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あ ら ま し

ビッグデータという言葉が広く使われるようになってから数年が経ち，本格的な普及

期を迎えている。次のICTメガトレンドとして注目されているIoT（Internet of Things）
によって，日々生成されるデータが今後ますます増え続けていくことが予測されており，

ビッグデータを高速かつ低コストで処理するためのソフトウェア/ハードウェア技術の開
発が進んでいる。また，機械学習や人工知能といった技術により，ビッグデータを経営

や業務の意思決定に活用するためのアナリティクスも高度化してきており，ビッグデー

タの応用領域は，ビジネスイノベーションからソーシャルイノベーションへと拡大を始

めている。

本稿では，イノベーションを実現するビッグデータ活用特集号の総括として，ビッグ

データのトレンドと技術に関して「データ」「アナリティクス」「アプリケーション」の三つ

の観点から整理し，その中に本特集における各論文を位置付けることによって，富士通

のビッグデータにおける最新の取組みについて説明する。

Abstract

It has been a few years since the term big data became widely recognized, and big 
data is entering a full-blown diffusion phase.  The Internet of Things (IoT)̶the next 
major trend in information and communications technology (ICT)̶is expected to boost 
the amount of data generated on a daily basis, and progress is being made in the 
development of hardware and software to handle and process big data at a high speed 
and low cost.  Technological advances in areas such as machine learning and artificial 
intelligence are enhancing the analytics to leverage big data, which is deployed to help 
decision-making processes in business management and operations.  The area of big 
data application is thus expanding from business to social innovations.  This paper gives 
a general outline of the special issue on Leveraging Big Data to Achieve Innovation 
and summarizes it from the viewpoints of “data,” “analytics” and “applications.”  By 
arranging the articles included in this issue in terms of these three themes, it also 
describes Fujitsu’s latest projects in the field of big data.

● 渡部　勇

ビッグデータのトレンドと
富士通の取組み

Big Data: Trends and Fujitsu’s Approaches



FUJITSU. 66, 4 （07, 2015） 3

ビッグデータのトレンドと富士通の取組み

ガトレンドとして見ると，むしろこれからがビッ
グデータの本格的な普及期であり，クラウドコン
ピューティングが当たり前になったのと同様に，
ビッグデータもまた，なくてはならない当たり前
の基盤技術となってきたと言える。
本稿では，イノベーションを実現するビッグデー
タ活用特集号の総括として，ビッグデータのトレ
ンドと技術に関して「データ」「アナリティクス」
「アプリケーション」の三つの観点から整理し，そ
の中に本特集における各論文を位置付けることに
よって，富士通のビッグデータにおける最新の取
組みについて説明するとともに，富士通のビッ
グデータビジネスを体系化した「FUJITSU Big 
Data Initiative」について紹介する。

ビッグデータにおけるデータのトレンド

本章では，ビッグデータを特徴付ける3Vの観点
から，ビッグデータ活用におけるデータのトレン
ドと，それを支える技術を整理する。
（1） Volumeの拡大
我々が扱うデータの量は，近年になって急激に
増加している。人類の歴史において，これまで扱っ
てきたデータの90％は直近の2年間に生成された
（2013年時点）と言われている。（3）また，IDC社の調
査によれば，1年間に生成されるデジタルデータの
量（デジタルユニバース）は，今後2年間で2倍のペー
スで増加を続け，2013年の4.4 ZB（Zetta Byte，
1021バイト）から2020年には44 ZBへと10倍規模に
拡大すると予測されている。（4）

IDCは，10～ 20年という長期のトレンドでITプ
ラットフォームの変化を捉え，メインフレームと
端末による第1のプラットフォーム，クライアント
サーバシステムによる第2のプラットフォームに続
くものとして「モバイル」「ソーシャル」「クラウド」
「ビッグデータ」の4要素から構成される第3のITプ
ラットフォームを提唱した。近年のビッグデータ
の拡大は，まさにモバイル（モバイル端末の普及），
ソーシャル（SNS利用者の増大），クラウド（シス
テム・データのクラウド化）によってもたらされ
たものと言える。
今後のビッグデータの拡大を更に大きく加速す
る原動力として期待されているのが，IoTである。
IoTとは，端末やデバイスなどの世の中のあらゆ

