
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、中国語 
コンテンツ向けレコメンデーション・
エンジンの設計を支援

国際的な中国語圏市場をターゲットにし
ているある中国語のメディア企業は、
ニュース配信の変化に対応するため、同
社のインフラストラクチャーを最新化す
ることにしました。読者の消費習慣が変
化する中、中国語の表語文字向けに設計
された検索エンジン、ソーシャルメディ
ア、モバイルアプリ、ビデオコンテンツを
採用し、顧客のニーズに応えたいと考え
たのです。

インテルは、中国語のコンテンツ・レコ
メンデーション・エンジンを開発し、同社
の読者向けにパーソナライズしたニュー
スポータルを自動作成できるようにしま
した。このポータルは完全にCloudera*を
ベースにしたもので、データの取り込み
からレコメンデーションの提供まですべ
てに対応します。

結 果
•  中国語表記をサポートするニュース・レ
コメンデーション・エンジンを開発し、
ニュースフィードから複雑な中国語デー
タを分析することに成功しました。

•  読者の履歴に基づき、Cloudera*によっ
て、推奨ニュースがリアルタイムで提示
されます。

•  1日当たりのユニークビジター数が10%、
ページビューは60%増加しました。

•  購読者数が20%増加しました。

•  ユニークビジター、ページビュー、クリッ
クスルー・レートの増加により、グラ

フィックス・ベースの広告とテキスト
ベースの広告を合わせた1日当たりの
収益が120%増加しました。

•  購読者数が20%増加したことで、月間
収益が56%増加しました。

•  編集者が1日当たりにレビューする記
事が50%増加し、年間の編集コストが
33%削減しました。

ビジネスの原動力
同社は、ニュース、ビデオ、インタラクティ
ブ・ゲームなどの鮮度の高いコンテンツを
一人ひとりの読者の好みに合わせて提供
することで、読者数を増加したいと考え
ていました。ただし、常に読者の興味を引
くトピックを掲載するという、手間のか
かるニュース・プラットフォームの更新
作業を編集者に手作業でやらせるわけに
はいきません。

そこで、社内の過去のニュースやビデオ
データを分析し、ユーザーごとにパーソ
ナライズしたレコメンデーションを表示
できる、レコメンデーション・エンジンが
必要となりました。一人ひとりの読者に
向けた記事のレコメンデーションを作成
し、彼らが同社のWebサイト上でより多
くの記事を読み、時間を費やしたいと考
えるような、読者にとって関連性の高い
記事を表示するレコメンデーション・エン
ジンです。また、このソリューションでは、
分析用に中国語の表語文字アーキテク
チャーをサポートする必要がありました。

中国の地域メディアは、インテルのアルゴリズムを中国語で書かれたコンテンツ向け
にカスタマイズして使用することで、読者数と広告収入を増やすことに成功しました。

ソリューション概要
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一方で、中国語表記という表語の性質か
ら、独自の課題も抱えていました。同社の
記事は中国語のコンテンツに基づいてい
るため、レコメンデーション・エンジンに
は独特の特徴を持つ中国語を処理する能
力が求められました。

多くのヨーロッパ言語と比較した場合、
中国語は時間（動詞の時制）や数（単数 /複
数）の表現に異なる方法を用い、さらに話
し言葉では四声（声調）によって同音異義
語を区別します。書き言葉となると、中国
語はほかのヨーロッパ言語とは大きく異
なります。その1つとして、中国語は表音
文字ではなく、1つの記号が1つの言葉を
表す表語システムを使う点が挙げられま
す。さらに複雑なことに、特定の表語文
字を組み合わせることによって、英語の
複合語（「greenhouse（温室）」など）のよ
うに、異なる意味を持つ新しい言葉を簡
単に形成できます。しかし、中国語では英
語のように単語の間をスペースで区切ら
ないため、アルゴリズムでは、文脈から判
断して可能性のある意味の組み合わせを
チェックしなければなりません。表語文
字を単語単位でグループ化することは自
然言語処理（NLP：Natural Language 
Processing）と呼ばれ、英語などの言語に
おける句のグループ化に似た技法として
知られています。残念ながら、多くのNLP

