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あ ら ま し

ビッグデータという言葉が現れた当初は，新たな時代を予見する先進事例が注目され

た。それは，データサイエンティストと呼ばれる分析の専門家によって実現されていた。

その後，ビッグデータの利活用は，営業部門や製造部門のビジネスユーザーの日々の業

務にも取り入れられ，現場力向上，現場革新，業務最適化を実現する時代が訪れている。

データ分析やICTシステムに精通しないビジネスユーザーが，自らの手で現場視点のビッ
グデータ利活用に取り組むために，富士通ではデータ管理/分析の統合ソリューションを
提供している。

本稿では，富士通が提供するビッグデータ利活用の統合ソリューションへの取組みを，

食品業向けのマーケティング・イノベーションの事例を基に紹介する。このソリューショ

ンにより，消費者の購買行動に関連する販売データ・市場データ・各種統計データなど

の情報を活用して，地域や店舗，商品，消費者層ごとの特性を捉えた高精度のマーケティ

ング分析が可能となる。

Abstract

In the early days when the term big data was still new to many, people’s attention 
was drawn to successful cases of using such data that pointed to the arrival of a new era.  
Only analytical specialists, so-called data scientists, could bring about those successful 
cases.  Time has passed and today, big data is more widespread, being leveraged at 
the business user level for people in sales, manufacturing and other divisions for 
purposes such as improvement of in-the-field performance, front-line reform and task 
optimization.  Fujitsu offers an integrated solution for data management and analysis, 
so that business users who do not possess in-depth knowledge of data analysis or of 
information and communications technology (ICT) systems, can meaningfully use big 
data themselves from a field-centered perspective.  This paper describes a project on 
Fujitsu’s integrated solution for leveraging big data, based on a case in the context of 
marketing innovation for the food industry.  The solution facilitates highly accurate 
marketing analyses that account for characteristics of the areas, shops, products or 
consumer clientele, drawing on various data related to consumer behaviors, such as 
purchase and market data as well as other statistics.
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して広まっていった（Analytics 1.0）。その後，デー
タサイエンティストと呼ばれる分析の専門家が，
これまで扱えなかった大量ログデータなどを高度
な手法を駆使して活用するビッグデータ利活用の
時代が到来した（Analytics 2.0）。そして現在は，
営業や製造の現場部門に所属する一般のビジネス
ユーザーが，日々の業務の中でビッグデータを利
活用し，ビジネスでの現場力向上・現場革新・業
務最適化を実現するビジネスイノベーションの時
代が訪れている（Analytics 3.0）（図-1）。（3）

富士通に寄せられる企業からのお問い合わせに
も，現場部門でのビッグデータ利活用のニーズは
見て取れる。富士通が2014年度に対応したビッグ
データ利活用に関する案件において，営業・マー
ケティング・企画部門をはじめとする現場部門の
ビッグデータ利活用が全体の85％を占めるように
なった（図-2）。

ODMAの取組み

一般的に現場部門は，必ずしもデータ分析の手
法やICTシステムに精通しているわけではない。し
かし，ビジネスでの現場力向上・現場革新・業務
最適化を実現するためには，その現場部門が中心
となって，試行と検証を重ねながらデータ利活用
の方法を決めていくことが必要となる。また，シ
ステム化においては，ビッグデータ向けミドルウェ
アを使いこなす技術を習得したエンジニアが必要
となる。

ODMAの取組み

ま　え　が　き

企業では，経営層や管理部門の意思決定を支援
するために，ビジネス状況を見える化した情報利
活用システムが構築・活用されてきた。昨今では，
ハードウェアの劇的な性能向上，各種センサーの
発達，社内外に散在する大量データを扱うソフト
ウェア技術の進化と，個々人からの情報発信の活
発化などの社会環境の変化を背景に，これらに対
応したビッグデータ利活用のニーズが高まってき
ている。
ビッグデータ利活用に向けては，技術の進化を
取り入れた情報利活用システムの構築に加え，現
場部門がビッグデータをいかに容易に活用できる
かが重要である。
本稿では，富士通が情報系システムの構築・運
用で経験を積み上げてきたデータ利活用の手順を
整理し，業務の現場部門がすぐに使えるソリュー
シ ョ ン で あ るFUJITSU Business Application 
Operational Data Management & Analytics（以
下，ODMA）（1）の取組みを，食品業向けソリューショ
ンの事例を基に紹介する。