ビッグデータにおけるデータのトレンド

ま　え　が　き

ビッグデータという用語をいつ誰が初めて用い
たのかに関しては諸説があるが，Google Trendsに
よる検索トピックのトレンド（1）からは，Web 2.0や
クラウドコンピューティングに続く新たなITキー
ワードとして，2011年頃から急速に広まってきた
ことが分かる（図-1）。
このように，ビッグデータという言葉の歴史はま
だ浅いが，大量データをビジネスに活用するとい
う動きは，2000年代の初頭から本格化してきてい
る。現在ビッグデータの定義として定着している
3V（Volume：大量，Variety：多様性，Velocity：
高頻度）という考え方は2001年に提唱され，（2）ビッ
グデータの処理基盤として今や欠かせない技術と
なったMapReduceは2004年に，Hadoopは2006年
に登場した。同時期には，国内でも「情報爆発プ
ロジェクト（文部科学省，2005年～ 2010年）」「情
報大航海プロジェクト（経済産業省，2007年～
2009年）」といった大型の国家プロジェクトが相次
いで立ち上がっており，その成果は現在のビッグ
データ時代へとつながっている。
言葉だけを見ると，ビッグデータはここ数年間
のトレンドに過ぎず，流行のピークを過ぎつつあ
るかのようにも見えるが，日々生成されるデー
タが増え続けていくという傾向は，次のITキー
ワードとして注目を集めているIoT（Internet of 
Things）によって，今後ますます加速していくこ
とが予想されている。10～ 20年と続くICTのメ
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図-1　ITキーワードのトレンド
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速化する試みも本格化している。本特集では，「コー
ルドストレージを適用したビッグデータ解析基盤」
において，コールストレージを組み込んだ過去デー
タ検索エンジンについて紹介する。
（2） Varietyの拡大
ビッグデータのVariety（多様性）には，データ
のタイプ・形式の多様性と，データの発生源の多
様性の2種類がある。
データのタイプ・形式は，リレーショナルデー
タベースに格納されているデータのように構造が
明確に定義されている「構造化データ」と，数値・
文書・画像・音声・動画のように明確な構造定義
を持たない「非構造化データ」に大別されるが，
世の中のデータの90％は非構造化データであると
言われている。非構造化データを検索・分析・活
用するためには，自然言語処理やテキストマイニ
ング，音声認識，画像認識といったメディア処理
技術を用いて，データの意味や構造を抽出し，メ
タデータが付与された構造化データへと変換する
必要がある。近年の機械学習や人工知能の発展に
伴い，非構造化データの構造化が容易かつ高度に
なり，多様なタイプ・形式のデータを組み合わせ
て活用できるようになってきている。
大量の構造化データを処理する技術としては，
データベース（DB）をメインメモリ上に保持する
ことにより高速なデータアクセスを実現する「イ
ンメモリDB」，データを列単位で格納することに
よりバッチ集計の高速化を実現する「カラム型（列
指向，カラムナ）DB」などがある。また，非構造
化データを処理する技術としては，データの値と
それを取得するためのキーのペアを格納するキー
バリューストア型DBや，データをXML文書など
のドキュメントの集合体として格納するドキュメ
ントストア型DBといったNoSQL系DB（非リレー
ショナル型DB）が代表的である。本特集では，「IoT
時代における垂直統合型データウェアハウス基盤」
において，非構造化データの構造化のための技術
やカラム型DBについて紹介する。
データの発生源という観点では，現在は，POS
データ，コールセンターのログ，顧客情報，取引
履歴といった業務データや，Twitter，Facebook，
ブログなどのソーシャルデータの活用が中心と
なっている。今後は，これに各国政府や官公庁が

る「モノ」がインターネットに接続されることを
意味しており，ワイヤレス技術・センサー技術・
ネットワーク技術などの発展により，2020年まで
に500億を超える「モノ」がインターネットに接続
されるようになると予測されている。（5）また，1兆個
のセンサーを活用する社会「Trillion Sensors 
Universe」（70億人が一人当たり150個のセンサー
を使用）の実現に向けた動きも始まっている。（6）

