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Big Data Outlook for 2017  
and why you should care 
2017年ビッグデータの展望と何故それを気に掛けるか 
Meri Rosich, Ph.D.         @mrosich 



Big Data is a business technology trend between 
Marketing, IT, and Business Intelligence.   

ビッグデータはマーケティング、ITとビジネスインテリジェンス間の
ビジネステクノロジートレンドです。 



2017年、ビッグデータが遂に近づきやすくなる 
クラウドサービス、データレイク、機械学習 

In 2017 Big Data is Finally Approachable  
Cloud services, data lakes and machine learning 
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18 Billion Connected Devices By 2018    
2018年までに180億の接続デバイス 

IoT is the highest growth device category with machine to machine doubling by 2020 
IoTは、2020年までに機械と機械を倍増させる最も成長の高いデバイスカテゴリーです 
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Enabled by cheap, scalable and safe cloud services in massive data 
center farms.  

企業は、オンプレミス装置とデータセンターに費やすのを減らし、長年にわたって
ロックしていない購読を使用することで、より大きな柔軟性を実現できます。 

Companies want to reduce spend in on-premises equipment and data centers, and 
achieve greater flexibility using  subscriptions that don’t lock them in for years. 

大規模なデータセンターファームで安価でスケーラブルで安全なクラウドサービスが可能 

Connected Devices Create 2.5 Quintillion Bytes of Data Daily    
接続されたデバイスは毎日2.5Quintillionバイトのデータを作成します 

BigData Cloud 
ビッグデータクラウド 1 

IT capital investment & time deployment are not corporate constraints anymore. IT資本投資と時間配備はもう企業の制約ではありません。 



Corporations can Now Extract Value From All Their Data Sources 
企業は現在、すべてのデータソースから価値を引き出すことができます 

Data Lakes 
データレークス 2 

Standard data entered by humans and  
data from machines can be aggregated  
and generate new insights. 
人間によって入力された標準データと機械からのデータが集約され、 
新しいインサイトを生み出すことができます。 

Organizations can get value from all types of high volume data sources. 組織は、あらゆる種類の大容量データソースから価値を引き出すことができます。 



Powerful Machine Learning Generate Strong Solutions 
強力な機械学習が強力なソリューションを生み出します 

New strong and fast open source programming frameworks 
now allow the processing and storage of extremely large 
data sets in a distributed computing environments. 
新しく強力で高速なオープンソースプログラミングフレームワークにより、分散コンピューティング環境で 
非常に大規模なデータセットの処理と保存が可能になりました。 

ディープラーニング 3 Deep Learning 

Advanced visual analytics are now available as a scalable service.  高度なビジュアル分析がスケーラブルなサービスとして利用可能になりました。 



New Technologies Now Enabling Big Data 

• Cloud services enable 18 Billion new devices generating daily 2.5 quintillion bytes  
  Corporations can extract value from aggregating multiple data sources  
• Advanced analytics tools for big data are now available as a service  

ビッグデータを可能にする新技術 

• クラウドサービスにより、180億個の新しいデバイスが毎日2.5quintillionバイトを生成企業は、 
  複数のデータソースを集約することで価値を引き出すことができます 
• ビッグデータ用の高度な分析ツールがサービスとして利用可能になりました 

SUMMARY  



Big-data marketing insights  
will enable higher consumer  
relevance 

9	

ビッグデータマーケティングのインサイトは、 
より高い消費者関連性を可能にする 

Understanding consumers, data sharing and  
localization tools.    
 

消費者、データ共有ローカリゼーションツールについて理解する。 



Understanding Consumers with Big Data  
ビッグデータと消費者を理解する 

As purchasing behavior evolves across multiple channels and devices, agencies 
and brands are trying to replace inefficient cookie-based ad tech with smarter 
unique consumer identifiers. 
購入行動が複数のチャネルやデバイスで進化するにつれて、代理店やブランドは、非効率なCookieベースの広告技術をよりスマートな独自の消費
者識別子に置き換えようとしています。 

Consumer ID 
消費者ID 4 

Advertising technology is enhancing its consumer identification capabilities.  広告技術が消費者識別能力を強化します。 



Big Data analytics may open closed networks such as Google or Facebook. ビッグデータ分析は、GoogleやFacebookなどのクローズドネットワークを開く可能性があります。 

Using Big Data for Ad Targeting 
広告ターゲットにビッグデータを使用する 

Advertising networks are starting to leverage the power of big 
data, aggregating data from multiple sources and enriching it, 
including telco and credit card data. 
広告ネットワークは、ビッグデータのパワーを活用し始め、通信会社やクレジットカードのデータを含む 
複数のソースからのデータを集約し、豊富にしています。 