ODMAは，基幹システムの構造化された業務デー
タ，業務現場に散在する現場データと，企業外部
に存在する市場・気象・SNSなどの外部データを
組み合わせ，すぐに業務に活用できるソリューショ
ンを提供している。（2）

データ利活用の進展

情報利活用システムは，1990年代後半から経営
層・管理部門向けにビジネス状況を見える化し，
経営判断を支援するビジネスインテリジェンスと

ま　え　が　き
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図-1　データ利活用の進展
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境を提供する。富士通が豊富なデータ分析手順（分
析対象データの選定・収集・加工・分析作業）を
分析シナリオとしてあらかじめ用意することで，
現場部門の分析作業を大幅に省力化できる。
（3） インテグレーションサービス
業務部門のデータ利活用に向けて，コンサルティ
ングから導入，運用までを一貫してサポートする
サービスを提供している。お客様の新たなビッグ
データ利活用のニーズに合わせ，最適な分析シス
テムを提案するとともに，お客様のビッグデータ
利活用の進化に合わせて，データ分析の深化を継
続的にサポートする。

ODMAは，営業・マーケティング部門や，製造・
ものづくりの部門などの現場部門の業務に向けて
ソリューションを展開している。
・ 需要予測
食品・消費財メーカーや，卸・小売業の営業・マー
ケティング部門に向けて，小売店の販売明細や気
象データなどの外部データを活用して，地域や店
舗ごとの高精度の需要予測や販売実績分析の機能
を提供する。
・ 顧客行動分析
小売業のマーケティング部門向けに，顧客や商
品などの従来の情報に加え，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やかな顧客
行動分析を支援する。
更には，機械・電機・自動車産業の製造部門に
向けて，歩留まり改善などの品質管理ソリューショ
ン，保守サービス効率化ソリューションなど，各

そこで富士通は，迅速にシステム導入し，現場
部門でのビッグデータの有効な利活用を実現する
統合ソリューションとしてODMAを提供している。

ODMAは，富士通がお客様の現場部門とのシス
テム構築で培った分析シナリオ，（注1）ビッグデータを
利活用するためのミドルウェア群，および各種サー
ビスを統合したソリューションである。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・最適化して提供しており，個別の技術を深
く習得する必要がない。ビジネスユーザーは，必
要な分析シナリオや各種サービスを選択すると，
すぐにビッグデータの利活用を開始できる。

ODMAのソリューションは，以下の三つの要素
で構成している（図-3）。（4）

（1） 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。このプラットフォームは，構造化されたデー
タに加えて，現場の生データや企業外部のデータ
などの様々なデータを統合管理し，データを分析
する機構を備えている。様々なデータを管理でき，
かつ高速に処理できるため，ビジネス環境の変化
に合わせて分析対象データの拡張にも容易に対応
できる。
（2） オペレーショナル・アナリティクス
現場部門のビジネスユーザーが，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

（注1） データの収集処理，加工処理，分析画面などをパターン
化してソフトウェア化したもの。
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図-3　ODMAを構成する三つの要素
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その情報に基づいて，地域や消費者ごとに最適化
されたマーケティングを実現するためには，マー
ケティング部門と営業部門が連係して，地域やお
客様に合わせたプロモーションや販売活動を展開
することが必要である。ビッグデータは，これら
の活動を，未来予測型で，より高精度，かつ低コ
ストに実現するテクノロジーとして期待が高まっ
ている。
（3） 食品業における課題
食品業における地域や消費者層ごとのマーケ
ティングの実践には，いまだ多くの課題を抱えて
いるのが現状である（図-4）。
・ 課題①：購買現場のデータ収集と活用のノウハウ
蓄積
地域・消費者層ごとに最適な商品を提供するマー
ケティングを実践するためには，消費者の購買行
動を理解する必要があり，食品業が社内に保持す
る販売データを分析するだけでは不十分である。
消費者が属する地域，各店舗の特性など，消費者
の購買シーンに関連する様々なデータを分析し，
各商品の需要を予測してプロモーションする必要
がある。しかし，市場に存在する様々な情報の中
から必要なものを選定し，それらを有効に利用す
るためのノウハウや，需要予測をするためのノウ
ハウが蓄積できていない。

業種の各現場部門向けにソリューションを展開し
ている。
次章以降では，需要予測ソリューションを食品
業のお客様向けに展開したソリューション「ODMA 
for 食品」の取組みを紹介する。