このように増大する大量データを処理するため
のデータ処理技術は，2006年に登場したHadoopを
中心に発展してきた。Hadoopは，ファイルを分割
して複数のディスクで管理することによって大量
データ処理のスループットを引き上げる分散ファ
イルシステムHDFS（Hadoop Distributed File 
System）と，MapとReduceという二つのデータ
処理ステップで並列分散処理を実現するプログラ
ミングモデルMapReduceによって，大量データ
のバッチ処理を高速かつ低コストに実現すること
を可能とした。近年では，MapReduceを超える
新しい技術として登場したYARN（Yet Another 
Resource Negotiator）や Sparkなどにより，イン
タラクティブ分析，インメモリ処理，機械学習と
いった用途にも活用可能なビッグデータ処理基盤
へと発展してきている。本特集では，「ビッグデー
タ利活用を支える並列分散処理と類似検索の高速
化技術」において，Hadoopの高速化を実現する
Hadoopマルチプレクサ技術と処理時間の平準化技
術について紹介する。
大量データ処理のためには，ハードウェア技術
も重要となる。メモリの大容量化と低価格化に伴
い，ハードディスクよりもアクセス速度が高速なフ
ラッシュメモリをストレージに用いるフラッシュ
ストレージの普及が進んできている。また，アク
セス速度を犠牲にすることで運用コストを大幅に
抑えることができるコールドストレージによって，
これまでは破棄せざるを得なかったような大量の
過去データを低コストで長期保存することも可能
となっている。電子回路の構成を自由にプログラ
ミングできるFPGA（Field Programmable Gate 
Array）や，画像処理用の演算装置であるGPUを
ほかの演算に転用するGPGPU（General Purpose 
Computing on Graphics Processing Unit）などを
用いて，検索処理や機械学習などのロジックを高
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発生源の近くに設置されるゲートウェイと，ゲー
トウェイからのデータが集約されるクラウドとの
間で，データ処理を分業する「分散アーキテク
チャー」が重要となる。本特集では，「新しいビッ
グデータ活用を支えるIoTプラットフォーム」にお
いて，IoT時代を支える新しいプラットフォーム技
術について紹介する。

ビッグデータアナリティクスのトレンド

ビッグデータの活用においては，収集・蓄積さ
れたビッグデータを，経営や業務における意思決
定に活用するための「アナリティクス（分析技術）」
が重要となる。ビッグデータの発展がアナリティ
クスによって支えられているのと同様に，アナリ
ティクスの発展もまたビッグデータによって支え
られており，大量なデータの活用がアナリティク
スの進化を促している。「データが価値を生む仕組
み」と「データが増えることによって賢くなる仕
組み」が今日のビッグデータの発展を支えている
と言える。以下では，ビッグデータのトレンドの
二つ目の観点として，アナリティクスのトレンド
と技術に関して整理する。
（1） 予測・最適化と機械学習
アナリティクスは，過去を分析するための「記
述的分析（Descriptive Analytics）」，未来を予測
するための「予測的分析（Predictive Analytics）」，
最適解を得るための「指示的分析（Prescriptive 
Analytics）」の三つに大別できる。
記述的分析は，過去において何が起きたのか，
そしてそれがなぜ起きたのかを明らかにする。過
去を正しく知ることは，未来を展望し，正しい意
思決定を行うために不可欠である。記述的分析は，
データ活用においてまず実施すべき，基本となる
アナリティクスと位置付けることができる。
予測的分析は，今後起こり得ることを明らかに
する。アナリティクスによる未来予測は，過去に
起きたことが今後も繰り返し起きることを前提と
しており，過去のデータから変化・傾向・影響を
定量的にモデル化（数式で表現）することで，未
来の「計算」を実現している。近年のアナリティ
クス技術の進展もさることながら，大量かつ高精
細なデータをタイムリーに活用することよって，
高精度な未来予測が実現可能となった。今日のビッ

