
インテルとClouderaを 
選ぶ理由
インテルとClouderaは、Apache* 
Hadoop*から推測に基づく作業を
排除します。独自のコラボレーション・
アプローチにより、オープン・スタン
ダードに基づいて優れたパフォーマン
ス、セキュリティー、品質の高い配信を
実現します。両社にはエコシステム全
体で数百に及ぶベンダーと協力でき
るという利点があります。そのため、
Cloudera* Enterprise上に構築する
ソリューションは、ロックインからの
解放、強力なビッグ・データ・ソリュー
ションの構築を可能にし、現在だけ
でなく将来のビジネスニーズにも対
応できます。

•  ソフトウェアとハードウェアの製
品ロードマップを独自に調整し、
イノベーションを加速することで、
Hadoop*を利用した業界初の機
能を多数提供

•  データセンターのほぼすべてのプ
ロバイダーと親密なパートナー
シップを結ぶことで、ビッグ・デー
タ・ソリューション構築のための
プロセスを合理化

•  業界標準の動きを長年にわたり見
定めてきた実績により、非標準の
ソリューションを導入してしまう
リスクを回避

インテルとClouderaが、予測分析を 
活用して将来の購買行動予測で顧客 
企業を支援

家庭用電子機器および白物家電の販売を
手がけるあるフランスの企業は、過去の
顧客の製品購買習慣を分析し、世帯がさ
らなる購入を決める可能性を特定する 
ソリューションを探していました。

同社はClouderaがディストリビューター
として提供するHadoop*（CDH）を導入
して大量の顧客の生データを取り込み、
処理しています。これらのデータには、以
前の購入履歴、年齢層、サービスリクエス
トなどが含まれます。

この新しいCloudera*ベースのソリュー
ションは、複雑なランダム・フォレスト・
モデル・アルゴリズムを使用して、顧客
データから100以上の決定変数を作成し
ます。CDHはこれらの変数をベイズプロ
セスで活用します。このプロセスは変数を
使用可能なソリューションに変換し、顧
客の購買傾向を正確に予測します。これ
により、同社は知識とデータに基づいて
ビジネス判断を下せるようになります。

結 果
インテルとClouderaのソリューション
は次の成果をもたらします。
•  顧客データから変数を作成し、それを
使って各顧客の購入パターンを予測す
る方法を同社に提供します。

 

•  これらの変数を使って、過去年度の顧客
の購買傾向を正確にハインドキャスト
し、同じ顧客の実際の購入と比較するこ
とで、一貫した予測結果を導き出します。

•  世帯セグメントごとに、製品購入の可能
性が最も高い世帯を予測します。

•  選択した世帯の各上位について、顧客が
購入する可能性が最も高い製品グルー
プを特定します。

ビジネスの原動力
同社のエグゼクティブがインテルに連
絡を取った主な理由は、次の疑問への回
答を得ることでした。

•  今後12カ月以内に家電を購入する可能
性が最も高い顧客世帯の上位500を特
定するには、どうすればよいか。

•  その上位世帯が購入する可能性が高い
のは、どの製品ラインか。

これらの疑問に答えることは、同社がよ
り良い計画を立て、顧客の購買傾向を基
にビジネス戦略を構築する上で役に立ち
ます。

インテルとClouderaは複数のデータソースを取り込むソリューションを導入し、 
情報を使って顧客の購買傾向を予測する変数を作成しました。

ソリューション概要
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このモデルによる計算に従って、世帯は
購入の可能性が高い順に並べ替えられま
す。このモデルはまた、各世帯の購入事後
確率が最も高い製品サプライチェーンも
予測します。

インテルは、3つのHiveQLスクリプトと
9つのRスクリプトに加え、そのHiveQL
スクリプトとRスクリプトを適切な順で
実行して最終的な分析結果を出すシェル
スクリプトを使って、このモデル用のコー
ドを開発しました。

ロジスティック回帰の精度と性能を実証
するため、2005年の結果を使ってモデ

ルを検証し、顧客の購買可能性を予測す
るとともに、購入した製品ラインを特定
しました。

実世界でのシナリオでモデルの機能をテ
ストし、モデルが導き出した予測結果と、
その年の実際の購入結果を比較しました。
予測結果の精度は68%でした（次のペー
ジ図2）。

