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あ ら ま し

市場の多様化が進むとともに，企業内外のデータ量や処理量が爆発的に増大し，取り

扱うデータの質もこれまでと変化してきている。そのような中で，市場のニーズを確実

に捉え的確な経営判断へと結びつけるために，膨大な量のデータを迅速，かつ容易に分析・

活用できるシステムが求められている。FUJITSU Integrated System Analytics Ready
は，蓄積した大量データから必要なデータを取り出し，情報を分析・活用するための一

連の機能を統合したハードウェアアプライアンス製品である。本製品では，「簡単に導入

できるシステム」「分析・活用の基盤となる高速なデータベース」「簡単な設定で大量デー

タを蓄積しておくオペレーショナルデータストア」「多様なデータソースからデータを収

集するデータ連携」「直観的なGUI（Graphical User Interface）によるデータ加工」などの
機能を提供している。その中でも，蓄積されたデータを様々な脅威から守りつつ，利用

者の利便性を損なわない「集約されたデータに対する安全な共有」が必要となっている。

本稿では，市場ニーズに対応するため，高速かつ安全にデータを利活用する技術を紹

介する。

Abstract

As markets continue to diversify, the amount of internal and external enterprise 
data and the amount of processing required are growing explosively, and the quality 
of the target data is changing as well.  This situation is creating a demand for systems 
that can quickly and easily analyze and apply massive amounts of data so that market 
needs can be accurately assessed and sound business decisions can be made.  FUJITSU 
Integrated System Analytics Ready is a hardware appliance product that integrates 
a series of functions to extract the data deemed necessary from a huge amount of 
stored data and to analyze and use that information.  These functions include “easy-to-
implement system,” “high-speed database as a platform for analyzing and using data,” 
“operational data store for storing huge amounts of data by simple settings,” “data 
linking for collecting data from diverse data sources,” and “data processing by intuitive 
graphical user interfaces (GUIs).”  Here, the need has also arisen for “safe sharing of 
consolidated data” to protect stored data from a variety of threats without a loss in 
customer convenience.  This paper introduces technologies for high-speed and safe use 
of data in response to market needs. 
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ンポーネントから構成される（図-1）。
Analytics Readyの機能を以下に述べる。

（1） データ連携
様々なデータソースと連携してデータを収集し，
蓄積する。また，その一連のデータ連携処理を使
い慣れたExcelで定義できる。この定義により，異
なるプラットフォームに存在するデータベースや
ファイルに格納されたデータを必要なタイミング
で収集できる。
（2） データ蓄積
データ連携で収集した多様なデータを蓄積・管
理するのがAnalytics Readyのオペレーショナ
ルデータストアである。オペレーショナルデー
タストアは，富士通が長年培ってきたFUJITSU 
Software Interstage Shunsaku Data Manager（3）

技術の活用により，煩雑なスキーマ設計やイン
デックス作成が不要で，CSV形式ファイルのまま
蓄積し，高速な検索ができるデータ保管庫である
（図-2）。

CSVファイルのデータ項目の数や形式が異なっ
ていてもヘッダー行が付与されていれば，特別な
アプリケーションを組むことなく，蓄積・検索が
できる。また，データ形式に変更が発生しても，
格納するCSVファイルのヘッダー行を変更するだ
けで柔軟に対応できる。

ま　え　が　き

近年，ビジネスを取り巻く環境は多種多様になっ
ており，発生する情報の量は膨大となっている。
経営者は，ビジネスを拡大するためにその膨大な
情報を分析・活用して，埋もれていた新たな知見
を迅速に見つけ出す手段を求めている。そこで富
士通は，多種多様で膨大な情報を分析・活用する
ため，簡単な導入・運用で高速な分析・活用がで
きる基盤となるハードウェアアプライアンス製品
FUJITSU Integrated System Analytics Ready（1）

をリリースした。
本稿では，Analytics Readyの構成と，簡単な導
入・運用で，高速な分析・活用を実現する基盤技
術を紹介する。

情報利活用に対するニーズ

ビジネス拡大に向けて，企業内に蓄積されたデー
タだけでなく，オープンデータなど企業外の様々
なデータを活用することが求められている。こう
した企業外の様々なデータを活用するためには，
そうしたデータを取り込むデータ連携，およびデー
タをあるがままに格納するデータ蓄積機能（2）が必
要となってくる。
更に，直観的にデータを加工する機能と，その
結果を高速に集計する機能により，収集された企
業内外のデータを組み合わせて新たな知見を見つ
け出し，経営判断を迅速に行うための思考のサイ
クルを繰り返し回すことが必要になっている。