ビッグデータアナリティクスのトレンド

保有する公共データの民間開放によって流通する
オープンデータや，IoTの発展に伴って生成される
「モノ」のデータが加わってくる。
これらのデータを組織をまたがって交換・流通
させ，組み合わせて活用するためには，それぞれ
のデータを相互に関係付け・統合するための「デー
タ統合技術」が不可欠となる。本特集では，「オー
プンデータの高度利用を支えるLinked Open Data
とその応用」において，オープンデータ間にリン
ク（関係性）を持たせるための技術と応用につい
て紹介する。
（3） Velocityの拡大
ビッグデータをリアルタイムで活用することに
よるメリットは大きい。異常検知や不正検出など
の問題に，より早く対応することによって，損害
を最小限に抑えることができる。リアルタイムマー
ケティングにおいては，消費者が必要とする情報
をいち早く捉えて最適なタイミングで提供するこ
とによって，プロモーション効果を最大化させる
ことが可能となる。ネット広告のリアルタイム・
ビッディングや金融の高頻度取引といったネット
上の取引業務においては，ミリ秒・マイクロ秒の
差を争うスピード競争が始まっている。データ活
用のスピードは，変化の激しい今日において，よ
り最新の情報に基づいて意思決定するための重要
な差異化ポイントとなってきている。
ビッグデータの活用においては，大量データの
バッチ処理を高速化するVolumeの観点と，多様な
データあるいは非構造化データを組み合わせて活
用するVarietyの観点が先行しており，Velocityの
観点における事例はまだ少ない。IoTの発展に伴っ
てデータの生成・活用のスピードが増大し，アナ
リティクスの高度化による意思決定の自動化が進
展することによって，ビッグデータのリアルタイ
ム活用が進んでいくことが期待されている。
今後は，クラウドで扱うデータが増大し，ビッ
グデータのクラウド化が進むことが予測されてい
るが，リアルタイム活用という観点においては，
データを全てクラウドに集めて処理する方法には
限界がある。ビッグデータのうち，分析・活用で
きるデータはごく一部に過ぎない（多くのデータ
は分析・活用に値しないデータである）という点
も合わせて考える必要がある。例えば，データの
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数学モデルで表現し，アルゴリズムによって最適
解を求める「数理最適化（数理計画法）」の技術が
用いられる。富士通研究所では，ビッグデータに
よる予測的分析と数理最適化技術を組み合わせて，
エネルギーマネジメント（7）やSCM（サプライチェー
ンマネジメント）最適化（8）を実現する技術を開発
してきている。指示的分析は，意思決定の自動化
を実現するためのキーとなる技術であり，今後の
発展が大いに期待されている。
（2） アナリティクスと人工知能

IBMのWatsonやGoogleの自動運転などの分かり
やすい成功事例が出てきたことや，今後30年で人
工知能が人間の知能を超えるとする2045年問題の
予想などによって，人工知能（AI）に対する興味・
期待が急速に高まり，第3次AIブームが到来してい
る。1980年代から1990年代半ばまで続いた第2次
AIブームでは，人間から抽出した知識を基に計算
機が推論を行い，高度な問題解決を実現するとい
うアプローチが中心となっていたが，このアプロー
チの前提となる大規模な知識の獲得・表現・管理
が非常に難しいことが分かり，ブームの終焉を迎
えた。現在の第3次AIブーム到来のブレークスルー
は，ビッグデータと機械学習の組合せにより，デー
タが増えることによって賢くなる仕組みが実現で
きたことにある。
技術的には，第2次ブームのときのコア技術でも
あったニューラルネットワーク（人工神経回路網）
を多層化して発展させたディープニューラルネッ
トワーク（DNN）を用いた「ディープラーニング（深
層学習）」という仕組みが注目されている。機械学
習を適用する際には，データに内在する特徴を抽
出する特徴抽出という処理ステップが必要となる。
通常は，分析技術や対象領域の専門家が特徴抽出
の設計を行うが，ディープラーニングでは特徴抽
出を計算機が実行することで，非常に高精度な機
械学習を実現している。
機械学習を中心とする人工知能の技術は，自然
言語処理や質問応答といった高度な知識処理の実
現にも活用されるようになってきており，本特集
では，「数式処理による入試問題への挑戦～ロボッ
トは東大に入れるか～」において，人工知能の技
術を数学の入試問題に適用した事例について紹介
する。