製品ラインのいくつかは平均より著しく
高い偽陽性を示しましたが、これらのグ
ループはテストグループの非常に小さな
サブセットで構成されたものでした。

ソリューションの詳細
同社は、ビッグ・データ・ニーズの解決支
援をインテルに求めました。インテルの
推奨を基に、同社はCDHとR統計ソフト
ウェアを実行するHadoop*クラスター
の利用を決定しました（図1）。

CDHクラスターは9つの異なるソースか
らデータを読み込んで収集します。これ
らのデータソースから得られたファイル
は、統合と集約を経た後、次の情報を定義
する106の変数作成に使用されます。

•  顧客の基本情報
•  世帯情報
•  世帯セグメント
•  以前の購買行動
•  サービスおよびメンテナンス・リクエスト
行動

•  居住設備
•  世帯および地域の人口統計に関する行政
記録

•  サービスリクエストから発生したイベント
•  居住者のアクティビティー

顧客の購買習慣に最も影響を与える変
数を決定して選択するため、顧客のデー
タセグメントごとにランダム・フォレスト・
アルゴリズムを適用しました。このラン
ダム・フォレスト・アルゴリズムには、
1,000の異なるツリーが含まれます。

分析の裏にある理論はベイズ推定に基づ
いています。これは、顧客の興味の事後確
率を計算する推論の統計方法です。

各変数の重要度は、ランダム・フォレスト・
アルゴリズムの結果によって導かれた
「Mean Decrease Accuracy（予測精度の
低下）」値で決定されます。

ロジスティック回帰モデルは、ランダム・
フォレスト・アルゴリズムによる決定に
従って、変数上に重要度を優先して構築
されます。顧客にはそれぞれ「購買 /不買」
のフラグが付けられ、世帯の購入可能性
にプラスの影響またはマイナスの影響が
あることが示されます。また、顧客が購入
する製品ラインを、非常に正確に決定す
るのにも役立ちます。

図 1. ランダムフォレストの剪定：9つのソースからデータを収集した後、このソリューションは
106の変数を作成して顧客 /世帯がさまざまな製品ラインから追加購入する確率を決定します。
このモデルはHive*クエリーの実行、Hive*テーブルのCSVファイルへの変換、Rスクリプトの実
行を行って、結果をCSVファイルとして保存します。そこから、確率尤度スコアを基に階層的に選
出結果を並べ替えます。
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Cloudera* Enterprise
Clouderaは、どの顧客が購入するか、ど
の製品ラインから購入するかを正確に予
測するセキュアなフォールトトレラント・
プラットフォームを提供し、同社は正し
く適切なデータ駆動型のビジネス決定を
迅速に下すことができます。

データ・サイエンティストは、データマイ
ニングで妥当な予測分析モデルを構築し、
CDHで実行するビジネス・インテリジェン
ス・ソリューションを作成できます。

Hadoop*では、データ・サイエンティスト
がMahout* （スケーラブルな機械学習ラ
イブラリー）などのツールにアクセスできま
す。同様に、Python*やその他の実行可能
なスクリプトを使ったMapReduceジョブ
の作成および実行を許可するストリーミン
グも提供します。

Clouderaがディストリビューターとし
て提供するHadoop*は、ビッグ・データ・
ソリューションに効率性とコスト効率に
優れたプラットフォームです。

まとめ 
CDHを導入するまで、同社の予測方法で
は求めていた回答が得られませんでした。
インテルとClouderaが構築したソリュー
ションを実装した今、同社は一貫性に優
れた高度な予測モデルの恩恵を享受して
います。

インテルが同社の開発を支援した回帰モ
デルは、過去年度の購入をハインドキャ
ストしてモデル機能の正確性を検証しま
す。その実力はすでに実証されています。
このプロセスを配置したことで、同社は
今後12カ月以内に白物家電を購入する
可能性が最も高い世帯と、選択される白
物家電の製品ラインを正確に特定できる
ようになりました。また、家族ごとの購入
数と、平均的な購入間隔の概要も確認で
きるようになりました。顧客とその購買
習慣を明確に把握できるようになったこ
とで、より良い計画立案に役立っています。

