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エグゼクティブサマリー 
 
 
 
クラウドコンピューティングにおいて今も続いている開発によって、ビッグデータから事業価値を引き出す見込みは
急速に現実のものになりつつあります。世界中で既にデータをストリーミングしている何十億台ものデバイスを使用
して、このデータの奔流から巨大な利益を生み出すために、先進的な企業は既にクラウドの活用を始めています。こ
れらの利益とは、製品やサービスの市場投入の早期化、総所有コスト (TCO) の削減、オンプレミスインフラストラク
チャと比較した管理オーバーヘッドコストの削減、アプリケーション開発の迅速化などです。 

451 Research は 6 社の企業に対してデプスインタビューを実施し、クラウドベースビッグデータの導入方法やその際
に使用したさまざまなツールやサービスについて詳しく調査しました。インタビューによって、重要な要素がいくつ
か明らかになりました。自分たちが持つデータから訴求力のあるビジネス知見を得る方法を模索している他の企業の
参考となりうるものです。以下に一部を挙げます。 

• ビッグデータの利点は、幅広い分野の企業で認められるものです。この報告書単体でも、インタビューを受けた企
業はさまざまな業界を代表しています。モバイルテクノロジー分析プラットフォームプロバイダー、モバイルアプ
リケーションプラットフォームプロバイダー、金融サービス監督機関、技術コンサルタント企業、マーケティング
戦略企業、大手金融サービス企業です。 

• ビッグデータから事業価値を獲得することにいち早く成功したこれらの企業すべての土台を支えるものは、オンプ
レミス環境では成し得ないほどはるかに安価でクラウドデータを取り込み、保存し、処理する能力です。この能力
のおかげで、ユーザーは詳細分析テクニックの利点を活かすことができました。特に、体系化されていないデータ
を分析する能力が、企業に保存された情報を活用するために役立ちました。 

• 注目すべき点は、クラウドベースでのビッグデータの活用の一端に触れただけで、一部の企業はこのムーブメント
がビジネスを増大させるだけではなく、ビジネスの肝になると気付いたことです。 

• クラウドベースのビッグデータの利点は、多くの場合計測可能です。1 社では、クラウドに対するデータクエリが、
オンプレミスベースのクエリの実に 400 倍もの向上を見ました。別の 1 社では、ビジネルクリティカルなリスクと
脅威の分析にかかる時間が、6 ～ 9 か月から 1 週間以下になった体験をしました。オンプレミスシステムと比較 

して 98% の改善です。 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 

また、インタビュー対象者は、クラウドベースのビッグデータに至るまでの潜在的な課題と障害についても言及しま
した。クラウドはビッグデータ処理においてコストや障壁 (必要なインフラストラクチャをデプロイする時間や手間
など) をめざましく低減しますが、ビッグデータクラウドのユーザーは、いまだにオンプレミスのデプロイメントで
体験したのと同様の課題に直面しています。言及されることがもっとも多かった課題は、発生期にあるこの分野で適
切なスキルを持った人材の不足です。クラウドベースのビッグデータから迅速に価値を得るためには、トレーニング
計画の開発が推奨されます。 

 

 
 

クラウドがビッグデータユーザーにもたらす 5 つの方法 

この報告書に協力した 6 社の企業はすべて、競争力を高めるためにビッグデータの処理にクラウドを使用してい
ます。従来のデータ処理および分析技術、またはデプロイメントモデルでは不可能だったりコストに見合わなか
ったりした製品やサービスを顧客に提供することで、これを達成しています。 