グデータ活用において，最も注目されているのが
この予測的分析である。
指示的分析は，今後何をしたら良いのかを明ら
かにする。未来を予測することは手段であって目
的ではない。未来を予測した上で，いかに正しい
意思決定を行うかがデータ活用の最終的なゴール
であり，指示的分析は，様々な制約条件やトレー
ドオフを加味した上で，最適な選択肢を提示して
くれる。
ビッグデータ時代のアナリティクスを支える技
術として注目されているのが「ベイズ統計」とい
う考え方である。分析対象を一様で均質なものと
して捉える従来型の統計学では，大量なデータを
用いても，サンプリングで得られた部分データを
用いた場合と基本的には同じ結論しか得ることが
できない。ベイズ統計では，経験的に得られてい
る事前知識を織り込むことで，分析対象が持つ構
造を仮定し，観測できない潜在的な変数を推定し，
個体・個人の異質性を扱う高度な分析を行うこと
が可能である。ビッグデータで活用可能なデータ
の量を，単に分析精度を上げるためだけではなく，
現実世界をより詳細に把握・モデル化するために
生かすことができる点が大きな特徴となっている。
ビッグデータアナリティクスを支えるもう一つ
のコア技術が「機械学習」である。機械学習は「教
師なし学習」と「教師あり学習」に大別できる。
教師なし学習の代表的な技術には，データの類似
性に基づいて自動分類するクラスタリングや，高
次元のデータを低次元データに変換する次元圧縮
などがあり，記述的分析のための重要なツールと
なっている。教師あり学習は，予測的分析のコア
技術であり，予測のための基礎情報（説明変数）
と予測結果（目的変数）を教師データとして与え
ることにより，予測のためのモデル（ルールや数式）
を自動学習する。こうして得られたモデルに，新
たなデータを入力することにより，予測結果を得
ることができる。
機械学習は，需要予測，故障予測，異常検知な
ど様々な用途への活用が進んでいる。本特集では，
「外れ構造抽出技術を用いた大規模セキュリティロ
グ分析」において，機械学習を用いてセキュリティ
の脅威を検知する事例について紹介する。
指示的分析の実現のためには，実世界の問題を
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（3） アナリティクスのプロセスと人材
RなどのOSS（Open Source Software）の分析
ツールの普及などもあり，分析を行うための環
境を整備することは非常に容易になってきたが，
ツールによって自動化できているのは，分析プロ
セスのごく一部に過ぎない。データ分析やデータ
マイニングの標準プロセスとして有名な「CRISP-
DM（CRoss-Industry Standard Process for Data 
Mining）」では，「ビジネスの理解」「データの理解」
「データの準備」「モデルの作成」「モデルの評価」
「結果の展開・共有」の六つのフェーズからなるデー
タ分析プロセスを提唱している。（9）例えば，機械学
習を用いて分析を実施する場合，機械学習のアル
ゴリズムがサポートするのは「モデルの作成」の
一部だけである。分析目的やデータの特徴を捉え，
機械学習のアルゴリズムに適用するためのデータ
を準備し，機械学習のアルゴリズムやパラメーター
を選定し，その結果を評価するといった一連のプ
ロセスは専門家の手に委ねられている。したがっ
て，分析者のスキルや経験による分析プロセス全
体の良し悪しが分析精度に大きく影響することに
なる。今後は，アナリティクス技術の高度化によ
り分析プロセスを簡易化・自動化する方向で研究
開発が進んでいくことが期待されているが，当面
は，分析プロセスの整備や分析の専門家（データ
サイエンティスト）の育成といった，非技術的な
取組みが重要となる。
本特集では，「データ活用による価値創造を導く
ワークショップメソッド」および「大量データか
ら業務革新や新規ビジネスを創造するデータキュ
レーションサービス」において，「ビジネスの理解」
から「結果の展開・共有」に至るデータ活用・デー
タ分析のプロセスをお客様とともに実施するため
の方法論・サービスについて紹介する。
（4） Analytics 3.0
ビッグデータやビジネスアナリティクスの分野
の世界的な権威であるトーマス・H・ダベンポー
トが，アナリティクスのトレンドとして提唱し
ているのが「Analytics 3.0」という考え方であ
る。（10）「Analytics 1.0」は，意思決定にデータを活
用する最初の段階で，計算機が本格的に使われる
ようになった1950年代半ばに始まっている。こ
の段階では，過去を分析する記述的分析が中心的

