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Cloudera

エンタープライズ向けビッグデータプラットフォーム

進化するオープンソース技術により
分析・機械学習のためのデータ基盤を提供。
企業のデータ活用を支援する Cloudera
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イムに処理し、「機械学習」や「分析処理」を経て引き

て、膨大な量に及ぶビッグデータを効果的に収

出した値を、より多くのユーザーに短時間で提供するこ

集、格納、処理し、
「機械学習」や「分析処理」

とができるプラットフォームが求められています。

に応用しています。ビッグデータから得られる

世界初の “商用” Hadoop を世に送り出したビッグデ

価値を最大化することで、迅速で柔軟な意思決

ータプラットフォームのグローバルリーダーである

定や業務改革などを実現しています。
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Cloudera Enterprise が提供する機能と構成
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企業データ

ユーザー
プロファイル
や利用データ

モバイル
とデバイス

・ アカウント情報

・ 人事

・センサーデータ

・トランザクション

・ 財務/会計
・ 設備

・ 請求データ

・ 営業系

・ データ通信

・ 購買

・ 通話明細記録

・ メール

・クリックストリーム

・GPS / 位置情報

・セットトップボックスログ
・デバイスプロファイル

・プロモーション / 提案

・ 人口統計 / 国勢調査

・ネットワーク使用状況

・ Webサイト / SEO

・ 心理調査

・ 調査

・ 市場 / ミクロ経済

・コールセンターログ

・ 気象データWeather Data

・ネットワークマップ

・R&D

・ App Store情報

・ アプリケーションログ

・キャンペーン

・ 方針 / 規制

・ 提携 / 販社

・ インフレ / マクロ経済

・ 競合情報

・ 労働統計

・ソーシャル / 検索 /

・ 公衆衛生データ

センチメント
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Public Sector
および
業界のデータ

・ネットワークログ

・ プログラミング情報

等のバックオフィス
システムデータ

Marketing
とCRM

Network

・ 業界調査研究

通信業界における事業者の分析対象データ例

オープンソースデータエンジンをコアに持つ
エンタープライズ向けビッグデータプラットフォーム

通信業界をはじめとした
ビッグデータをビジネスのコアに据える企業を支援

Cloudera Enterprise は、最新のオープンソーステク

Cloudera は、エンタープライズ向けビッグデータプ

ノロジーによって構築されたエンタープライズ向けのビ

ラットフォーム提供において、数多くの実績を持ち、こ

ッグデータプラットフォームです。Apache Hadoop を

れまで導入した企業は、金融・保険、政府機関、通信、

ベースとしたオープンソースデータエンジンをコアに持

製造、エネルギー、医療・ヘルスケアなど、あらゆる業

ち、拡張性の高い統合データ基盤と管理ツール、そして

界に及びます。携帯型デバイスの普及を背景にビッグデ

サポートを含むサブスクリプションとして提供し、お客

ータの拡大が顕著な通信業界においては、急速な需要増

さまが保有する複雑かつ、ペタバイト級にも及ぶビッグ

に対応した「ネットワークの最適化」や、「解約防止」、

データの管理が可能です。

新たな収益モデルの創出に向けた「データマネタイゼー

Cloudera Enterprise は、多機能なデータアプリケー
ションの開発をより簡単にし、より高いコストパフォー

ション」などを目的に、多くの企業が Cloudera を活用
しています。

マンスでセキュアに実現するモジュラー型のソフトウェ

さらに Cloudera では、全世界で 3,000 社以上のパー

アフレームワークに立脚しています。エンタープライズ

トナー企業と連携して、各社の専門性を最大限に活かし

グレードの一元的なセキュリティ機能や、ガバナンスお

たエコシステムを構築し、将来を見据えたビッグデータ

よび管理機能と共有データカタログ機能を組み合わせる

ソリューションの提供を推進しています。通信業界にお

ことで、コストの無駄を招くサイロ化やプロプラエタリ

いては、NTT グループの通信ネットワークを長年にわた

なフォーマットによるロックインを排除し、法令遵守や

り支えてきた「エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社」

高度なデータセキュリティを実現することができます。

さまとのパートナーシップのもと、同社の優れた技術力

各業界の企業が注目している高付加価値な「機械学習」

とマネジメント力を通じてビッグデータソリューション

や「分析処理」は、データに大きく依存しており、異な

を提供し、お客さまが抱えているビジネス課題の解決に

るソースからのデータを統合することで、はじめて有効

取り組んでいます。

なものになります。Cloudera Enterprise の活用により、
企業における統一化されたデータ管理を実現し、データ
レイクなど次世代型データ分析基盤の構築が可能となり
ます。

お問い合わせ先

Cloudera Enterprise は、機械学習と分析に必要なデータを
「集める」
「貯める」
「使う」ためのワンストップ・データ基
盤です。お客さまが抱えているデータ活用に関するさまざま
な課題やビジネス要件に的確に対応いたします。

Cloudera

Cloudera 株式会社（http://jp.cloudera.com）
東京都中央区京橋 2-7-14 ビュレックス京橋

テレコム担当窓口：玄野（クロヤ） ykuroya@cloudera.com
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