調査により、クラウドコンピューティングとビッグデータ分析の組み合わせが事業価値をもたらす 5 つの基礎的
な方法が判明しました。 

1. 市場投入の早期化:1 社ではクエリ時間がオンプレミスシステムと比較して 4,000% 向上し、製品やサービスの

開発時間を圧縮しながら、はるかに迅速で情報量の多い意思決定が可能に。 

2. TCO の削減:オンプレミス環境と比較してコストを 50% 削減。 

3. 管理オーバーヘッドの削減:運用コストを 50% 削減し、貴重な IT 担当者の時間を、より戦略的でビジネスに

注力した開発タスクに向けられるように。 

4. 開発者の敏捷性が向上:24 時間で企画から完全実稼働デプロイメントまで。 

5. 新しい収入機会:分析をよりすばやく簡単に利用できることで、新しい収入機会を数日と言わず数分で見つける

ことも。 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 
 

はじめに 

451 Research では、ビッグデータを次のように定義しています。すなわち、以前はコストの問題や従来のデータ管
理技術の機能制限の問題で無視されていたデータを保存し処理することが、今や経済的に見てむしろ適している、
という事実から導き出された新しいビジネスインテリジェンスの知見の具現化です。これには、新規データソー
スだけではなく、既存のウェブ、ネットワーク、サーバーのログデータなども含まれています。つまり、マシン
やソーシャルメディアによって生成されたデータです。 

技術史家の George Dyson はより簡潔に、「ビッグデータとは、情報を保持するコストが破棄するコストよりも低
くなったときに発生するものである」と述べています。これが正しいかどうかは議論の余地があるかもしれませ
ん。確かに言えるのは、データの保存と処理にかかるコストが近年劇的に減少したため、企業がよりよいビジネ
スインテリジェンスや競争優位性を獲得するために詳細なデータ分析技術を利用することが可能になったという
ことです。 

クラウドコンピューティングは、データの保存と処理にかかるコストを下げるためにめざましい働きをしてきま
した。しかしこれは、開発者/ビジネスの俊敏性、エマージングテクノロジーの導入時間の短縮、高可用性とイン
フラストラクチャ構成/管理オーバーヘッドの削減と並んで、クラウドが持つ利点の 1 つの可能性に過ぎません。
近年では、クラウドやそこでホストされるサービスのデータ保存、処理、分析の手法が爆発的に数を増やしてい
ます。 

クラウドの導入が盛んになり、ビッグデータが注目されるにつれて、これまで無視されていたり、効果的または
効率的に処理できなかったデータから知見を得るための新しいアプローチ方法を模索する企業も増えています。
クラウドサービスは、大小のデータセットの保存や処理においてオンプレミスインフラストラクチャの代替にな
ります。さらに、大規模な資本投資の必要性を削減できる、従量課金モデルが可能、グローバル展開がシームレ
スで容易といった理由で、クラウドサービスの導入に対する障壁が下がります。結果として、企業は新規にビッ
グデータの処理および分析プラットフォームを構成するコストと時間を削減できるのです。 

 

 
 

この報告書では、企業の関係者および意思決定者と直接やり取りを行い、顧客の観点に立った現在の需要と
導入傾向を説明します。451 Research は、以下の目的でクラウドサービスを活用している 6 社に対してデプ
スインタビューを実施しました。 

• ビジネスの目的および達成方法を確認しながら、ビッグデータの目的を達成する 

• その目的を達成するための現在の障害を検証する 

• その目的を達成するためにクラウドサービスプロバイダーが果たせる役割を見出す 
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クラウドベースのビッグデータ: 
2 つの力を合わせて生まれる事業価値 

 
 
 

クラウドコンピューティングの導入は歴史的に最先端の新興企業との関わりが深く、あらゆる業界で企業がク
ラウドサービスを研究し導入していることがわかっています。この報告書では、ビッグデータ活用、つまり既
存のオンプレミスインフラストラクチャあるいは既存のデータストレージや処理技術では対応できないため以
前は無視されていたデータの保存、処理、分析に、クラウドサービスを既に導入している数社の企業の現状を
報告します。 

対応できなかった理由には複数の要素があります。 

• リレーショナルデータベースが体系化されていないデータを保存および処理できるように設計されていない。 

• リレーショナルデータベースが大規模なデータボリュームの処理に向いていない。 

• リレーショナルデータベースが、新しい知見を探してデータセットを研究するためにデータ分析およびデー
タサイエンスを可能にするよりも、事前定義済みのクエリの処理に向いている。 

ただし、前述のとおり、最先端データ処理技術の導入を促進する第一の理由は、経済的なものであると考えら
れます。ビッグデータの保存や処理が従来のアーキテクチャでも技術的には可能であるとしても、大規模に行
うには法外なコストが必要となります。 