な役割を果たしてきた。「Analytics 2.0」は現在
のビッグデータ時代におけるアナリティクスで，
データサイエンティストが多様な非構造データを
機械学習などの技術で分析する段階に移行し，コ
ア技術も記述的分析から予測的分析へとシフトし
た。Analytics 3.0は，これから本格化する新しい
アナリティクスの段階で，IoTの発展によりデー
タ処理と分析の速度が増し，指示的分析の発展に
より意思決定の自動化が進む。その結果，日々の
業務における意思決定を支援するオペレーショ
ナルアナリティクスが発展し，アナリティクス
がビジネスプロセスに組み込まれていくように
なる。（11）

本特集では，「消費行動の現場を捉えるマーケ
ティング～食品業のイノベーション事例～」にお
いて，オペレーショナルアナリティクスを実現す
るソリューションと技術について紹介する。

ビッグデータアプリケーションのトレンド

ビッグデータという用語が広まり出した頃，セ
ミナーや個別説明会などでビッグデータについて
解説する機会が多々あった。その際に多く寄せら
れたのが「ビッグデータを使うと結局のところ何
ができるのか，何が嬉しいのか」という問いである。
アナリティクスのトレンドの章でも書いたとお
り，意思決定にデータを活用するという取組みは，
かなり古くから実践されてきている。Analytics 1.0
の時代においては，データを獲得・収集・蓄積・
活用する時間やコストが大きかったため，まず分
析の目的を決め，その目的を達成するために必要
なデータと技術を用意するというのが基本的な流
れになっていた。Analytics 2.0の時代になって，
この順番が逆転した。業務を効率化するためにシ
ステムを導入したことによって蓄積されるように
なった業務データも，人々がICTを用いてコミュ
ニケーションを取ることによって蓄積されるよう
になったソーシャルデータも，特定の明確な分析
目的があって獲得・収集・蓄積したものではない。
このことから，目的ではなくデータからスタート
する考え方，すなわち，蓄積されたデータに最新
の技術を適用するとどのような目的を達成できる
のかを明らかにする「データ起点の発想」が必要
となってきている。

ビッグデータアプリケーションのトレンド
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以下では，ビッグデータのトレンドの最後の観
点として，アプリケーション（応用領域）のトレ
ンドを整理し，ビッグデータを用いて今後何がで
きるようになっていくのかを展望する。
（1） ビジネスイノベーション
ビッグデータの活用がもたらすビジネス上の効
果・価値には，「コスト削減」「意思決定の高速化」「意
思決定の質向上」「製品/サービスの改善」がある。（10）

これらの効果・価値によって，製造，流通，金融，
公共といった様々な業界・業種における「マーケ
ティング」「販売」「SCM」「製造」「人事」などの
業務プロセスを変革し，ビジネスにおけるイノベー
ションを実現できる。
（2） IoTによる産業ビッグデータ革命
近年，製造業を中心に，IoTとビッグデータを
組み合わせたビジネスイノベーションの取組みが
活性化している。2014年には，ドイツにおける官
民一体のビッグプロジェクト「Industrie 4.0」の
ホワイトペーパーが公開された。Industrie 4.0で
は，工場をデジタル化したスマート工場によって，
製造コストを大幅に削減する第4の産業革命の実現
を目指している。同年に米国では，Intel，IBM，
Cisco Systems，GE，AT&Tを中心とする IoTの
普及推進団体「Industrial Internet Consortium
（IIC）」が設立された。Industrial Internetでは，
製造業にエネルギー，ヘルスケア，公共，運輸を
加えた五つの領域を対象に，IoTとビッグデータに
よって新しいビジネスモデルを創出することを目
指している。これまでは，POSデータや取引デー
タといった大規模な業務データを活用できる流通
業やネット系の企業がビッグデータの活用を牽引
してきたが，IoTにより，ビジネスイノベーション
の波が製造業へと広がってきている。
富士通はIICに国内企業唯一のステアリングコ
ミッティーメンバーとして参画し，ICTベンダー
の立場として産業ビッグデータ革命を支えている。
また，ものづくりを実践するメーカーの立場とし
て，社内実践によるものづくり改革も同時に進め
ている。本特集では，『社内実践による「スマート
なものづくり」実現への取組み』および『ビッグデー
タを活用したものづくり現場のイノベーションを
支援する「最強工場」』において，ビッグデータに
よるものづくり改革の取組みについて紹介する。

