
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、顧客企業の 
ソーシャルメディア・マーケティング・ 
ダッシュボードの強化とコスト削減を実現

ある世界的な食品加工会社は、Cloudera*を
使用してマーケティング・データ・レイクを
作成し、5年間で100万米ドルのコストを削
減しました。また、顧客の行動とソーシャル
メディアでのアクティビティーをリンクす
ることでマーケティング・スタッフの顧客
理解度が向上しました。社内にこのような
機能を取り込むことにより、同社はより 
効率的なマーケティング、顧客への情報提
供、サードパーティーによる情報集約コス
トの削減を実現しています。

結 果
•  5年間でソフトウェア費用を100万米
ドル削減しました。

•  社内で消費者データにアクセスできる
ようになり、より優れたマーケティング・
イニシアチブの開発が可能になりました。

•  マーケティングおよびブランド・マネー
ジャーは、マーケティング・キャンペーン
に対する顧客の反応をいち早く知り、タ
イムリーなフィードバックを受けるこ
とができるようになりました。

•  情報の有効性が高まり、48倍も速く情
報を入手できるようになりました。

•  自社データを管理し、顧客へのデータ・
ダウンストリームを収益化しています。

•  高額で柔軟性のないサードパーティー
にデータのフィルタリングを委ねる必
要がなくなりました。

•  セキュリティー、パフォーマンス、スケー
ラビリティーに対する企業要件には
Cloudera*が対応するため、同社は新た
なデータソースを簡単に追加できます。

ビジネスの原動力
紙媒体の新聞業界が落ち込む中、従来の
ように折り込みのクーポンを切り取って
使うという行為もあまり見かけなくなり
つつあります。それでも、多くの企業は顧
客の購買意欲を高めることを目指し、イン
ターネットやモバイルアプリを利用して
消費者との交流を図っています。

この食品加工会社のマーケティング・チー
ムには、次のような質問がよく寄せられ
ていました。

•  マーケティング・キャンペーンの効率を
高めるにはどうすればよいか。

•  絶えず変化する市場で競争優位性を高
めるにはどうすればよいか。

•  ブランド資産価値の構築を続けるには
どうすればよいか。

消費者とその移り変わるニーズを理解で
きれば、これらの質問すべてに答えるこ
とも可能でしょう。しかし、360度の視点
から消費者を観察し、彼らをより深く理
解するためには、相当のリソースが必要
となり、消費者の完全なプロファイルが
求められます。同社は、顧客の希望、行動、
およびマーケティング・アクティビティー
への反応についてのインサイトを得るた
めに、顧客ベースに関してできるだけ多
くのデータを収集し、これらのデータを
掘り下げる必要がありました。

インテルは、モバイルデバイス上に表示されるビッグ・データ・ダッシュボードの設計を
支援し、コスト削減とパフォーマンスの向上を実現するシステムを考案しました。

ソリューション概要



インテルとClouderaが、顧客企業のソーシャルメディア・マーケティング・ダッシュボードの強化とコスト削減を実現 2

ソリューションの詳細
同社はまず、考えられるすべてのデータ
ソースの洗い出しを行いました。ブログ、
社内データベースからのWebユーザー
データ、CRMデータなどの内部ソースと、
マーケティング・パートナーのデータや
ソーシャルメディアのデータなどの外部
ソースを書き出しました。

同社が選んだデータは形式、頻度、ソース
がそれぞれ異なるため、従来の取り込み
方法では、到着したデータを読み込み、解
析して形式を再設定してから、データベー
スに保存するという時間のかかるワーク
フロー・プロセスが必要でした。こうし
たワークフローによって、取り込みプロ
セスに遅延が生じ、価値創出までに時間
がかかるだけでなく、新しくソースを追
加するためにはさらなる時間を要します。
同社には、オープンソース・テクノロ
ジーを基盤としてコストを抑え、データ
の増加に合わせて拡張できる、安全な
フォールトトレランス・ソリューション
が必要でした。

同社が挙げたユースケースに対応するた
め、インテルのサービスチームは協力し
て複数のワークフローを特定しました。
次に、データの取り込み、クレンジング、
既存データベースへのリンク、分析ジョ
ブを実行するワークフローを設計して
コード化しました。出力データはさまざ
まな形式で提供されます。例えば、ある
サードパーティー・ベンダーは、ターゲッ
トが決められた広告またはプロモー
ション向けに選択された顧客のリストを
受け取る場合があります。

同社の意思決定者は、結果をインターネッ
ト経由で確認できます。インテルは、
D3JSライブラリーを使用してWebベー
スのダッシュボードを作成しました （図1）。
このダッシュボードは、デスクトップPC、
ノートPC、モバイルデバイス上で動作し、
グラフや図を表示できます。ユーザーは
Webアプリケーションを使用して、デー
タを掘り下げることができます。例えば、
ソーシャルメディアの分析を見て、顧客
心理に悪影響を与える可能性のある個人
のツイートを特定できます。

同社はこれまで、市場および消費者に関
するインサイトの提供を、パートナーや
外部のマーケティング企業に依頼してき
ました。そのため、パートナーからインサ
イトを得るまでの間、同社の活動は制限
されていました。また、一次データのフィ
ルタリングはパートナーが行っていたた
め、同社は自身で詳しく調査し、隠れた
インサイトを得ることはできませんでした。