クラウドサービスでは、オンプレミスインフラストラクチャの構築、構成、管理の必要がなくなるため、この
ようなビッグデータ処理プラットフォームの導入の敷居が低くなる可能性があります。このため、開発者は PoC 

(実証支援) から実稼働によりすばやく移行でき、より短時間でデータアナリストやサイエンティストにビジネ
ス知見を提供できます。 

クラウドサービスと、データの保存、処理、可視化を行う新規アプローチを組み合わせることで、企業はビジ
ネスを変化させ新たに浮上したビジネス目的を達成する機会が得られます。ただし、クラウドでのデータ処理
導入はいまだ端緒についたばかりであり、この調査のインタビュー対象者たちも、クラウドサービスでのビッ
グデータ処理の方向性を探りながら自分たちのクラウドベースのデータ処理を拡張する意向を強調していま 

した。 

この調査のインタビュー対象者は、さまざまな AWS サービスを利用しています。クラウドストレージに 

Amazon S3、データウェアハウスに Amazon Redshift、Hive、Presto、その他 Hadoop 関連プロジェクトと互換性が
あり相互運用が可能な Hadoop サービス製品である、Amazon の Elastic Map Reduce (EMR) などです。一方、回答
者の一部は Hadoop クラウド分散インフラストラクチャも実行しています。また、Amazon の DynamoDB NoSQL 

データベースおよびリレーショナルデータベースサービスも、実稼働環境やテストおよび開発で、他のクラウ
ドサービスとともに使用しています。 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 
 
ビッグデータを使用するビジネス上の目的 

前述のとおり、ビッグデータ処理を (オンプレミスでもクラウドでも) 導入する動機の大きな要因の 1 つは、 

安価なコンピューティングリソースの利点を活かして、以前はコストや複雑性の問題で不可能だった大規模な
データ処理および分析を実施するためです。 

ビッグデータ処理が可能になったことでさまざまなビジネス機会が生まれますが、およそ 2 つの主な領域に落
としこむことができます。 

• 運用効率の向上 既存のデータ処理ワークロードをより安価でよりパワフルなプラットフォームに移行するこ
とによる、運用効率の改善です。たとえば、多くの企業は、抽出/変換/ロード (ETL) ワークロードと履歴デー
タをデータウェアハウスから Hadoop に移行することで、Hadoop に関連した低ストレージコストの利点を利
用しています。これは、データ処理と保管コストを下げることが目的ですが、一方でデータウェアハウスの
キャパシティーを解放し、より価値のある分析ワークロードに充てることもできます。 

• 新規ビジネスのイニシアチブとそのサポート 以前は使用していなかったデータと、最先端の分析技術 (クリッ
クストリーム分析、ソーシャルデータ分析、IoT、予測分析、マシンラーニングなど) を利用して、新規ビジネ
スのイニシアチブをとりそのサポートを行い、新規ビジネスの知見を獲得します。ビジネスケースの例とし
ては、リアルタイムカスタマーサービス、不正分析、ターゲットマーケティング、広告などがあります。 

このように、クラウドでのビッグデータ処理の活用に成功した企業は、単に改善の成果を喜んでいるだけではあ
りません。クラウドベースのビッグデータ処理の利点は、急速にビジネスの肝になりつつあります。 

企業が競争優位性を獲得できるような新規アプリケーションやビジネスプロセスが可能になるということです。 
 

 
 

 

「むしろ、ビッグデータ活用を実行した結果として、当社が企業として存在しているのです」 

– モバイルプラットフォームプロバイダー 
 

わかりやすい例は金融サービス企業の場合です。この企業は Amazon Redshift をプライマリーデータウェアハウスと
して使用し、会計システムおよび関連レポートおよび分析に利用しています。アプリケーションと、その基盤とな
る Amazon Redshift データウェアハウスはこの金融サービス企業にとって運用を成功させるために必要不可欠なもの
です。 

 

 

この調査書のためにインタビューを受けた企業は口を揃えて、自分たちがクラウドベースのビッグデータ 

処理でイニシアチブを取ったことは、市場投入速度の向上、データ処理コストの低減、顧客の洞察の増加、

カスタマーサービスの向上などさまざまなメトリクスのおかげで、ビジネスにおいて変化を促進するために

欠かすことのできないことだったと述べています。 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 

インタビューを受けた別の 1 社でも同様です。この会社は、すべてクラウドで設計されデプロイされるモバイル
技術分析プラットフォームのプロバイダーです。ビッグデータクラウドサービスなしでは、存在することさえで
きません。 