（3） ソーシャルイノベーション
ビッグデータは，ビジネス領域だけではなく，
我々の生活や社会を変革するソーシャルイノベー
ションの領域でも活用されるようになってきてい
る。「防災・減災」「環境」「社会インフラ」「エネ
ルギー」「交通・物流」「健康・医療」「食・農業」「教育」
など，これまでICTの活用が十分に進んでいなかっ
た領域においても，様々なデバイスが使われるよ
うになり，ビッグデータの収集・蓄積が進んでいる。
今後は，これらのデータを活用する動きが活性化
し，ソーシャルイノベーションの実現が加速して
いくことが期待されている。
本特集では，「飼主とペットの生活を豊かにする
ビッグデータ活用：どうぶつクラウド」において，
ビッグデータをソーシャルイノベーションの実現
に活用する取組みについて紹介する。

富士通の取組み

本稿のまとめとして，富士通のビッグデータ
ビジネス体系を整理した「FUJITSU Big Data 
Initiative」について簡単に紹介する。
（1） Fujitsu Technology and Service Vision
富士通は，ICTがどのようにビジネスと社会の
イノベーションに貢献するのかについての考えを
「Fujitsu Technology and Service Vision」として
まとめている。（12）図-2の左側は，テクノロジーの力
を活用して人をエンパワーすることによって，ビ
ジネスや社会の価値を創造する「ヒューマンセン
トリック・イノベーション」を実現するためのポー
トフォリオで，ビッグデータはその中で，情報か
ら新たな価値を抽出するための中核的なテクノロ
ジー・サービスとして位置付けられている。
（2） FUJITSU Big Data Initiative
図-2の右側は，ビッグデータ利活用を実現する
ための製品・サービス群を体系化した「FUJITSU 
Big Data Initiative」であり，ビッグデータ活用に
関する約200件のモデル事例を10個のメニューに整
理した「オファリング」，大量データを収集，蓄積，
分析するための「アプリケーション/ソリューショ
ン」，アプリケーションやソリューションを支える
ソフトウェア・ハードウェア・ネットワークなど
の「ビッグデータプラットフォーム」によって構
成されている。（13）

富士通の取組み
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本特集は，現在および今後の FUJITSU Big 
Data Initiativeを支える最新のテクノロジー，ICT
基盤，活用シーンを紹介する内容となっているが，
紙面の都合もあり，取り上げることができなかっ
たものも多く残っている。Webページ，セミナー，
展示会などを通じて詳細な情報を発信しているの
で，参照いただければ幸いである。

む　　す　　び

本稿では，ビッグデータのトレンドと技術およ
び富士通の取組みについて，「データ」「アナリティ
クス」「アプリケーション」の三つの観点から整理
した。
本稿を通じて第一に伝えたかったことは，時間
軸で捉えたときのビッグデータのトレンドの大き
さである。ビジネスにデータを活用するという取
組みもそれを支える技術も，10～ 20年という長い
時間の流れの中で発展してきている。ビッグデー
タが単なるはやり言葉ではなく，ICTのメガトレン
ドであると信じる理由は，長い歴史の積み重ねの
中から，今の時代のニーズに合わせて現れてきた
ものだからである。
本稿で第二に伝えたかったことは，技術や応用
の幅で捉えたときのビッグデータの領域の大きさ
である。ビッグデータは，ハードウェア・ソフトウェ
ア・ネットワークからアナリティクス・アプリケー
ション・プロセス・方法論に至るまで，ICTの全領
域のテクノロジーによって支えられている。また，

む　　す　　び

その応用領域もビジネスイノベーションだけにと
どまらず，ソーシャルイノベーションの領域にも
発展してきている。多岐にわたる応用領域におい
て，個別の目的・課題に応じて，多様なテクノロジー
の最適な組合せを実現できる総合力こそが，ビッ
グデータ利活用の成功の鍵を握っている。
今後のIoTの発展により，ビッグデータがますま
す発展することが期待されている一方，IoTによっ
て生成されるデータの権利，プライバシー，セキュ
リティといった技術だけでは解決できない課題も
見えてきている。富士通は，ICTのトップベンダー
として，お客様とともにこれらの課題を解決しな
がら，ビッグデータの発展に貢献していきたいと
考えている。
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