同社が顧客と直接交流する方法の1つが、
Webサイトを介することであり、ここか
ら消費者データベースを作成することが
できました。また、ラジオやテレビの広告
キャンペーンを活用して従来型のマーケ
ティング分析を行い、ソーシャルメディ
ア・データ（主に Twitter*と Facebook*
のフィード）からクリックスルー分析を
実行しています。同社は消費者のPOSト
ランザクション・データを収集し、購入製
品と購入時期との関係、消費者がトラン
ザクション中にクーポンを使用したかを
調べていました。

自社製品に関する情報源から直接デー
タを収集し始める必要がある、と同社は
考えました。そのためには、形式の異なる
多彩なデータを分析してインサイトを捉
え、その結果をシンプルで実践的な方法
で意思決定者に伝えなければなりません。
同社は全体的なソリューションの一環と
して、次のユースケースを特定しました。

•  消費者のインサイト・プロファイル
•  消費者のセグメンテーション
•  消費者の選択
•  キャンペーンへの応答モデリング
•  パーソナライズしたレコメンデーション
•  メディア・ミックス・モデリング
•  需要予測
•  消費者の時間価値
•   販促クーポンの効果
•  消費者体験
•  原動力の分析
•  競合他社の分析
•  価格分析 図 1. ルッキング・グラス・ダッシュボード：インテルは、D3（データ駆動型ドキュメント）

JavaScript*ライブラリーを活用して、ノートPCやデスクトップPCと同じようにモバイルデバ
イス上でも動作するダッシュボードを作成しました。アナリストは、3～14日間に渡って、製品に
関する情報をソーシャルメディアからリアルタイムで入手できます。つまり、変化が起きたタイミン
グでそれを追跡できることを意味します。

直近3日間 直近14日間2015年4月1日～2015年4月3日
更新日：2015年4月3日

当社のブランドに関する
投稿があった場所

当社のブランド・アクティビティーを
推進したネットワーク

アクティビティーが
最大または最小になった時間

アクティビティー内で最も
盛り上がった話題を提供した投稿

当社のブランドに関する
会話で最もよく使われる単語

当社のブランドの
ファン / フォロワーによる関わり

1. Instagram - janet babbo
素敵なディナー  ♥  @babbo...

2. Twitter - bobble_ted
地ビールは外せないよね...

3. Instagram - Kate Kastle
真夜中のご飯 #空腹...

4. Instagram - Grammikid
新鮮なものが食べたい...

60%はTwitter*上位州オレゴンで17件の投稿 4月1日にアクティビティーが急上昇

4.1%がファンの関わり（Instagram*）上位トレンドワード「スパイス」

ジュース

冷たい

ライフ

ジェット
パック カスケード

酵母種類
今日夜

リッピンコット
周辺理由

飲む 良い

回転
すごい

家

金色

全体 飲み物
スパイス bestterミスト

cafo

注意

パーティ



インテルとClouderaが、顧客企業のソーシャルメディア・マーケティング・ダッシュボードの強化とコスト削減を実現 3

図2は、顧客がこの問題の解決に導入した
生産クラスターを示しています。

Cloudera* Enterprise
柔軟性、大規模データセット・ストレージ、
およびセキュリティーへのニーズを考慮
した結果、同社は、データの取り込みには
Schema-on-Readアーキテクチャーこそ
この目的達成に役立つ唯一の方法である
と考え、ソリューションとしての従来の
データベースを排除しました。

同社は、オープンソースの選択肢を評価
した結果、数多くのビジネス要件に対応
するHadoop*に決定しました。Schema-
on-Readの柔軟性と多様なデータタイ
プを処理できる能力だけでなく、
Hadoop*の標準機能セットはさまざまな
データ管理ニーズを解決します。さらに、
幅広いコミュニティーと商用サポートを
誇るHadoop*は、企業のメインストリー
ム採用に対応できるだけの成熟度を兼ね
備えています。

数あるHadoop*ディストリビューション・
ベンダーの中から、同社は Cloudera* 
Enterpriseを選択しました。最も安全な 
企業向け H a d o o p*ディストリビュー
ションを提供しているというのが選択の理
由でした。同社にとって特に興味深かった
のは、Cloudera* Enterpriseが個人識別
情報（PII）の安全性を確保できる唯一のディ
ストリビューターだという事実でした。
Cloudera* Enterpriseはディスク上のデー
タを暗号化し、そのアクセスをHadoop*
エコシステム内にのみ制限することで 
情報を保護しています。加えて、Hadoop*
エコシステムではデータの取り込み
（Sqoop*とFlume*）、クレンジングと準備
（Pig*などのツール）、分析（Mahout*やR
言語などの分析ライブラリー）を行うツー
ルを提供しています。

まとめ 
この食品加工会社は、顧客行動の深い理
解による、マーケティング・キャンペーン
効果の劇的な向上をすでに体験していま
す。また、5年間で少なくとも100万米ド
ルのコスト節約を見込んでいます。これ
は主に、自社のデータの管理と維持を 
社内で行うことによって実現されます。 
インテルは、この計画ならば、同社がその
機能性を損なうことはないと確信してい
ます。実際、インテルが同社向けに作成し
たダッシュボードは、顧客の行動とソー
シャルメディアでのアクティビティーを
リンクし、広告キャンペーンやブランド・
アクティビティーを監視するリアルタ 
イム・ツールを提供しています。

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. 顧客の生産クラスター： 同社がさまざま
なソースからインサイトを引き出すには、まず
すべてのデータを保護するエンタープライズ・
データ・ハブを作成する必要がありました。 
これにより、アナリストは同社のビジネスに 
関する新たなインサイトを得るために、分析 
モデルを作成してトレーニングできるように
なりました。
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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。

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。

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。

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

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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