この調査の対象となった企業はすべて、ビッグデータ処理と 
6 ～ 9 か月 
オンプレミスのリレーショナル 

データベース 
 
 

リスクと脅威
の分析 

 

1 週間未満 

クラウドベースの Hadoop  

サービス 

クラウドを組み合わせて競争力を増大させ、従来のデータ処理や分析
技術やデプロイメントモデルでは不可能だった製品とサービスを顧客
に提供しています。 

金融サービスレギュレーションを専門とする企業を例にとると、この
企業では、15 か月以上に渡る巨大ボリュームの履歴データにもとづ
いて、特定の「リスク脅威モデル」分析ジョブを反復実行しなければ
ならないことがあります。リレーショナル分析データベースを使用し
ていたときは、この会社が分析を完了させるまでに 6 ～ 9 か月を要し
ていました。Amazon EMR クラウドベース Hadoop サービスを使用し
たところ、同様の分析を 1 週間未満で実行することができました。こ
のようにして、この会社では過去および現在の脅威リスクを、より最
新のものに近づけ正確に予測できるようになりました。 

また、この会社はビジネスアナリスト向けのインデックス化されたデータのクエリで利益をあげています。この

ようなクエリには、ゼタバイトのデータ 2 つで実行されるものもあります。この会社のデータウェアハウス環境

では、このようなクエリは完了までに 4 時間かかることもありました。今では環境は Amazon EC2 上の Hadoop お

よび HBase に移行し、パフォーマンスが大幅に向上しています。 
 

 

「クラウドで HBase を使用して同様の 

クエリを実行した場合は、10 秒から  

12 秒で結果が出ます。つまり 400 倍の向

上です。400% 速くなったのではなく、

400 倍向上したのです」 

– 金融サービス監督機関 
 

 
 

オンプレミスのデータウェアハウスで 4 時間

かかっていたクエリが IaaS 上の Hadoop と 

 HBase では 10 ～ 12 秒に減少 

 

 
400 倍 
向上 
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ユーザーとユースケース 
 
 
 

 
 

データ駆動型アプリケーションとサービス 

ビッグデータ駆動型アプリケーションやサービスを直接顧客に提供することが、マーケティング戦略企業におい
て第 1 のユースケースです。この企業は今日ではビッグデータクラウドサービスを活用して市場における消費傾
向に関する知見を顧客に提供し、特に競合分析になった場合に結果を出しています。 

もちろん、技術コンサルタント企業も顧客の事業に応じてクライアントの要求に合わせた知見を提供することに
注力しています。ビッグデータクラウドサービスを有効活用したプロジェクトの 1 例として、トランザクション
分析とポイントカード分析、また顧客に合わせてカスタマイズしたサービス提供の作成などがあります。 

モバイルテクノロジー分析プラットフォームプロバイダーも同様に、顧客にデータを提供していますが、こちら
の場合はモバイルアプリケーションプロバイダーに対してそのモバイルアプリケーションに関する知見を提供し
ています。 

 

ビジネスレポートと詳細分析 

クラウドベースのビッグデータでは、スターティングポイントを選択できます。部外者でも、内部顧客と同じく
らい早くレポートや分析を手に入れることができます。 

たとえば、金融サービス企業は顧客に対して同業他社と比較して競争力のある分析を実施できるようにデータを
提供していますが、第 1 のユースケースはより内部に特化した、不正取引パターンの検索などです。従って、コ
アユーザーは、レポートや可視化ツールを使用しその分野の専門知識を持つビジネスアナリストや金融アナリス
トです。 

マーケティング戦略企業では、データ駆動型サービスを顧客に提供するだけではなく、社内でレポートやトレン
ド分析ツールを使用して同じデータをクエリするビジネスアナリストを自社に持ち、顧客に対するサービスの質
を向上させています。 