アルゴリズムは中国語でほかの言語と同
程度の効率が得られないため、言語処理を
行う前にN-gramモデルの1つを用いて
文脈を抽出する必要がありました。

例えば、長實牽頭發は次の 4-gram、
3-gram、2-gramに分解することが可能
です。

4-gram 3-gram 2-gram  
長實牽頭 長實牽 長實  
實牽頭發 實牽頭 實牽  
牽頭發展 牽頭發 牽頭  
頭發展的 頭發展 頭發 
 發展的 發展  
  展的

このレコメンデーション・エンジン（図1）
の目的の1つは、一人ひとりの読者にパー
ソナライズした記事のレコメンデー
ションを作成して、ユーザー体験を高め
ることでした。

このメディア企業は、ユーザーに関連性
のある記事を提示することで、読者の読
む記事数とサイト上で費やす時間がとも
に増えることを期待していました。

数年前、初めてデイリーニュースのWeb
サイトとモバイルアプリを発表した同社
は、業界でいち早くデジタル・ニュース・
プラットフォームを採用していました。
現在、同社のデイリーニュースは香港と
台湾でのページビューとユニークビジ
ター数において、最大手のデジタル・
ニュース・プラットフォームになってい
ます。

それでもなお、知名度を獲得する競争に
直面しながら読者の増加と維持を実現す
ることは、継続的な課題です。読者の興
味を引きつけておくには、編集者の選択、
閲覧数、タイムラインに基づいて、各
ニュース・プラットフォームのトップペー
ジに掲載する記事を頻繁に更新する必要
があります。

同社は編集者が手動でレコメンデー
ションを行ってきました。つまり、編集ス
タッフが膨大な時間をかけて、読者に提
供すべきコンテンツを選択していたので
す。編集スタッフはこのような努力を続
けていましたが、読者が目にするニュー
ス・プラットフォームでは、それぞれの興
味に関係なく、全員に同じ記事が提示さ
れていました。その結果、ソーシャルメ
ディアを活用しても、読者の注意を引き
つけておくことが困難になりました。同
社のコンテンツと読者層の特徴を考慮す
ると、従来のデータ分析ツールでは、読
者をニュース・プラットフォームに引き
つけておくのに必要なカスタマイズ・レ
コメンデーションを十分に作成できま
せんでした。

そこで、同社はインテルに協力を依頼し
ました。インテルが選ばれた一番の理由
とは、これまでコンテンツ・フィルタリン
グなどさまざまなアルゴリズムで大企業
と連携してビジネスを行ってきた実績が
あることでした。インテルのデータ・サイ
エンティストとHadoop*のエンジニア
は同社とのコラボレーションで可能なソ
リューションを検討しました。ページ
ビューとユニークリーダー、読者が同社
のニュース・プラットフォームで過ごす
時間を増やすためのソリューションです。

ソリューションの詳細
デジタル・テクノロジーの進歩に伴い、中
国語を扱うパブリッシャーは、他の分野
の成長企業が直面するのと同じスケーラ
ビリティーの問題を経験してきましたが、

図 1. 分析レコメンデーション・エンジン： Jaccard、Pearson、コサイン類似度を使用して、記事の
類似性を測定します。また、分析のさまざまな段階でDavies-Bouldin指標とシルエット係数の 
2つの異なる基準を使用して、クラスターの適合性を評価します。データはHBase*内の12の異なる
テーブルに保存されます。これは、結果セットの種類を表したもので、記事、カテゴリー、一般のク
エリーを実行できます。
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このソリューションでは、Hadoop*クラス
ターが視聴者データと記事データを取り
込みます。まず記事が分類され、次に各ユー
ザーの閲覧の履歴を分析して、パーソナラ
イズ化したモデルを作成します。モデルが
作成されれば、新しい記事が追加されるた
びに、分類し、ユーザーのプロファイルに
基づいてレコメンデーションを実行でき
ます。レコメンデーションはHBase*に保
存され、RESTful（Representational State 
Transfer）APIを介してWebアプリケー
ションに公開されます。

