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あ ら ま し

企業価値の向上，商品力強化，社員の生産性向上，意思決定の迅速化を目的に，これ

までも情報系システムが構築・活用されてきた。昨今では，ハードウェアの急激な性能

向上，各種センサーの発達，SNSなどコンシューマ主導の情報発信など社会的環境の変
化により，ビッグデータ利活用のニーズが高まってきている。初期のビッグデータの利

活用は，ICTの専門家や，データサイエンティストなどの分析の専門家によるものであっ
たが，今や売上向上やコストダウンに直結する現場での素早い意思決定にビッグデータ

に基づく分析が始まり，マーケティング・企画分野などの領域でも部門自らがデータに

基づくアクションを開始している。そして，これら新たなビジネス最前線でのビッグデー

タ利活用に応える高機能なミドルウェアも登場している。しかし，実際の導入に当たっ

ては，いくつかの課題があり，現場の意思決定高度化を妨げている。

本稿では，この課題を解決するビッグデータ利活用ミドルウェアと分析シナリオを最

適に一体化した統合ソリューションへの取組みと導入効果を示す。

Abstract

Information systems have traditionally been constructed and used for increasing 
corporate value, developing competitive products, improving employee productivity, 
and accelerating the decision-making process.  Today, however, dramatic improvements 
in hardware performance, advances in various types of sensors, and changes in the 
social environment such as consumer-driven dissemination of information via social 
networking sites (SNSs) are generating a great need for “big data” analysis.  In its early 
stages, the use of big data depended on information and communications technology 
(ICT) specialists and expert analysts such as data scientists, but today, analysis based 
on big data has begun to be performed to speed up decision-making at sites directly 
involved in increasing sales and lowering costs, and some marketing and planning 
departments have already begun to base their actions on big data.  Recently, moreover, 
high-function middleware to help use big data at these new front lines of business 
has been appearing.  However, issues arising in actual implementations of systems 
with such middleware have hindered advanced decision-making in the field.  This 
paper introduces Fujitsu’s approach to resolving these issues by providing integrated 
solutions that optimally combine big-data middleware and analysis scenarios and 
describes the effects of introducing these solutions.
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出典： IDC White Paper「The Digital Universe of Opportunities: Rich 
Data and the Increasing Value of the Internet of Things」 
Sponsored by: EMC Corporation（2014/4）. 図は富士通が作成

るソーシャルメディアの浸透によるコンシューマ
自らの膨大な情報発信，更にはGPS，スマートデ
バイス，ICカードなど様々なデバイスから収集さ
れる大量のデータなど，ビジネスに役立つ知見を
導き出すために使用できる情報の量は急激に増大
している。これらのデータは2020年には44 ZB（ゼ
タバイト：10の21乗）にも達する（図-1）。
このように急激にデータが増加する中，CPU，
メモリなどのハードウェアは，急速に性能が向上
してきた（図-2）。
近年，更に特徴的なことは，以下のようなソフ
トウェアの技術の進化である。データベースの基
盤技術はもちろん，NoSQL型のような新しいデー
タベースや，新たなデータ処理技術の進化，メモ
リを使ったデータ表現技術などである。
（1） データベース基盤技術
・ カラムストア型データベース
データを列（カラム）単位で重複なしに格納す
ることで，列データを効率良く格納・検索でき，デー
タウェアハウスなどに用いられる。
・ インメモリデータベース
全てのデータをメインメモリ内に展開すること
で，ディスクアクセスせずにデータを高速に処理
できる。
・ NoSQLデータベース
従来のリレーショナルデータベースとは異なっ
た手法により，大規模データを取り扱えるなどの
特長を持つ。ビッグデータでは値と検索キーだけ
を格納するKey-Value型データベースが使われる
ことが多い。