Big Data Ads 
ビッグデータ広告 5 



Localization from Telco data, WIFI and Beacons 
通信会社データ、WIFIおよびビーコンからのローカリゼーション 

As Telcos strive to monetize the growth in data, big data 
analysis capabilities allow for anonymized safe use of user 
location information. 
通信会社がデータの増加を収益化するための努力をする事により、ビッグデータ分析機能が、ユーザーの位置
情報を匿名で安全に使用できるようになります。 

Area Marketing 
エリアマーケティング 6 

Area marketing analysis creates new possibilities for brands and retailers. エリアマーケティング分析は、ブランドや小売業者にとって新しい可能性を生み出します。 



Big-data will increase  
our understanding of  
consumer journeys  
ビッグデータが消費者ジャーニーの 
理解を深める 

• Advertising technology is enhancing its consumer identification capabilities   

• Big Data analytics may open new ad networks and offer alternatives to closed networks  

• Area marketing analysis creates new possibilities for brands and retailers 

• 広告技術が消費者識別能力を強化します。 
• ビッグデータ分析により、新しい広告ネットワークが開かれクローズドネットワークへの代替案が提供される可能性があります。 
• エリアマーケティング分析は、ブランドや小売業者にとって新しい可能性を生みだします。 

SUMMARY  



Understanding consumers, data sharing and localization tools 
 
消費者、データ共有、ローカリゼーションツールについて理解する 

Examples of successful Big Data Strategies 

成功したビッグデータ戦略の例 



BigData creates new possibilities for brands 
ビッグデータがブランドの新たな可能性を生み出し
ます 

Spotify best practice case 
ベストプラクティスの事例を探す 



Snapchat Case Study 

Eliminates marketing waste by allowing them  
to reach an audience that visits movie theaters 

スナップチャット・ケーススタディ 

Oracle Data to track if a digital promo led to an offline sale  デジタル・プロモーションがオフラインで販売されたかどうかを追跡するオラクルデータ 
 

映画館を訪れる観客に届けるようにし、マーケティングの無駄をなくします 



LinkedIn’s professional networking platform has 467 million users 
LinkedInのプロフェッショナルネットワーキングプラットフォームには4億6,700万人のユーザーがいます。 

Research the behavior, analyze segments by job titles, locations and 
skills, target ads and content  
行動を研究し、職種別、地域別、スキル別にセグメント分析し、広告とコンテンツをターゲットにする 

LinkedIn AD Ecosystem 
LinkedIn広告エコシステム 

As native advertising grows ads have become in-feed content  ネイティブ広告が成長するにつれ、広告はインフィードコンテンツになります 
 
 



Corporations with big data are more likely to succeed if they 
follow good organizational alignment, data quality & compliance 
and add their secret sauce to the data lake. 
ビッグデータを所有する企業は、組織の整合性、データの品質とコンプライアンスが良好で、 
シークレットソースをデータレークに追加すると、成功する可能性が高くなります。 

SUCCESS FACTORS 



Organizational Alignment 組織のアライメント 

Big Data is a business technology trend between Marketing, IT, and Business Intelligence, 
and each organization needs to define where it fits, integrated with Marketing, IT or in a 
functional matrix environment. 
ビッグデータはマーケティング、IT、およびビジネスインテリジェンスの間に配置されたビジネステクノロジーのトレンド
で、各組織は、マーケティング、ITまたは機能化したマトリックス環境で統合に適した場所を定義する必要があります。 

Big Data needs to fit the culture of your organization.  ビッグデータは組織文化に合わせる必要があります。 
 



Privacy and compliance are key to success.   プライバシーとコンプライアンスは成功の鍵です。 

 

Data Quality and Compliance データ品質とコンプライアンス 

If your organization is planning to work with customer data and  
enrich it with partner or third party data, ensure full compliance. 
組織が顧客データを扱い、パートナーデータまたは第三者データで充実させる予定の場合は、 
完全なコンプライアンスを確保してください。 



Add Your Secret Sauce Expertise to the Data Lake 
シークレットソースの専門知識をデータレークに追加する 

Your unique data and perspective on your business differentiates your data lake.  あなたのユニークなデータとビジネスの視点はデータレークを区別します。 
 

Every major competitor will have a data lake with available data sets.  
The key to success is adding your secret sauce, your unique expertise and point of view.  

すべての主要競合企業は、利用可能なデータセットを持つデータレークを所有します。  
成功への鍵は、シークレットソース、独自の専門知識と視点を加えることです。 



• When they have an organizational alignment that fits their corporate culture 
• Strong data quality and compliance 
• Add their secret sauce expertise to the data lake 
• 企業文化に合った組織的配置をしているとき 
• 強力なデータ品質とコンプライアンス 
• シークレットソース専門知識をデータレークに加える 

Corporations with big data projects are 
more likely to succeed 
ビッグデータプロジェクトを持つ企業は成功する可能性が高い 

SUMMARY  
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Thank you       