食品業を取り巻く環境の変化と課題

（1） 食品業界を取り巻く環境
食品業界は，少子高齢化による国内市場の縮小，
食への価値観の多様化，高まる食の安全への関心，
消費者の発言力の拡大，デジタルライフ化の浸透
などに対し，様々な戦略と施策を実行する必要性
に迫られている。そして，メーカー・卸・小売を
巻き込んだ大掛かりなビジネスプロセスの変化が
起こりつつある。
その変化の一つとして，ビッグデータの利活用
を推し進め，新たな競争力の源泉とする動きが活
発化している。
（2） 食品業における取組み
こうした中，食品業においては，多様化して変
化を続ける市場のニーズにスピーディーに対応し
ていく手段として，消費者をより詳細にセグメン
ト化して最適な商品を提供するような，従来より
も精度の高いマーケティングへの取組みが始まっ
ている。（5）

様々な手段で消費者や購買現場の情報を収集し，

食品業を取り巻く環境の変化と課題

図-4　食品業における課題
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るためには，大きな開発コストと運用コストが必
要となる。また，分析に使う様々なメーカーの商
品情報を日々追従して最新化していくための運用
コストも膨らんでいく。

ODMA for 食品による解決

ODMA for 食品は，購買現場のデータ収集や活
用のノウハウのない企業でもサービスを始めるこ
とができ，マーケティングや営業の現場部門など，
誰でも自らデータを利活用できるソリューション
である。また，運用コストを抑えながら，データ
利活用の進化にスピーディーに対応できる食品業
向けのビッグデータ利活用のクラウドサービスで
ある。このサービスは，1か月で導入ができ，運用
も不要で拡張が容易なため，スモール＆クイック
スタートを行い，段階的に拡大していくことがで
きる。

ODMA for 食品は，食品業においてマーケ
ティングに使うデータを社内外から収集して蓄積
し，現場部門が利活用できる整理されたデータに
変換し，集計・予測（アナリティクス）を加え，
現場部門が使うデータ探索画面を提供している
（図-5）。
・ 解決①：購買現場のデータ収集と活用方法を分析
シナリオ化
富士通が食品業を含めた各業種の基幹システム
と情報利活用システムの構築・運用・ソフトウェ
ア開発で培ってきたノウハウにより，データ収集，
加工，分析および需要予測の方法をすぐに使える

ODMA for 食品による解決

・ 課題②：多数の営業担当へのデータ利活用の普及
地域や消費者層ごとのマーケティングにおいて
は，購買現場と接する営業が，自らの視点でデー
タを自在に分析することが効果的である。システ
ム部門が定型帳票を営業部門に提供するやり方で
は，営業現場での気づきや発想に基づいたデータ
利活用が難しい。しかし，それをやるためには，
営業が自らスプレッドシートなどを駆使してデー
タを加工する必要があるため，営業現場に広まり
にくいという問題がある。
・ 課題③：データ利活用の進化を支えるシステム
消費者の購買シーンに関連する様々なデータを
利活用する仕組みをICTシステムとして実現する
場合，例えば地域や消費者層ごとに数千～数万の
商品の分析を行うなど，大量データを処理する必
要がある。その上，時間とともに取組みが進展し，
利用部門の拡大，情報の種類の増加，蓄積期間の
長期化，新たな分析ニーズによるデータ量の級数
的な増大とデータソースの頻繁な追加が発生する。
その結果として，データベースの再設計と改修の
コストが大きくなり，システムの陳腐化を招いて
しまう問題がある。
・ 課題④：購買現場のデータを収集活用する運用コ
スト
地域や消費者層ごとのマーケティングで利活用
する社外データは，販売実績データ・気象データ・
市場データ・統計データ・ソーシャルデータなど
多岐にわたっている。こうしたデータを多数の提
供元から収集し，それぞれのデータ形式に対応す

図-5　ODMA for 食品による解決

ビッグデータ技術統計データ

気象データ

・・・

外部データ

市場データ

社内データ

販売データ
・・・

ODMA for 食品

多種大量の
データ蓄積

データ
収集

集計・予測
需要予測

販売実績分析

商圏分析

クラウド

データ
変換

データ探索
画面

解決①：購買現場のデータ収集/
活用方法を分析シナリオ化

解決②：誰もが自在に
使える分析メニュー

解決③：データ構造の
変化に強いアーキテクチャー

解決④：データ収集
活用コストを抑制



FUJITSU. 66, 4 （07, 2015）94

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～

よう分析シナリオ化して提供している。
また，分析の専門家による利活用支援サービス
と，分析シナリオに対するカスタマイズサービス
により，標準機能にないデータ利活用にも対応し
ている。
・ 解決②：誰もが自在に使える分析メニュー