Analytics Readyの構成

Analytics Readyは，こうした情報利活用に必要
となる，データ連携によるデータ収集からデータ
活用までの一連の機能を提供しており，以下のコ

ま　え　が　き

情報利活用に対するニーズ

Analytics Readyの構成

図-1　Analytics Readyの構成
図-2　オペレーショナルデータストアと

データウェアハウスの位置づけ
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測値）。その結果，汎用的なリレーショナルデータ
ベースと比較して処理性能が最大500倍に向上する
（当社モデルにおける実測値）ため，従来数時間か
かっていた大量データの集計処理を，わずか数秒
で処理できる（図-4）。
更に，抽出，ジョイン，集計，グルーピング
など用途に応じたインデックスを用意している。
一つのカラムに対して複数のインデックスを定義
できるため，様々なクエリに適切なインデックス
を使って，高速に処理できる。
これにより，Business Intelligence（BI）ツー
ルやアプリケーションで安全に高速な分析・活用
ができる。
（5） Appliance Manager

Analytics Readyは，ハードウェア，OS，ソフ
トウェアを初期設定した状態で出荷するため，設
計・導入に掛かる作業を大幅に削減できる。また，
導入から運用にわたる機能を統合したAppliance 
Managerにより，導入・運用に掛かる作業も大幅
に削減できる。導入については，ウィザード形式
で管理者IDとネットワーク設定などの簡単なセッ
トアップ作業を行うだけで，設置してから1時間後
に業務利用を開始できる。運用については，ハー
ドウェアとソフトウェアの監視，自動バックアッ
プ，OSとソフトウェアの修正パッチの一括適用な
どの作業を，統合されたGUIから簡単にできるた

更に，蓄積データを富士通独自の高圧縮技術で
あるfjcx圧縮形式で，元データに比べ1/10～ 1/25
（一般的なgzip形式の1/2～ 1/5）に圧縮して格納す
るため，ディスク資源を有効活用できる。
（3） データ加工
オペレーショナルデータストアに格納した多様
なデータを加工し，データウェアハウスに格納す
る。Analytics Readyでは，この一連の処理を部品
として提供している。それらの部品をGUIでドラッ
グ＆ドロップしながらつなぎ合わせることで，一
連の処理をデータ加工フローとして簡単に定義で
きる（図-3）。また，利用頻度の高い処理を定義し
たデータ加工フローのテンプレートを提供してお
り，必要に応じてカスタマイズもできるため，よ
り簡単にフローを定義できる。
更に，定義したフローは，Analytics Ready上に
保存して再利用できるため，データを分析・活用
する現場担当者間でノウハウの共有が図れる。デー
タ加工機能は，従来のように情報システム部門に
分析・活用データの準備を依頼することなく，デー
タを必要とする現場担当者自身で加工してデータ
ウェアハウスに格納できる。本機能により，現場
で迅速にデータを分析・活用できる。
（4） データベース（データウェアハウス）

Analytics Readyのデータウェアハウスは，集計
処理に最適な列方向でアクセスするカラムナテー
ブル（列を分離独立して管理・格納）を扱える高
性能クエリエンジンを搭載している。
カラムナテーブルにデータを格納することによ
り，集計の際，必要なカラムだけにアクセスする
ため，ディスクI/Oを平均90％低減できる（当社実

図-4　カラムナテーブルの比較図-3　データ加工機能
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タを集約するため，アクセスするユーザーの所属
や属性によって，参照を制限するデータが存在す
るケースが多い。
この場合，一般的なリレーショナルデータベー
スでは，テーブルごとにアクセス権限を設定する
ことで，参照を制限する。しかし，テーブル内の
一部のカラムだけ参照を制限する場合は，元のテー
ブルに加えて，参照を制限するユーザー用に参照
を制限するカラムだけを取り除いたテーブルを新
たに作成しなければならない。このため，参照を
制限しないカラムについては，データの二重持ち
といった無駄が発生してしまう。

Analytics Readyでは，この問題をデータ秘匿
化機能により解決する。この機能は，以下に述べ
る秘匿化の対象，種別，条件および形式からなる
秘匿化ポリシーをテーブル単位に設定することで，
クエリの返却データを変更できる（図-5）。
（1） 秘匿化対象
秘匿化ポリシーを設定するカラムを指す。