ま　え　が　き

企業価値の向上，商品力強化，社員の生産性向
上，意思決定の迅速化を目的に，情報系システム
が構築・活用されてきた。昨今では，ハードウェ
アの急激な性能向上，大量データを扱うソフトウェ
ア技術の進化，各種センサーの発達，SNSなどコ
ンシューマ主導の情報発信など社会的環境の変化
により，ビッグデータ利活用のニーズが高まって
きている。
しかし，ビッグデータ利活用のための技術の課
題は，個々の技術の進歩を競うだけではなく，全
ての技術成果を集積し，営業やマーケティングな
どの現場部門のユーザーの使いやすさまでも考慮
したものになっていなければならない点にある。
富士通は情報系システムの構築で磨き上げてき
たデータに関するノウハウを分析シナリオとして
型化し，利用者の視点ですぐ使えるソリューショ
ンとして提供していく。このソリューションは，
すぐに使えるという価値を追求し，分析シナリオ
とミドルウェアを統合したものとなっている。
本稿では，企業におけるビッグデータ利活用の
ためのシステム導入の課題を，上記の考えに基づ
く富士通の統合ソリューションがいかに解決しビ
ジネスに貢献していくかについて述べる。

技　術　動　向

オンライン販売の普及によって，EC（Electronic 
Commerce）サイト上には大量の購入履歴が蓄積
されている。また，ユーザー数25億人とも言われ

ま　え　が　き

技　術　動　向

図-1　データ量の増大

CPU：21倍 ストレージ：33倍

メモリ：32倍 ネットワーク：13倍

図-2　価格性能比の向上（当社比2003年→2013年）
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量のレポートが戻ってくることになり，現場部門
での迅速な判断に活用することは困難であった。
しかし，前章で述べたようにビッグデータを利
活用できる環境が整ってきたことで，現場部門に
おいてビジネス活用に有効な分析が短時間ででき
るようになってきた。
一例として，ある飲料メーカーでは営業担当が，
担当する地域の販売店に対して，小売店の販売明
細や気象，地域イベントなどの外部データを加え
た需要予測により，販売店ごとにきめ細かな販促
を行っている。このメーカーでは，これまで，卸
に対する出荷実績データ（9千万件）を基に，全国
均一のマスマーケティング（注1）を行っていた。今回，
卸の先の販売店の売上明細データ（90億件）に加
え，地域の気象やイベント情報を加味した需要予
測を行い，これまでできなかった，販売店の近く
で行われるイベントの客層に合わせた商品の並べ
方を提案することによって，売上を10％拡大した。
活用例として，女性が多いコンサートのときには，
女性に人気のある低カロリーのドリンクに切り替
えるなどの施策により売上アップにつなげている。
現場部門がビッグデータの分析環境を導入するこ
とで，マイクロマーケティング（注2）を実現し，ビジ
ネスの拡大につなげている例である（図-3）。
富士通は，このようにビッグデータ利活用環境
を整えることで，現場部門のユーザーが日々の仕
事の中でごく普通・当たり前にビッグデータを利
活用し，ビジネスの最前線で迅速な判断を下すこ
とを可能にした。その結果として企業の意思決定
プロセスの革新，企業の現場力向上・現場革新・
業務最適化が実現できると考えている。

ビッグデータ利活用システム導入上の課題

このように現場部門でのビッグデータ利活用に
は大きな期待がかかるが，その導入に当たっては
以下のような様々な課題がある。

（注1） 不特定多数の消費者に対して，単一，大量のプロモー
ションを行うマーケティング方法。テレビやラジオ，新
聞などのマスメディアを使用して多数の消費者に伝え
られる反面，消費者ごとに異なるニーズには対応しにく
いなどの課題がある。

（注2） 消費者を細分化し，地域や嗜好などのセグメントごとに
適したプロモーションを行うマーケティング方法。対象
を絞った戦略をとることで高い効果が期待できる。

ビッグデータ利活用システム導入上の課題

（2） データ処理技術
・ 機械学習技術
データから生じた結果について，その関係性な
どの潜在的な特徴を自動的に見つけ出し（学習），
その特徴をもとに，今後発生する事象の予測など
に活用する。
・ 並列分散処理
複数の分散された処理ユニットで並列処理する
ことで，基幹システムの業務データやログなどの
大量のデータを高速に処理する。
・ 複合イベント処理
ログやセンサーデータなど，刻々と発生するイ
ベント情報をリアルタイムに分析，判断する。
・ エクストリームトランザクション
オンライントレードやeコマースなどの膨大な

（エクストリーム）トランザクションを高速かつ高
信頼に処理する。
（3） データ表現技術
・ アドバンストデータビジュアライゼーション
（ADV）
従来のビジネスインテリジェンスツールに比べ
て，高度なグラフィックなどを使い，より多様な
分析軸で簡単かつ分かりやすく可視化でき，イン
メモリで高速に実行できる。
ハードウェアの進化に加えてソフトウェアの技
術の進化により，従来扱うことのできなかった，
例えば，大量の明細データをそのまま全て取り扱
うようなデータ処理を，リーズナブルなコストと
時間で行えるようになった。ビッグデータ時代の
到来である。
これらの最新のソフトウェア技術を組み合わせ
ることで，ビッグデータ利活用によるビジネス貢
献が現実のものとなってきている。