一方、金融サービス監督機関は、主な 3 つの内部ワークロードをクラウドで実行し、ビジネス分析に役立ててい
ます。バッチ分析、インタラクティブ分析、サマリーレポートです。第 4 のユースケースはアドホック分析です
が、現在はまだオンプレミスデータウェアハウスインフラストラクチャで実行されています。ただし、アドホッ
ク分析もクラウドに移行する計画です。 

 

企業はビッグデータクラウドサービスに幅広いユースケースを採用しています。インタビューからいくつも

の重要な例が浮き彫りになりました。アプリケーションやサービスを直接顧客に提供する、ビジネスレポー

トや分析を実行する、データサイエンスを用いてデータを研究し、新しい知見やビジネス機会を促進する、

などです。 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 
 

この機能をクラウドに持っていくための環境作成が進行中です。ただし、金融サービス監督機関は、バッチ分
析、インタラクティブ分析、サマリーレポートのユースケースで判った利点をベースにして、データサイエン
ティストがクラウドに保存されたデータを活用できるようなツールを開発する予定です。 

オンプレミスアドホック分析ツールのエンドユーザーはデータサイエンティストであると予想され、統計分析、
プログラム分析、SQL-on-Hadoop などの分析ツールと分析テクニックを組み合わせて使うことが多いはずです。 

 

データサイエンス 

その他のインタビュー対象者は既にビッグデータクラウドサービスを使用してデータサイエンスを実施してい

ます。マーケティング戦略企業には、データの新規ソースや競争力のある知見を見つけ出して顧客に販売する

製品やサービス (予測分析サービスを含む) に反映させるために、クラウドのデータのモデル化と予測分析を行

うデータサイエンティストのチームがあります。 
 

 

「手が空いていて馬力のあるデータサイエンティストは非常に少数です。これでもしも、実験以上のもの

ができることがあれば、そのプロセスを形式化します。」 

– マーケティング戦略企業 
 

 

 

このデータに引き寄せられるというコンセプトがビッグデータクラウドサービスの導入に影響を与えているもっとも

大きな力だと考えられます。なぜなら、リソース処理は大部分のデータ (またはもっとも重要と思われるデータ) を保

存するプラットフォームに移行されるからです。 

インタビュー対象者は、導入で示したとおり、さまざまなクラウドベースのビッグデータサービスを使用

しています。ただし、共通の基礎となっているのは Amazon S3 クラウドストレージサービスであり、こ

のことから、データ処理や分析はデータに引き寄せられ、データストレージサービスの利用の増加がクラ

ウドベースのビッグデータ処理の増加の主な要因となっていると考えられます。 
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課題 – テクニカル、プロセス、ビジネス 
 
 
 

クラウドであれオンプレミスであれ、ビッグデータプロジェクトに関連する課題は複数あります。しかし、イ
ンタビュー対象者が強調した課題は、驚いたことに、ほとんどがクラウドに限定したものではありませんでし
た。このことから導き出された結論は、クラウド自体は、ビッグデータのデプロイメントを行う際の大きな課
題ではないということです。 

データサイエンティストの不足は、オンプレミスであれクラウドであれ、幅広い領域で顕著な課題です。ただ、
クラウドの方がある程度複雑なものの扱いに向いているため、オンプレミスよりは少ない傾向にあります。ビ
ッグデータを使用するすべての企業にとって、Python や R などのツール使用してデータを分析するだけでなく、
そのようなスキルを新製品や新サービスの試作品作成に応用できるような人材の発掘は困難です。 

ビジネス分析スキルを持つ人物の雇用も、テクニカルスキルを目の前にあるビジネス問題に適用できるような
その分野の専門知識を持っているかどうかを見極めるのが課題です。また、これは金融サービス企業とコンサ
ルティング企業の両方から出た問題ですが、両社ともテクノロジーの利点を活かすユースケースを見極める必
要性を強調しています。 

その他の課題としては、内部システムの統合に並んで、外部データソースの統合、特に API を経由する場合が
挙げられています。これはモバイル分析プラットフォームプロバイダーにとっての重大な課題として挙げられ
ています。この企業は最近買収され、現在は大企業の一部となっています。この会社はより大きな成功を収め
ているため、別のクラウド特有の課題が持ち上がりました。潜在的なコストと、成功コストのバランスです。
顧客の数を 2 倍にしながら、その数の顧客をサポートするために必要なインフラストラクチャ (およびその管
理費) を 2 倍にせずに済ませるという挑戦です。 

