリティの担保 

データ分析を活用した新規のサービス開発・提供 

収益 
拡大 

リスク 
低減 

その他 
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ビッグデータ×クラウド事例：Decide.com 

 電気製品の購入支援情報サイト「Decide.com」 

 2010年設立の米国ベンチャー企業 

提供するサービス 

企業概要 

 単なる価格情報のみでなく、ビッグデータ解析による予測をベースに、製品のプラ

イスの変動、ニューモデル発売時期の予測を行い、それをもとに、今「買う（Buy）」

べきか「待つ（Wait）」べきかの推奨を行う機能を持つ 

 数百のオンラインショップから毎日10万以上のデジタル関連製品の価格データを

収集する他、関連するブログ、ニュース記事を検索、テキストマイニングや機械学

習の技術を用いて自動で行われている模様 

 収集したデータはAWSに送られ、AWS上でEMR（Hadoop）を使った集計・分析を

行っている（ 1日で25ＧＢ、全体で100ＴＢのデータが分析対象） 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://lh5.ggpht.com/HQ0cdrCm5OUKLiWBJ9esjQHibGz8ZV_nKEFUveaxESCZKVSzUR0dG6-dmS-Tt0F4MvCM%3Dw705&imgrefurl=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.decide.android&usg=__gPOwiRBZvcb_mmjKr5GDKMOdNl0=&h=345&w=705&sz=97&hl=ja&start=1&zoom=1&tbnid=KQQR63fOkQrfKM:&tbnh=69&tbnw=140&ei=jtDrT5OJN8LOmAXF3JHKAg&prev=/search%3Fq%3Ddecide.com%26um%3D1%26hl%3Dja%26sa%3DN%26rls%3Dig%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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ビッグデータに関する素朴な疑問にお答えします 

•ビッグデータの活用で、企業の業績は向上するのか？ 疑問 ３ 

•ビッグデータは（実際のところ）どういう状況なのか？ 疑問 ４ 

•ビッグデータを活用するには、何から始めればよいの
か？ 

疑問 ５ 

•BI（ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ）とビッグデータは何が違うのか？ 疑問 ２ 

•ビッグデータとクラウド、どういう関係があるのか？ 疑問 １ 
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疑問１： ビッグデータとクラウド、どういう関係があるのか？ 

• ビッグデータとクラウドの親和性については、下記の4つの観点から整理できる。 

２．企業外データの蓄積先として 

１．オンデマンド・リソースとして 

４．データ流通プラットフォームとして 

３．分析エンジン/アプリ利用 

 オンデマンド 

 スケールアウト・エラス
ティック 

 コストダウン 

 企業外のデータの蓄積

先として 

 SNS、センサー（M2M）、

広域学術データなど 

 クラウド上に実装された
BI・データマイニング
ツールの利用 

 データ蓄積先と分析エン
ジン間のデータ伝送も
不要に 

 グローバル、多企業間
のデータ共有・流通の基
盤として 

 地域・国籍・企業を超え
るデータ共有・分析 
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【参考】 ビッグデータにおけるクラウド採用のイメージ 

お客様データセンター 

Direct Connect 

 定常的な処理 
 他システムとの連携等

はオンプレミスで行う 

 不定期な処理 
 データのバックアップ等

はクラウドで行う 

• ビッグデータの世界でも、他のシステム領域と同様に、オンプレミスとの比較、クラウドの

部分的な採用、本格採用というプロセスを経て、オンプレミスとクラウドの合理的な併用

が進んでいくと想定される。 
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疑問２： BI（ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ）とビッグデータは何が違うのか？ 

• 従来のBI(Business Intelligence)と「ビッグデータ」は、データをビジネスに活用するという

目的では同じ延長線上にあるものの、幾つかの点で異なる特徴を持つ。 

従来のBI活用 ビッグデータ分析 

 構造化データ中心 

 企業内データ中心 

 構造化データ ＋ 非構造化データ 

 企業内データ ＋ 外部データ 

BUSINESS 

DATA 

TECHNOLOGY 

KNOWLEDGE 

 サンプリング/サマリー分析 

 バッチ処理 

 全件処理 / 全数分析 

 リアルタイム処理 

 レポーティング（可視化） 

 仮説とその検証の為の分析 

 統計的手法、機械学習 

 法則・パターンの自動抽出 

 過去分析と現状把握 

 用途：経営分析中心 

 現状の詳細把握と将来予測 

 用途：新しいビジネス価値創造 

厳密な差異ではなく、あくまで相対的な差異である 
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疑問３：ビッグデータの活用で、企業の業績は向上するのか？ 