活　用　事　例

従来は，企業の内外に蓄積されたデータを分
析しようとしても，取り扱えるデータ量の限界
や，データが増えると現実的な時間で分析できな
いという限界があった。また分析手法が複雑で専
門家に依頼して分析を実施せざるを得ず，結果を
適切に要約し直さなければ理解できないレポート
になってしまっていた。大量データ分析をすると，
多くの時間を浪費した挙げ句，見切れないほど大

活　用　事　例
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る統合ソリューションとしてFUJITSU Business 
Application Operational Data Management & 
Analyticsを提供している。（1）

本ソリューションは，富士通が実践で培った分
析シナリオとビッグデータを利活用するために必
要なミドルウェア群を統合した商品である。
ビッグデータ利活用に必要な技術を，分析シナ
リオに合わせて統合し最適化して提供しているた
め，個別の技術を深く習得する必要がない。ユー
ザーは分析シナリオを選択し，データソースと運
用ポリシーを定義するだけでビッグデータの利活
用を始められるようになっており，前章で述べた
課題1の最新技術導入を容易にしている。
以下にOperational Data Management & Analytics
を構成する三つの要素とその特長について説明す
る（図-4）。
（1） オペレーショナル・アナリティクス
現場部門でのデータ利活用を加速するビッグ
データ利活用ソリューションとして提供する。現
場部門のユーザーが自ら分析結果を活用できるセ
ルフサービス型のデータ利活用環境は，富士通が
実践で培った豊富なデータ分析手順を分析シナリ
オとして，あらかじめ自動化して提供している。
このため，分析作業を大幅に省力化できる。ま
た，データ分析に必要な機能をオールインワンで
提供することにより，従来に比べて導入期間を大
幅に短縮できる。更に，分析に精通していない現
場部門でも容易に分析結果の活用が可能である

（1） 課題1：最新技術導入の困難さ
前述のように，ビッグデータ利活用のための個々
の技術としてデータベース，データ処理技術が進
化してきた。しかし，これら個々の技術を理解し
た上で統合して使いこなし，ビッグデータ利活用
に十分な能力を発揮させるためには，各技術やそ
れを実装したミドルウェアに精通したエンジニア
が必要である。
（2） 課題2：システム要件定義の困難さ
現場部門ユーザーは必ずしも分析に精通してい
るわけではなく，扱うデータの種類や量，分析方
法などを試行錯誤しながら磨いていく手法をとら
ざるを得ない。従来の基幹システムのように，シ
ステム要件をあらかじめ定義することは困難であ
る（課題2-1）。加えて，ビジネス環境の変化に合
わせてデータ，分析手法を進化させていく必要も
ある（課題2-2）。
（3） 課題3：導入効果見積りの困難さ
基幹システムにおいては作業効率化など導入効
果を示せるが，情報系システムでは投資対効果を
具体化することが困難なケースが多い。そのため，
ビッグデータ利活用環境の導入のために新たに投
資することの承認を得ることが難しくなりがちで
ある。