データガバナンスもまた、特にマーケティング戦略企業にとっては、データガバナンスに関連したその地域の
規制の観点から、ビジネスプロセスの課題です。コンサルティング企業も、データガバナンスをプロセス上の
問題として挙げています。セキュリティを伴う問題は、すべての企業にとって終わりのない課題であり、既存
のアプリケーションをクラウドサービスに移行するにあたって特に注意を払うべき懸念事項です。このビッグ
データのコンプライアンスという懸念事項は、オンプレミスでもクラウドベースでも同様に事例に影響を及ぼ
します。 

 
 

「データの爆発的増加とデータへのアクセシビリティは、実際にガバナンスと管理に携わる実務担当者の

手に負えなくなっていると感じます。かなりがんばっているのですが、まだまだやれることはあると思

います」 

– マーケティング戦略企業 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 
 
金融サービス企業では、当然のことながら、データとサービスのクラウドへの移行を確実に実施するために、
クラウドプロバイダーに対して複数か月のセキュリティレビューを課しました。クラウドプロバイダーはセ
キュリティレビューに合格しましたが、金融サービス企業のすべてのデータがクラウドに存在するわけでは
ありません。データガバナンスの規制により、一部のデータセットはいまだにオンプレミスで保存されてい
ます。 

 

 
 
 
 
ビッグデータプロジェクトの潜在的な課題: 

 

5 段階評価、もっとも軽いものからもっとも重大なもの 
 

     
 

スキルセット 
 
 

価値認識 
 
 
 

ビジネスケースの不足 
 
 

コスト定量化能力の不足 
 
 
 

上層部の抵抗感 
 

     

 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
 
 

変化に対する既存のビジネスオーナーからの抵抗も、潜在的な課題として金融サービス企業とコンサルテ

ィング企業から挙げられました。ただし、前者の場合は TCO における利点を示すことで速やかに沈静化

しました。 
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成果の計測 
 

企業が新規ビジネス目的を達成するためにクラウドのビッグデータを活用しているならば、ビッグデータプロジェクト、特

にクラウドのビッグデータプロジェクトの成果をどのように計測しているでしょうか。その企業が果たす役割によって、答

えはさまざまです。インタビュー対象者は、コスト節約、市場投入の早期化、開発者の俊敏性、収入の創出など、さまざま

な潜在的な利点を報告しました。 

 
市場投入の早期化 

新興業界や先端業界では、市場投入の早期化がビッグデータクラウドサービス導入の動機になることが多くあります。オン

プレミスインフラストラクチャの設計、調達、構成、保守を必要とせずに企画から製品化までを行えるからです。モバイル

技術分析プラットフォームプロバイダーはこれを第一の利点として挙げ、またもう一つの利点としてクラウド内のスケーラ

ビリティによって需要のピークによりよく対応できることを挙げました。この会社にとってもう一つの利点は、技術者や開

発者にとってクラウドは魅力的であり、才能の雇用や維持ができるということです。 

モバイルアプリケーションプラットフォームプロバイダーも、クラウドビッグデータサービスの導入から得られる第 1 の利

点として、市場までの時間を挙げています。スケーラビリティが組み込まれたパッケージ化されたサービスのおかげで、製

品をより迅速に開発しリリースできるようになりました。 

  
「市場投入の早期化は何よりも重要な要素でした。スケーラビリティを備え、手頃な価格でパッケージ化された手軽

なサービスを活用できることで、当社のサービスをより効率よく作成できるようになりました。」 

– モバイルアプリケーションプラットフォームプロバイダー 
 

マーケティング戦略企業も、複数の利点を見出しています。コスト節

約、市場投入の早期化、開発者の俊敏性、収入の創出です。相対的な

重要度は、回答者が金融部門か、マーケティング専門家か、IT 部門か

によって変わります。ただし、マーケティング戦略企業の CTO にとっ

ては、第一の利点は市場投入の早期化です。 

  
「午前中にアイデアを出し、需要がありそうならば午後に開発し

ます。24 時間で、劇的に改善されたフルソリューションができ

あがりました。これは前代未聞のことです」 

– マーケティング戦略企業 
 

 
 