（2） 秘匿化種別
秘匿化対象となるデータの範囲をカラム全体，

め，運用管理者の負担を軽減できる。
更に，部門や業務，地域などの用途別に様々
なデータウェアハウスがある場合にも，高速な
クエリエンジンにより処理性能を維持しつつ，
Appliance Managerによる統合運用管理により，
データウェアハウスのトータルの運用コストを削
減できる。従来は，それぞれのデータウェアハウ
スに対して運用管理作業が発生したため，データ
ウェアハウスの数に比例してトータルの運用コス
トが増大していた。Analytics Readyは，1台につ
きデータウェアハウスのデータベース・インスタ
ンスを最大四つ作成できる。このため，複数のデー
タウェアハウスを各データベース・インスタンス
に移行することにより，1台のAnalytics Readyで
複数のデータウェアハウスの環境を構築できる。
この仕組みにより，データウェアハウスのトータ
ルの運用コストを削減できる。

情報利活用の変化

経営層が的確な経営判断を行うため，蓄積され
た企業内のデータをレポート化するといった情
報利活用は既に行われている。このときに使用
するツールは， FUJITSU Software Interstage 
Navigator Server（4）などのBIツールである。従来
は，レポートを生成する特定の利用者がデータに
アクセスするだけでよく，権限を持たない利用者
はデータにアクセスできない非常に基本的なアク
セス権限コントロールの機能で十分であった。
しかし近年，企業内のデータを業務部門に公開
し，データ分析・活用を促進することにより，業
務部門での意思決定のスピードアップ化が求めら
れている。このようなデータ利用者の増加という
変化により，公開するデータの範囲を細やかにコ
ントロールし，かつ情報漏えいなどのセキュリティ
上のリスクへの対応，すなわち「集約されたデー
タに対する安全な共有」が一層求められるように
なった。

安全なデータ共有

一連の情報利活用の中で，最も重要なポイント
はデータの保護であると捉え，Anaytics Readyで
は安全なデータの共有に取り組んでいる。
データウェアハウスには，企業内の様々なデー

情報利活用の変化

安全なデータ共有

図-5　データ秘匿化機能
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見を得ることができるかがビジネスの成功を左右
する状況にある。したがって，情報系分野のデー
タベース技術に対するニーズは，これまで以上に
高まっていくと考えられる。更に，従来の情報シ
ステム部門が主導する情報系システムから，ビジ
ネスの現場が主導して情報を分析・活用すること
で，意思決定のPDCA（Plan-Do-Check-Act）をよ
り短いサイクルで回すICTシステムが求められてい
くと考えられる。
その中でも，富士通はデータの安全な共有がビ
ジネス拡大の重要な要因となると捉えており，今
後もAnalytics Readyの技術開発を行い，情報系シ
ステムの安全性を継続的に強化していく。これに
より，お客様ビジネスのイノベーションを引き続
き支援していく。
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カラムの一部分，あるいは正規表現の中から指定
する。例えば，文字の長さが変化する可能性のあ
る電子メールアドレスなどの文字列に対し，正規
表現を用いることで@より前のローカルパートの部
分を「＊」に変更できる。
（3） 秘匿化条件
秘匿化する条件をboolean型の結果を返す式で指
定する。例えば，「user1」ユーザーのみにデータ
を秘匿化する場合，秘匿化条件に「current_user = 
″user1″」を指定する。
（4） 秘匿化形式
秘匿化条件が成立したときの秘匿化する方法と
表示する文字の組み合わせを指定する。
上記の指定に従って，Analytics Readyが秘匿化
を実行するため，アプリケーションを修正する必
要はない。また，秘匿化対象データの変更も発生
しない。
このデータ秘匿化機能により，ユーザーが参照
する範囲に応じた複数のテーブルを用意すること
なく，データの分析・活用範囲を広げるため，様々
な角度から利用できる。また，秘匿化された情報
から元データへの復元はできないため，利用者が
データをダウンロードした場合も安全なデータ共
有ができる。

む　　す　　び

本稿では，多種多様で膨大な情報をビジネスで
分析・活用するための基盤として非常に大きな効
果を発揮する，ハードウェアアプライアンス製品
FUJITSU Integrated System Analytics Readyが
提供する機能と技術について述べた。
近年，ビッグデータをビジネスに活用する動き
がますます加速する中，そこからいかに迅速に知
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