ビッグデータ利活用ソリューション

富士通では，前章で述べた課題を解決し，現場
部門でのビッグデータの有効な利活用を実現す

ビッグデータ利活用ソリューション

適用後（マイクロマーケティング）適用前（マスマーケティング）

地域のイベント/
気象データなど

 地域/店舗別の特性を加味した販売施策

 分析処理：4時間（販売明細：90億件）

販売明細出荷実績

今後は，地域別需要予測を生産計画に反映し，生産量を最適化

 全国均一な販売施策

 分析処理：4時間
 （出荷実績：9千万件）

並列分析処理

自社データ 外部データ

・・・

需
要
予
測

イベントに合わせた
効果的な

販促施策を実施

売上：10％Up

図-3　ビッグデータ利活用事例
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これらの特長により，様々なデータを管理でき，
かつ高速に処理できるため，課題2-2に対して初期
導入後に順次拡張するアプローチが可能となる。
（3） インテグレーションサービス
業務部門での新たなデータ利活用に向けて，コ
ンサルから導入，運用までを一貫してサポートす
るサービスを提供する。お客様の新たな情報利活
用のニーズに合わせて，最適な分析システムを提
案するとともに，お客様の情報利活用の進化に合
わせて継続的にサポートするサービスである。
具体的には，設計支援サービス，スタートアッ
プサービス運用・保守サービスに加え，お客様の
分析の進化に合わせて分析シナリオや新たなデー
タを追加する。また，カスタマイズをサポートす
るビッグデータ利活用支援サービスを提供する。
更に，これまでのシステム構築経験を生かし，お
客様の既存システムや外部システムとの連携を短

（図-5）。
ユーザーがそのまま使える分析シナリオを提供
しているため，課題2-1のユーザーによるシステム
要件定義をFit&Gapとして行える。
（2） オペレーショナル・データマネジメント
現場部門でのリアルタイムな情報利活用を実現
するビッグデータ分析プラットフォームを提供す
る。構造化されたデータに加えて，現場の生デー
タや外部データなどの様々なデータを統合管理し，
データを分析する機構をオールインワンで提供す
る。データベース基盤やデータ処理技術としてカ
ラムストア，並列分散処理，複合イベント処理な
どを搭載しているため，データ処理の利用シーン
に合わせて使用可能としている。更に，富士通独
自のユーザー権限に応じて項目単位でのデータ秘
匿技術により，高速かつ安全な情報共有が実現で
きる（図-6）。

図-4　三つの構成要素

図-5　オペレーショナル・アナリティクス
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期間で実現するサービスも提供する。
Operational Data Management & Analyticsで
は以上の三つの構成要素を垂直統合し，オンプレ
ミス向け製品として提供している。また，SaaS型
でもサービス提供しているため，お客様は初期コ
ストを抑えて導入できる。
本サービスにより，課題3に対して導入効果を事
前に検証したうえで，本運用に入ることができる
ようになる。これにより，確実に業務上の価値を
生み出すシステムを導入できる。

Operational Data Management & Analyticsで
はオペレーショナル・アナリティクスの項で述べ
たように，富士通が実践で培った分析ノウハウを
現場部門で直ちに活用できるようソリューション
に統合し，まず三つの業種・業務向け製品として
展開している。以下に各業種・業務モデルについ
て説明する。
（1） 需要予測モデル
消費財メーカーの営業部門向けに，小売店の販
売明細や地域のイベント情報や気象データなどの
外部データを活用して高度な需要予測を支援する
ソリューションである。
従来の卸への出荷データをベースにしたマス
マーケティングに対して，店舗ごとの需要予測を
ベースにした，きめ細かな販売施策を行うマイ
クロマーケティングが可能となる。特長として
は，メーカーの営業部門が簡単に使える分析シナ
リオに加えて，高精度な予測を短時間で実現する

並列分析処理機構（注3）を標準装備している。更に，
200種以上の販売データに対応することで，現場へ
の短期導入を可能としている。（注4）

（2） 顧客行動分析モデル
小売店のマーケティング部門向けに，顧客や商
品などの従来からの購買情報に加え，販売員の接
客情報やSNSなどの外部データを使ってきめ細か
な購買行動分析を支援するソリューションである。
小売店のマーケティング部門が活用する主要な
購買行動の分析シナリオを32種類提供する。また，
富士通が長年培ったFUJITSU Software ATLASの
日本語解析技術により，売り場の接客レポートや
外部データなどの自然言語を含むデータの活用が
可能である。これまでの，画一的な接客に代わり，
顧客ごとの嗜好に合わせたきめ細かな接客が可能
となる。
（3） 経営分析モデル
グローバルに展開する製造業の営業部門向けに，

（注3） 複数の予測アルゴリズムの並列実行機構に加えて，商品
ごとに最適な予測アルゴリズムを自動判別することで，
高精度な需要予測を短時間で実現可能としている。例え
ば，2万店舗の売上明細データ90億件に対する，店舗ご
と・商品ごとの需要予測を行うケースにおいては，従来
方式では400時間かかっていたものが，この機構を活用
することで，4時間に短縮できた。

（注4） スーパー，コンビニなど，形式が異なる200種以上の売
上明細データに標準対応している。これにより，これま
で非常に時間のかかっていたアプリケーション開発や
マスタ設計を不要としている。また，気象データ，イベ
ントデータにも対応しており，従来，3か月から6か月
かかっていたシステムの導入期間を，約1か月に大幅に
短縮できる。