企画から実稼働デプロイメントまで 
 

 
 
 

24 時間 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 
総所有コスト  

増加しつつある確立されたビッグデータユーザーはクラウドサービスのコスト削減機会と運用効率の向上に引きつけられる
傾向があります。当たり前かもしれませんが、金融サービス企業ではコスト削減の利点に注目し、オンプレミスデータウェ
アハウスからデータウェアハウスサービスに移行したことで、概算でコストの 40% に抑えることに成功しました。 

 
 

「基本的に、総所有コストがもっとも大きな動機だとして、 
その値がビジネスにおいてどれほどの意味を持つかを理解する
ことが、すべてに通じる鍵です」 
– 金融サービス企業 

 
 

 
 

「オンプレミスから (クラウドに) ウェアハウスを移行したとき
のコスト削減には眼を見張るものがありました。57% も削減し
たのです。」 

– 金融サービス企業 
 

 

金融サービス監督機関も、コストに大いに注目しています。さま
ざまな重要業績評価指標 (KPI) を使用して、クラウドサービスを
使用した際の成功度を計測しています。これらの KPI の中には、
プロジェクトが目的に適っているか、スケジュールどおりに完了
したか、予算内で完了したかが含まれます。 

この観点で、クラウドへの移行にはいくつかの利点があります。 

オンプレミスデー
タウェアハウス 

 

57% 
コスト削減 

 
クラウドベースのデータ
ウェアハウスサービス 

この会社では、プロジェクトの初期コストが、オンプレミス環境でのコストと比較して 35 ～ 40% の節約になったこ
とが判明しました。さらに、クラウドサービスを継続的に改良して革新的な新規サービスや新規技術の利点を活かす
ことで、年間で 12 ～ 14% のコスト削減という目標を達成できることがわかりました。 

「1 年半前に、この HBase 環境をインストールしました」(Hadoop ディ
ストリビューションを使用して)「いずれ Amazon EMR に置換して 
Amazon S3 で HBase を実行するつもりです。これらのより大規模なエ 
フェメラルシステム、HS1 システム (高密度ストレージと高頻度の順次
読み取り/書き込みパフォーマンス) を使用した別のアプリケーション
もありましたが、1 年以内に D2s (高密度ストレージインスタンスと高
頻度順次読み取り/書き込みパフォーマンス、超大規模データセット専
用に設計) に置換しました。コストを 40% 削減しながらより高いパフォ
ーマンスが得られるためです。これで、Hive をベースにした 1 つのイ
ンタラクティブアプリケーションができました。実稼働して 8 か月経
ちます。今は、Presto に置換することを考えています。– 金融サービス
監督機関 

社内環境と比較した場合 ビッグデータは金融サービス企業のビジネスにつきものであるため、
複数月に渡る収入や市場占有率などの要素を使用して、より一般的な
ビジネス指標を適用してプロジェクトの成果を計測してきました。シ
ステムそのものについては、コストがわかりやすい指標です。ビジネ
スの成果を計測するためにタイミングよくレポートを作成する能力で
あるためです。 

 
 

「クラウドベースシステムがこれまでのオンプレミスシステムと比較してどの程度コストダウンになるか
数字にして見せれば、お客様はすぐに『なるほど、それにしたい。きちんと機能してデータが安全に保
たれることだけ注意してくれ』とおっしゃいます。この点をすべてクリアすれば、あとは頭を悩ませる
問題はありません」 

– 金融サービス企業 
 

 

 
 

35-40% 
コスト削減 
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ビッグデータから事業価値を生み出すクラウドベースのアプローチ方法 

 
 
ビジネスパフォーマンス 

マーケティング企業にとっては、重要なパフォーマンス指標はシステム寄りです。コスト、時間、アプリケー
ションパフォーマンス、セキュリティといったものです。これらはビジネス全体のパフォーマンスという、よ
り大きな課題の観点から検討されます。 