• データ分析・活用が業績向上に繋がるかどうか検証した調査は幾つかあり、いずれも有
意な差異が認識されている。 

ビジネスの意思決定を支える洞察 

将来の戦略の指針を得る
ために洞察を利用する 

日常業務の指針を得るた
めに洞察を利用する 

45％ 

53％ 

20％ 

27％ 

業績上位企業 

業績下位企業 

業績下位企業の2倍以上の業績上位企業が、

日常業務と将来の戦略の指針を得るためにア

ナリティクスを使用している 

Source：MIT Sloan management Review と IBM Institute 
for Business Valueの共同調査。全世界（約100カ国）の経
営幹部およびアナリティクス担当者約3000名を対象に実
施。（2010） 

ERP導入済みの企業371社を
対象に行った分析志向調査 

業績低迷企業 高業績企業 

データ分析に基づく意思決定支援システム
がある/リアルタイム分析が可能である 

データ分析から思いがけない事実やヒント
が得られる 

自社のデータ収集力・分析力は業界平均
を上回る 

データ分析を全社的に実施している 

23％ 

8％ 

33％ 

23％ 

65％ 

36％ 

77％ 

40％ 

Source：「分析力を武器とする企業」 トーマス・H・ダベン
ポート、ジェーン・G・ハリス著 （日経BP社、2008年） 

ERPシステムがある＝分析に必要なデータ質・量と

もに豊富にある企業を対象とした調査であるが、高

業績企業と低業績企業の差異が顕著に出ている 
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疑問４：ビッグデータは（実際のところ）どういう状況なのか？ 

• 日本におけるビッグデータ市場は「黎明期」にあるという分析が多く見られる 

「2012～2014年度：ビッグデータ活用の黎明期」  

                                  （ITロードマップ2013年版 野村総合研究所） 

  ・2015～2016年度：異業種間データの交換の進展 

  ・2017年度以降：分析対象がモノへと拡大、公共分野での活用進展 

「ビッグデータ市場は黎明期」                

          （IDC Japan 2012年 国内ビッグデータテクノロジー／サービス市場 需要動向分析） 

 

   ・・・国内企業1050社に対して（中略）調査を実施すると、企業の情報システム部門でのビッグ

データの認知度は56.％と半数を超えているが、業務部門では31.1％と低い。ビッグデータの活用

を具体的に検討しているとの回答は全体の13.6％（IT部門）、実際にビッグデータ活用のためのシ

ステムを導入済みという回答は全体の2.6％（IT部門）と、ごく一握りの企業であることが判明 

「『過度な期待』のピーク期に入る直前にある 」  

                     （Gartner、「日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル：2012年」 ） 

  ・テクノロジーのハイプ・サイクルは以下のサイクルで成熟するとしている。 

  ・「テクノロジーの黎明期」 「過度の期待」 「幻滅期」 「啓蒙活動期」 「生産性の安定期」 

【黎
明
期
】 

（
れ
い
め
い
き
） 

 

夜
明
け
に
あ
た
る
時
期
。 

新
し
い
文
化
・時
代
な
ど
が
始
ま
ろ
う

と
す
る
時
期
。 

（
大
辞
林
） 
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【参考】日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル：2012年 
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疑問５：ビッグデータを活用するには、何から始めればよいのか？ 

• ビッグデータの活用に関して、明確な戦略を持ち、具体的なアクションを実行し、 
目に見える成果にまで繋げられている企業はごく僅かです。 

• 大多数の企業は、ビッグデータ活用に関心があっても、目の前の課題も十分に解決できて
いないし、また自社にとってどのような可能性があり、どう取組むべきか・・・分からない。 
 

 ⇒ ビッグデータ活用をナビゲーションするサービスの必要性を認識 
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1. ビッグデータの現状（概観） 

2. ビッグデータに関する素朴な疑問にお答えします 

3. CTCのサービス紹介  
      （ビッグデータ関連・AWS関連） 
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CTC BD-Navi 
（ビッグデータ ナビゲーションサービス） 

のご紹介 

CTC BD-Navi のコンセプト 

•お客様のビッグデータ活用を構想段階から実装・定着
化までを誘導（ナビゲーション）するサービス 

•お客様のデータ分析・活用のニーズや取組み段階に
応じたサービスをラインナップ 
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CTC BD-Navi （ビッグデータ ナビゲーション サービス）全体図 

•CTC BD-Navi（ビッグデータ ナビゲーションサービス）として以下のサービスを体系
化 

 