現場のデータ
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図-6　オペレーショナル・データマネジメント
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リアルタイムに海外拠点のビジネス状況を把握す
ることで拠点の営業活動を支援するソリューショ
ンである。
地域・拠点・顧客ごとのセグメント別損益分析
など，グローバルで統一した分析シナリオを24種
類提供する。拠点ごとにバラバラな売上明細や商
談状況のデータを，国際標準コードに変換するこ
とでグローバルに統一した分析が可能となり，拠
点と営業施策を連携し，営業力を強化できる。
なお，本モデルは，富士通のグローバル営業部
門で実践し，商談状況を海外拠点と日々共有し，
拠点の営業活動を支援することで，グローバル市
場での売上拡大を実現している。
現在，ビッグデータ利活用が最も注目されてい
るマーケティング分野・経営企画分野に向けて前
述の三つの業種・業務モデルを展開しており，今
後も継続的に多くの業種・業務に向けてモデルを
拡充していく予定である。

導　入　効　果

現場部門のユーザー自身がOperational Data 
Management & Analyticsを利用することにより，
分析結果に基づく現場ならではの様々なアクショ
ンを迅速に計画・実行できるようになった。その
結果，ビジネス拡大につながった事例をいくつか
紹介する。
（1） マーケティング・企画：地域・店舗ごとの販
売施策立案，プロモーション最適化による売上
拡大

（2） 店舗運営：顧客行動分析による売場最適化，
接客の高度化による売上拡大

（3） 営業活動：お客様個々への最適なレコメンデー
ションによる売上拡大

（4） 生産管理：需要予測に基づく生産最適化（受
注機会ロス/過剰在庫の削減）

（5） 設備保全：メンテナンス回数削減によるメン
テナンスコスト最適化

（6） 在庫管理：需要予測の精度向上による在庫最
適化（調達欠品ロス，廃棄ロスの低減）
上記（6）は，富士通自らビッグデータ利活用を
実践した事例である。ビッグデータ分析による需
要予測の高度化を図り，部品在庫を15％以上削減
した実績がある。

導　入　効　果

また，これらの事例では，Operational Data 
Management & Analyticsにより分析に必要なシナ
リオとミドルウェアを統合してオールインワンで
提供されているため，専門の技術者がいなくとも，
簡単に導入できる。また，分析シナリオ，分析メ
ニューを操作することで，できることが理解でき
るので，煩わしいシステム要件定義をFit&Gapで
代替できる。更には，SaaS環境を利用することで，
スモールスタートで初期投資を抑えて，効果検証
をしながらの利用を実現している。

ビッグデータ利活用を支えるミドルウェア

富士通は，ビッグデータ利活用を実現するミド
ルウェアを従来から提供してきた。これらのミド
ルウェアは，データ利活用に関するクラウドサー
ビスでの実践のノウハウ，技術に加えて，企業シ
ステムにおいて安心して使える親和性と信頼性を
備えている。新しいオープンなソフトウェアの技
術に，お客様の基幹システムで培ってきた高信頼，
高性能な富士通ならではの技術を加えて提供をし
ている。（2）

以下にOperational Data Management & Analytics
に統合され，その高速性や使い勝手の良さに貢献
している富士通のミドルウェア製品の特長を紹介
する。
（1） FUJITSU Software Interstage Big Data 

Parallel Processing Server（3）

Apache Hadoopをベースに，信頼性と性能を大
幅に向上させた並列分散処理ミドルウェアである。
汎用IAサーバを利用したスケールアウト構成
で大量データを処理でき，加えて，FUJITSU 
Software PRIMECLUSTERで培ったクラスタ技
術で，独自の分散ファイルシステムを実装し，シ
ステムの信頼性を高めている。この分散ファイ
ルシステムは，サーバの内蔵ディスクではなく，
FUJITSU Storage ETERNUSの信頼性の高い共
有ディスクを使って，ハードレベルでの冗長化や，
サーバ故障時の高速切替えも実現している。 
更に，この分散ファイルシステムの最大の利点
は，業務システムとの連携における高い処理性能
を持つことである。大量データ処理では，業務シ
ステムとHadoopシステムの間のデータ転送がボト
ルネックになるケースがある。しかし，本製品で