このアーキテクチャーは3つのコンポー
ネントで構成されます。

• ユーザーの好みを学習する

•  学習した好みに基づいてレコメンデー
ションを提供する

•  レコメンデーションを分析して、理にか
なっているかどうかを確認する

同社のWebサイトは、デイリーニュース
とリアルタイム・ニュースの2種類をホ
ストしています。2つのニュースのコン
テンツと目的が非常に異なるため、それ
ぞれの種類を個別に調べることにしまし
た。こうした理由から、インテルはデイ
リーニュース用とリアルタイム・ニュー
ス用に、2つの全く違うモデルを作成しま
した。

Cloudera* Enterprise
このメディア企業がCloudera*を選択した
理由としては、効率性とコスト効率に優れ
たHadoop*プラットフォームが魅力的
だったことが挙げられます。Hadoop*を
ベースにしたビッグ・データ・ソリュー
ションにより、パブリッシャーはパーソナ
ライズした関連性の高いコンテンツを読
者に提供できます。

インテルは、Cloudera*とインテル ® 
Xeon® プロセッサー E5 v3ファミリー搭
載サーバーを使用した記事のレコメン
デーション・エンジンの開発においてこ
のメディア企業を支援しました。インテル
のデータ・サイエンティストは、同社独自
の要件を満足するような分析エンジンを
考案、設計、構築するサポートを提供しま
した。

現在、このメディア企業は多数の閲覧履
歴をニュース・レコメンデーション・エン
ジンの基盤として処理しています。読者
が閲覧した記事を分析して行動を把握し、
ニューストピックのサブセットへの「いい
ね」やアフィニティーを得ています。デー
タは次の2つのソースから取得されます。

•  デイリーおよびリアルタイムの記事は、
コンテンツ管理システム（CMS）から取得

•  閲覧数は特定の記事ごとに追跡

Hadoop*では、データ・サイエンティス
トはMahout*（スケーラブルな機械学習
ライブラリー）などのオプションを利用
できます。同様に、Python*などの実行可
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。

同社のデータ・サイエンティストは、デー
タマイニングから予測分析モデルを構築
し、Cloudera*上で動作するビジネス・
インテリジェンス・ソリューションを作
成しています。

まとめ
同社は引き続きインテルと協力し、記事
のレコメンデーション・エンジンの性能
向上と、従来のニュースコンテンツ提供
方式を超えた新たな可能性を模索してい
ます。読者の好みをより深く理解するこ
とで、同社はユーザーの興味に合ったコン
テンツを提供できます。より関連性の高
いコンテンツを入手できれば、読者は同
社のデジタル・プラットフォーム上で多
くの時間を費やすようになり、結果とし
て、同社が読者と一対一の関係を築く時
間と機会も増加します。

読者との関わりとその好みの理解を深め
ることで、同社はさらに応答性の高いコン
テンツを提供でき、読者の変化する行動
や好みに合わせて革新的な製品やサービ
スを進化させ、ユーザー体験を向上でき
ます。

Cloudera*の性能とインテルのビッグ・
データ・サイエンティストが有する専門
知識の活用を目指したこのメディア企業
は、著しく増加するデータからビジネス
価値を生み出す持続性と拡張性を備えた
企業へと成長しました。読者の行動を深
く理解することで、これまで以上に関連
性の高いパーソナライズド・コンテンツ
でより多くの優良読者を引きつけ、その
数を維持できるようになりました。

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。

http://www.cloudera.co.jp/


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
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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。
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