デ
ー
タ
活
用
プ
ロ
セ
ス 

シ
ス
テ
ム
基
盤 

① Analysis 
Quick Scan 
（情報活用 

アセスメント・ 
サービス） 

② ビッグデータ トライアル分析 
サービス 

③ データ分析アドバイザリー 
サービス 

④ システム基盤アセスメント 
サービス 

⑤ データ分析アウトソーシング 
サービス 

⑥ 分析プロセス定着化 
支援サービス 

特定テーマ
の分析をして
みたい 

分析している
が上手く行か
ない 

IT基盤に 
課題がある 

標準的なサービスの流れ 

自社のデータ保有状況や

活用状況がよく分からない。 

データ分析・活用状況の可

視化や今後のロードマップ

を作成したい。 

⑦ 製品選定・ 
Poc支援 
サービス 

⑧ システム 
基盤 

導入支援 
サービス 

ツール 
活用 

SI投資 

高度 
分析 

標準化 

定着化 

【新規サービス】 

① Analysis Quick Scan 

 （情報活用アセスメント・サービス） 

② ビッグデータ トライアル分析サービス 

【既存・個別対応サービス】 

③ データ分析アドバイザリーサービス 

④ システム基盤アセスメントサービス 

⑤ データ分析アウトソーシングサービス 

【既存サービス】  

⑥ 分析プロセス定着化支援サービス 

⑦ 製品選定・Poc支援サービス 

⑧ システム基盤導入支援サービス 

New！ 

New！ 
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XX ＃ サービス名称 サービス概要 ターゲット顧客ニーズ 

① Analysis Quick Scan 
（情報活用 
アセスメント・サービス） 

自社内における各種情報（データ）にはどのようなものがあるのか、実
際に有効活用されているのかをアセスメント。あるべき姿や他社事例
を元に課題を抽出し、改善策の実行計画を策定する。 

データを活用した意思決定・業務遂行を行う上
で、自社の現状を把握したい、課題を様々な視
点から確認したいというお客様 

② ビッグデータ・トライアル 
分析サービス 

実際のお客様所有データを使って、特定目的（例：ダイレクトメールの
反応率向上）を達成する為のデータ分析のトライアル分析を行う。デー
タのクレンジング、データ分析モデルの作成、レポート作成など。 

特定のデータを特定の目的の元にデータ分析を
行いたい、データ分析の効果検証（ROI検証）を
したいというお客様（部署） 

③ データ分析 
アドバイザリー・サービス 

お客様によるデータ分析業務（データ・マネジメント、データ品質、デー
タ分析手法、分析プロセス等）をレビューし、データ分析専門家として
助言・指導を行うサービス。 

お客様側で何らかのデータ分析業務を行ってい
るが、有益な成果が出ない、どうしたらもっと効
果的に出来るか分からない、専門家の助言を得
たいというお客様 

④ システム基盤 
アセスメント・サービス 

データ分析業務に必要なシステム基盤のアセスメント・サービス。アプ
ローチとしてはBIツール（分析）側からのアプローチ、データベース
（データ処理）側からのアプローチが存在する。 

データ分析・活用に際して、ITシステム側の課題
を抱えるお客様。データ分析だけでなく、データ
処理（バッチ処理）の高速化ニーズも含む。 

⑤ データ分析アウトソーシン
グ・サービス 

お客様から専門性・難易度の高いデータ分析業務を継続的に業務受
託するサービス（必ずしも専門性の高いものに限定されない）。業務受
託の他、高度人材派遣という形態も想定される。 

データ分析の効果を実証、認識しているが、専
門人材がいない、足りないお客様。定常的な分
析だけでなく、常に分析手法の改善が求められ
るお客様。 

⑥ 分析プロセス定着化支援 

サービス 

②でコンサルティング・サービスを提供した後に、そのデータ分析手法
を顧客の業務プロセスとして導入・定着化を支援するサービス。分析
手法のナレッジ・トランスファーやBI/マイニングツールの操作指導も含
む。 

データ分析を通常の業務プロセスに組み込みた
いお客様、導入したBI/マイニングツールをもっと
有効活用したいお客様。 

⑦ 製品選定・Poc支援 
サービス 

データ分析に利用する製品の比較・選定を支援するサービス。お客様
のデータ分析の要件定義を行い、複数の商用製品の比較検討を支援
する。また、特定の商用製品の性能確認をするため、お客様のデータ
を用いたPoc（実証実験）を行うこともある。 

データ分析・活用を実際に行っている、あるいは
行おうとしているお客様で、最適なITツールの選
定に迷っているお客様。 

⑧ システム基盤導入支援 
サービス 

データ分析・活用（データ取得・蓄積・処理・分析までの一連のプロセ
ス）に必要なシステムの導入支援を行うサービス。 

データ分析・活用領域に関するシステム・インテ
グレーション。データ分析者側の要件も反映して
欲しいお客様。 

【参考】 CTC BD-Navi 各サービスの概要 
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ＣＴＣのビッグデータ関連 製品・サービス紹介 