ODMA for 食品は，マーケティング部門や営業
部門などの現場にいる誰もがデータを利活用し，
自らの発想のままに販売実績分析・需要予測・商
圏分析などができる分析メニューを提供している。
これらの分析メニューは，データ間の関連性を直
観的に操作できる高いユーザビリティ，ビジネス
ユーザーの思考を止めない早いレスポンス，アプ
リケーションのインストールが不要なWeb画面な
どを特長として提供している。現場部門は，標準
提供される分析メニューを活用し，担当店舗の販
売実績や，消費者特性，気象，イベント情報を分
析できる。例えば，売れ筋商品を予測した上で，
地域や店舗，消費者層の商品需要を予測すること
により，効果的なプロモーションを立案できるよ
うになる（図-6）。
・ 解決③：データ構造の変化に強いアーキテク
チャー
データ利活用の進化に伴ってデータ量やデータ
ソースが増加しても，システムの大掛かりな改修
が不要となるよう，サーバ追加によりデータ処理
性能を高められるスケールアウト型のアーキテク
チャーを採用している。これにより，データ量の
増加に短期間で対応できる。加えて，蓄積する
データの管理構造が柔軟な非RDB（Relational 
Database）型のアーキテクチャーとすることで，

新たに利用ニーズが発生したデータソースを容易
に追加できるようにしている。
・ 解決④：データ収集活用コストを抑制

ODMA for 食品は，富士通データセンターでの
クラウドサービスとして提供している。収集した
データの形式は多種多様となるが，これらのデー
タ変換も富士通が提供するサービスで一括して行
うことができる。また分析に利用する市場の商品
情報なども富士通から提供するため，お客様自身
で最新情報に追従する必要がない。

ODMA for 食品を支える技術

ODMA for 食品は，ビッグデータを扱うための
ソフトウェア技術をベースに，食品業の営業・マー
ケティング部門における分析のノウハウにより実
現されている（図-7）。以下，ODMA for 食品を支
える技術の特長を紹介する。
（1） 過去データからの学習による需要予測

ODMA for 食品は，蓄積した過去データの傾向
を学習し，機械的に購買量を予測する需要予測機
能を備えている。この機能は，異なる売れ方をす
る多数の商品に対応するために，複数の予測ロジッ
クを使って学習し，商品ごとに最適な予測ロジッ
クを自動選択して予測値を算出する独自技術によ
り精度を高めている。
また，数千～数万の商品に対して，店舗ごと
などのきめ細かい予測に対応できる。これは，
「Hadoopマルチプレクサ」（6）と呼ぶ当社独自技術を
用い，複数の入力データを使った予測ロジックを
Hadoopの並列処理で高速に実行しているからであ
る。（7）従来400時間かかっていた需要予測の算出が
4時間に短縮された例もある（図-8）。
（2） インメモリ技術を有効利用した分析画面
誰もが使いこなせる高いユーザビリティと，思
考を止めない早いレスポンスは，新世代のデータ
ビジュアライゼーションツール（ADV）（注2）で実現
している。
商品，店舗，販売実績などのグラフや表から注
目するデータをクリックするだけでデータ間の関

（注2） Advanced Data Visualization の略。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。

ODMA for 食品を支える技術

図-6　分析メニューの画面例
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（3） Hadoopと独自技術を統合した高い拡張性
全国の購買現場から情報を集めて，数千～数万
種類の商品の分析を行うマーケティング分析にお
いては，開始当初に数Tバイトだったデータ量が
100 Tバイト以上に膨らんでいくケースもある。

ODMA for 食品では，Hadoopによる並列分散処
理を採用し，これに富士通独自の高性能・高信頼
のファイルシステムを統合することで，データ量
の増加に対応するためのサーバ追加に短時間で対
応できる構造にしている。

Hadoopと富士通のファイルシステムにより，集
めたデータはフラットファイルとして保管し，フ
ラットファイルのまま処理を行っている。このアー
キテクチャーは，RDBのような管理構造を持たな
いため，新たなデータソースの追加や構造変更に
対して短期間での対応が可能である（図-10）。（8）