同様に、モバイル分析プラットフォームプロバイダーはクラウドサービスに関連した複数の指標を計測してい
ます。パフォーマンスと関連コストが重要な利点です。もっとも重要な指標はビジネスそのものに関わるもの
です。ここでは、KPI にサービスの使用人口、顧客データの処理数、顧客が得る利益が含まれます。 

コンサルタント企業も複数の利点を見出しました。費用の節約はもちろんのこと、市場投入の早期化や収入創
出の向上も、際立った利点でした。その一方で、コンサルティング会社は、新規収入の創出、新規顧客の創出
および顧客存続率などの顧客関連指標にも照準を合わせました。 

モバイルアプリケーションプラットフォームプロバイダーはまた、サービスを自前で管理保守する人員の雇用
を不要とすることでコストを節約できると予測しました。 

 

俊敏性 

モバイルアプリケーション開発プラットフォームプロバイダーにとっては、市場投入までの時間を早め、プ 

ラットフォームを俊敏に変更し拡張する能力が、アプリケーションをオンプレミスにデプロイするかクラウド
にデプロイするかを決定する鍵です。 

前述のとおり、既存の業界やベンダーにとってはコストが第一の動機であることが多いのですが、俊敏性がよ
り大きな利点となり、より広範な導入の動機となることもよくあります。新規ビジネスをいち早く立ち上げサ
ポートできるためです。金融サービス企業にとっても、コストの問題に加えて俊敏性もまた重要な要素です。
特に、オンプレミスのサーバーハードウェアのプロビジョニングに必要な書類仕事やハードルに比較して、新
しいコンピューティングおよびストレージリソースをクラウドでプロビジョニングできる容易性は大切です。 

 
 

「(クラウドで) ハードウェア群をプロビジョニングしようと思えば、すぐにできます。データセンターで

ハードウェア群をプロビジョニングしようとすると、書類仕事と電話で何か月もの大仕事になります」 

– 金融サービス企業 
 

俊敏性は、マーケティング戦略企業も利点として挙げています。俊敏性の向上は運用チームとビジネスアナリ
ストの両方にとって利点だと述べています。 

 
 

「もっとも恩恵を受けたのは IT インフラストラクチャ運用チームの面々です。オンプレミスにはもう何

も置いていません」「アナリストやデータサイエンティストが、依頼から 1 時間もすれば完璧な環境が

用意されるという事実は、ビジネスユーザーにとっても有益だったということです」 

– マーケティング戦略企業 
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期待 
 
 
 

当然のことながら、インタビュー対象者はビッグデータ処理とクラウドを組み合わせて使用し競争力を上げて

新規サービスを提供しているため、彼らはビッグデータを、自分たちが提供している製品やサービスの欠くこ

とができないコンポーネントと見なすことで意見が一致しています。また、ビッグデータへの投資は今後 12 ～ 

24 か月で増加するだろうとも言及しています。彼らの計画について当社に語った見通しどおりに、このような

成長を可能にするには、ビッグデータをクラウドでホストすることで得られる無限のキャパシティー、俊敏性、

低コストは、欠かすことのできない構成要素です。 

無限のキャパシティ 
 

 

「過去 10 年間で、できるだけ大量のデータを保存し収集する方法がわかりました…。今、このデータ 

をできるだけ利用する方法がわかりつつあります。ですから、キャパシティーの需要は今後も続くはず

です」 

– モバイル分析プラットフォームプロバイダー 
 

俊敏性 
 

 

「データがあればあるほど、そのデータをすばやく分析すればするほど、販売できる新しいデータ製品を

すばやく作り出すことができます。計測できないものは管理できません。一言で言えば本当にそういう

ことだと思います」 

– 金融サービス企業 
 

TCO の削減 
 

 

「より多くのシステムを (クラウドに) 移行して、より多くのデータを収集しているところです。より多

くのデータを収集すればよりコストがかかりますが、それは投資であり必ず配当が還るものであり、ビ

ジネスによる確かな裏打ちがあります。データウェアハウスにさらにデータを追加してほしいという声

が積極的に上がっています。システムを (クラウドに) 移行すれば、システムのための内部コストがなく

なり、資金を節約してよりビッグデータにかけられるようになります」 

– 金融サービス企業 
 