• お客様のビッグデータ分析・活用を構想段階から実装まで、幅広い製品・サービスのライ
ンナップでご支援いたします。 

ビッグデータ・ビジネス・ソリューション 
総合カタログ 

BD-Navi サービスカタログ 
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CTCのAWS関連サービス 

のご紹介 

① cloudage CUVIC on AWS 

② Tableau on AWS 

③ Spatial Insight Plus on AWS  
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① cloudage CUVIC on AWS 

 cloudage CUVIC on AWSとは、AWS（Amazon Web Services）が提供する先進性と拡張性の高
いクラウドプラットフォームを利用した、クラウド環境の構築・運用サービスです。 

 大規模なHPC環境の構築や、大規模なストレージを利用して、分析に使用する大量のログデー
タやバックアップデータ等も、データ量に合わせて柔軟に保管することができます。又、CTCの
他のクラウドサービスとの連携も支援いたします。 
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AWS環境における、サーバやストレージ等の稼働状況や各種ログ上での

エラーを監視したり、設定変更やバックアップなどのオペレーションを行う

サービス（技術的なＱＡにも対応）。AWSサービスの利用料金をオペレー

ションサポートサービス費用とまとめて円建てでの支払いが可能  

AWS環境の利用に関する企画から、システム設計、サービス設計、構築・

運用を含めたインテグレーションサービス。企業が既存で保有しているシス

テムやCTCの他のクラウドサービスとの連携にも対応  

① cloudage CUVIC on AWS サービス概要 

AWS 

オペレーション・ 

サポートサービス  

AWS 

インテグレーション

サービス  
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花王様におけるＡＷＳでのディジタルマーケティング事例 

 対外向けコーポレートウェブサイトおよびCMSを全てAWSに完全移行 
 グローバルの花王グループのインフラを統合するためにAWSを選定

http://www.kao.co.jp 
 http://www.kao.com 
 http://sofina.co.jp   等 

http://www.kao.co.jp/
http://www.kao.com/
http://sofina.co.jp/
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花王様におけるＡＷＳでのディジタルマーケティング事例 

“AWSは柔軟性が高いため、常に最適なサーバーを利用する

ことで性能を格段に上げられました。今後はハードウェアの 
陳腐化を気にすることなく運用することが可能となりました。” 

 

従来のデータセンター利用時より 

  年間コスト８０％削減 

AWS利用正式決定後、システム 

  構築から移行まで４ケ月で完了 

機器設置が数日で完了する点 

Multi-AZ構成により冗長化を行い 

 システム可用性を簡単に向上可能 

花王株式会社 デジタルコミュニケーションセンター 田中 剛 様 

AWS導入の効果 
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② Tableau on AWS 

Amazon S3 Amazon EC2 Amazon RedShift 

低コスト 
低価格の従量課金制。先行投資コストや
長期的な契約は必要ありません。 

即時開始可能でリソースは伸縮自在 
負荷の増加に応じて拡張し、需要にあわせて迅
速に縮小することができます。 

複数DCでデータ管理 
複数のデータセンターでデータ管理、高い
可用性を実現します。 

列指向データウェアハウス 
列指向型のペタバイト規模にも対応可能
なデータウェアハウスサービス。 

すぐに始める簡単BI 
RedShiftやオンプレミスDBをデータソースとして、
すぐに情報活用を始めることが出来ます。 

• スモールスタートが可能で、BI専門家でなく
ても使いやすいTableau（BIツール）をAWS上
に実装。Redshiftと組合わせてお使いいただ
くことができます。 
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ワンランク上の企業ポータルをAWSで。 

★ 

+ Spatial 
Insight 
Plus 

連携する 登録する 閲覧する 検索する 分析する 
様々なデータソースと連携 簡単入力/モバイル連携 クラスタ表示/マップチップ表示 属性＋空間検索 ポリゴンデータの活用 

• 企業内外の様々なデータソースをSharePointに集約。 

• 位置情報を活用する分り易い表現で、ワンランク上の企業ポータルを実現。 

③ 位置情報活用ソリューション： Spatial Insight Plus on AWS 

企業内アプリケーションデータ 

ローカル上の文書ファイル 

スマートデバイス 

他のクラウドサービス上のデータ 

外部Webサービス 

センシング情報 
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• センシングデータを活用する、ワンランク上の企業ポータルをAWSで。 

履歴 検索 

分析 

配信 収集 

可視化 センシング情報 

収集ロジック 

サーバ・機器 

配信ロジック 
サーバ 

可視化ロジック 

分析結果の可視化 状況レポート 

ビジネス 
パートナー 

フィールド 
エンジニア 

担当者 

マネージャ 

センシング情報を一元管理する 
プラットフォーム 

③ Spatial Insight Plus on AWS （センシングデータ活用事例） 
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