（4） 多様な外部データに対応するためのデータ変
換機構
食品業におけるマーケティングでは，データソー
スの種類と入手元は多岐にわたる。収集したデー
タを分析できる形にするには，フォーマットの異
なるデータの形式変換，マスタとのマッチング，
エラーデータの除外，集計といった処理が必要と
なる。富士通は，これまで様々な業種・業務のシ
ステム構築で培ったデータ管理の技術により，多
様な形式のデータを共通形式に変換して統合する
ための機構を実現している。この機構上で作られ
たデータ変換パターンにより，利用企業は煩雑な
データ変換処理のプログラム開発が不要となり，

連性を直感的に把握できるGUIの新技術を採用し
ている。
また，販売実績を分析するためのデータは数

100 Gバイトとなる。このデータを圧縮してデータ
分析に最適化されたデータ構造でメモリに格納す
る「インメモリ技術」によって，ハードディスク
のI/O速度に依存しない速いレスポンスを実現して
いる（図-9）。
分析画面は，HTML5（注3）の技術により，ブラウ
ザ上で高い操作性を実現している。利用者のPC
やタブレットへのアプリケーションのインストー
ルは不要であり，操作性と保守運用性を両立して
いる。

（注3） W3Cによって勧告されたWebアプリケーションを構築
する際に使用されるHTMLの第5版。操作性が良く表現
力の高いWebアプリケーションの開発・実行を実現で
きる。

図-7　ODMA for 食品を支える技術

図-8　過去データからの学習による需要予測
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低コストで外部データを利活用できる（図-11）。

食品業に向けた今後の展開

ODMA for 食品は，食品業でのマーケティング
に向けて2014年にサービスを開始した。今後更に，
市場や消費者の情報収集チャネルを増やすことで，
より詳細なマーケティング分析を可能としていく。
分析の支援だけでなく，機械学習（注4）を使った現
場担当者へのアラートや取るべき行動のリコメン
デーションなどのマーケティング分析の自動化に
も取り組んでいく。
更に，営業・マーケティングに向けたソリュー
ションに加えて，ビッグデータの利活用を期待さ
れている様々な領域にソリューション提供を拡大
していく。例えば，サプライチェーン管理の領域
に向けては精度の高い需要予測で，サプライヤー
や卸，小売を含めた販売・在庫・生産・調達にお
けるオペレーションの最適化を実現していく。ま

（注4） 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），その特徴を基
に今後発生する事象の予測などに活用する。

食品業に向けた今後の展開

た，消費者に向けた提案力向上の実現に向けて，
ECサイトの会員情報やアクセス情報を用いた精緻
な顧客のセグメンテーションに基づいた効果的な
商品のリコメンデーションなど，ECサイトの活性
化を実現していく。

む　　す　　び

本稿では，食品業に向けたソリューションを例
にODMAの取組みを紹介した。ODMAソリュー
ションは，食品業以外にも流通業，製造業を中心
に各業種への展開を進めている。
（1） 小売業向け消費者行動分析ソリューション
（2） 量販店向け自動発注ソリューション
（3） 卸売業向け在庫最適化ソリューション
更にIoT（Internet of Things）化が進む中，セ
ンサー・デバイスからの情報を活用した機器・設
備の変化の予兆把握・予測による新サービスやネッ
トや実店舗など顧客が接する全チャネル（オムニ
チャネル）から収集したデータを活用するデジタ
ルマーケティングなどの新しい領域も出現してき
ている。（9）これらに対しても富士通は本稿で紹介し
たODMAソリューションをベースにお客様との実

む　　す　　び

図-9　インメモリ技術を有効利用した分析画面
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並列分散処理

高性能・高信頼のファイルシステム（富士通独自技術）

フラットファイル ・・・

Hadoop（デファクトスタンダード）

データ量増加に対して
再設計・再構成不要

スケールアウト

・・・

多種大量の
データ蓄積

集計・予測データ変換 データ変換

データ変換パターン

変換 マスタ
マッチング

エラー
除外 …

多種大量の
データ蓄積

共通
形式

集計・予測

需要予測

販売実績分析

商圏分析

図-11　多様な外部データに対応するためのデータ変換
機構



FUJITSU. 66, 4 （07, 2015） 97

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～

践・共創を通してこれらの新しい領域に対応し，
企業におけるビジネス現場主導のビッグデータ利
活用を強力に支援していく所存である。
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