ビッグデータ利活用を支えるミドルウェア
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は，業務システムで作成したファイルを，そのま
まHadoopで使えるため，このボトルネックを解消
できる。富士通の検証モデルでは，データ連携を
含めたバッチ処理時間が5分の1に短縮したケース
もある（図-7）。

Operational Data Management & Analyticsは
本製品を適用することで，ビッグデータの分析環
境の高信頼化，高性能化と業務システムとの連携
性向上を実現している。
（2） FUJITSU Software Interstage Big Data 

Complex Event Processing Server（4）

性能と使いやすさを徹底的に追求した複合イベ
ント処理ミドルウェアである。
富士通独自の高速データマッチング技術を適用
した高速フィルターを，オープンな複合イベント
処理エンジンと組み合わせることで，高い処理
性能を実現した（従来比約4倍）。加えて，業務
で使っているマスタと容易に連携可能としている
（図-8）。
一般的に，デバイスから通知されるイベントに
は，商品名のような名称ではなく，商品コードの
ようなコード値が入っている。しかし，コード値
では，イベント処理のルールを記述しても非常に
分かりにくい。このコード値を業務で使っている
マスタデータと突合させることで，例えば，商品
コードを商品名やメーカー名などに置き換えるこ
とが可能となり，分かりやすいルール記述ができ
る。この業務のマスタデータの突き合わせにも，
前述の高速フィルターが使われているため，性能
劣化が発生しやすいマスタデータ連携を容易かつ
高速に実現できる。

Operational Data Management & Analyticsは，
本製品を適用することでセンサーやデバイスから
送られてくる大量のデータのリアルタイムなデー

タ分析を実現している。
（3） QlikView（5）

超Excelとも呼ばれるADV製品である。ICTの専
門家ではない現場部門のユーザーでも直感的に操
作できる。またインメモリでデータ管理すること
でデータマートを必要としないため，導入が容易
で，現場部門のユーザー自身が自由にデータ利活
用できる。

Operational Data Management & Analyticsは
直感的で使い勝手の良いユーザーインターフェー
スを，ユーザーが自由にカスタマイズするための
テンプレートを提供している。

今後の展開

今後は，ビッグデータ利活用ソリューションと
して，富士通がこれまで導入してきた数々のノウ
ハウをデータ分析シナリオとして組み込み，業種・
業務ごとに最適に組み合わせたソリューションと
して拡充し，様々な要望に応えていく。センサー・
デバイスからの情報を活用した機器・設備の変化
予兆把握・予測やものづくりの革新，更には画像
処理技術を使ったカスタマエクスペリエンス分析
など，IoT（Internet of Things）やデジタルマー
ケティングといった新しい領域へのビッグデータ
利活用にも対応していく予定である。
更に，情報系システムにとどまらず，企業活動
全体を見通し，データにより企業内・企業間プロ
セスを結びつけるという視点での情報に着目し，
基幹システムも含めた情報統合環境の高度化の実
現を目指す。企業内の業務プロセスは従来の効率
化追求により，高度に効率的ではあるが縦割りに
なっている。富士通は，提供する情報利活用ソ
リューションにより，業務プロセス間を情報によ
り密接に結びつけ，企業の業務プロセス高度化に

今後の展開
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図-8　Big Data Complex Event Processing Serverの特長図-7　Big Data Parallel Processing Serverの特長
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必要な可視化データを現場部門自らが活用できる
環境を実現するという仮説を持っている。この仮
説を具体化することで，企業の事業戦略の立案は
もちろん，現場の業務プロセスの改革にもビッグ
データをはじめとする情報の価値が継続的に還元
され，企業活動の更なる迅速化・効率化に貢献し
ていく。

む　　す　　び

富士通は，実社会における人の活動やモノの動
きから生まれる「データの価値」に注目している。
ビッグデータ利活用においては，今まで集められ
なかったデータや集めても活用しきれていなかっ
た大量のデータから新たな価値を導き出すことが
最も重要だと考えている。
富士通は，お客様との共創・実践を通して，今
後もビッグデータから得られた予測，知見を価値
として，生産計画などの現場の業務プロセスに
フィードバック可能な情報利活用ソリューション
を実現・提供し，現場部門主導での，データに基
づいた，リアルタイムな意思決定を強力に支援し

む　　す　　び

ていく。
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