あなたのビジネスも私たちがお手伝いし
ます。

Clouderaについて
Clouderaは、Apache* Hadoop*上
のエンタープライズ・データ・ハブ
である、ビッグデータ向け統合プ
ラットフォームで、エンタープライ
ズ・データ・マネジメントの変革を
続けています。Clouderaは、すべて
のデータを1カ所に安全に保存、処
理、分析することで、既存の投資に
対する価値を高めると同時に、全く
新しい方法でデータから価値を引き
出すための手段を提供します。

Clouderaのオープンソース・ビッ
グ・データ・プラットフォームは世
界で最も採用されており、オープン
ソースのHadoop*エコシステムの
普及に最も貢献しています。また、
Hadoop*プロフェッショナルの有
数の育成機関として、全世界で
40,000名以上の人々を教育してき
ました。さらに、1,900社以上のパー
トナーと経験豊かなプロフェッショ
ナル・サービス・チームが高い時間
価値を提供します。エンタープライ
ズ・データ・ハブを安心して実行で
きる予防的かつ予測的なサポートを
提供できるのは、Clouderaだけです。
あらゆる業界の先端企業や世界中の
公的機関で、Clouderaはその実務に
活用されています。

詳細については、 
http://www.cloudera.co.jp/を 
参照してください。

図 2. 未来のハインドキャスト：履歴データと
現在のデータを使ったハインドキャストに基
づき、同社は68%の確率で正確に顧客の購買を
予測できるようになりました。
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 お問い合わせ
営業担当者にお問い合わせいただくか、
Hadoop-services@intel.com 
までメールでご連絡ください。

インテルから始まるビッグデータ分析 
www.intel.co.jp/bigdata

本資料で引用されている結果は、インテルおよびインテルの顧客が行った調査とテストに基づくもので、情報提供のみを目的としています。
テストは、特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を実証します。ハードウェア、ソフトウェア、システム構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合が
あります。システムやコンポーネント製品の購入を検討される場合は、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。性能やベンチマーク結果について、さらに詳し
い情報をお知りになりたい場合は、http://www.intel.com/performance/（英語）を参照してください。
インテル ® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。
絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/を参照してください。 
記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル ® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを目的と
しています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。
本書で紹介されている注文番号付きのドキュメントや、インテルのその他の資料を入手するには、1-800-548-4725（アメリカ合衆国）までご連絡いただくか、http://www.intel.com/design/literature.htm（英語）を参
照してください。

ニーズに対応
お客様に直接お会いし、要件を整理して、目標の達成を支援します。

•   迅速な価値の創出：リアルタイムでのコスト削減、市場トレンドへの対応、イノベー
ションの推進を実現します。

•   ビッグデータの保護：持続的なビッグ・データ・プログラムを導入して組織のリスクを
回避します。

•   管理の維持：パートナーと協力し、チームを教育して自立性を高めます。
•   ビジネスチャンスの拡大：現在、そして今後の適応を支援する計画を作成、実行します。

Hadoop* サイジングガイド

クラスターサイズ
小 型 中 型 大 型

CPU インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリー
ストレージ 72 TB未満 72 TB ～ 570 TB 570 TB以上

ノード数
マスター 2 ～ 3 4 ～ 7 8以上
スレーブ 12未満 12 ～ 95 96以上

メモリー
マスター 64 GB 128 GB 256 GB以上
スレーブ 48 GB 96 GB 128 GB以上

ネットワーク 1 Gbps 10 Gbps 10 Gbps

ハードウェア構成はワークロードによって大きく異なります。高密度ストレージクラスターは、4 TB JBODハードディスク・ドライブで構成
できますが、演算処理が集中するクラスターでは、メモリー容量の多い構成が必要になる場合があります。

Intel、インテル、Intelロゴ、Xeonは、アメリカ合衆国および/ またはその他の国におけるIntel Corporation の商標です。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 
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