
Informatica Big Data  
Management エディション 

利点

• 革新的な製品やサービスを短期間

で市場に展開し、業務効率を向上

• ビッグデータ管理コストを削減し

ながら、データ量の増加とデータ

の複雑化に対応

• Hadoop をさまざまなプロジェク

トに適用し、パフォーマンスとコ

ストの利点を実現

• 豊富な実績に裏打ちされたデー

タ統合ソフトウェアによりリス

クを最小化するとともに、複雑

な新しいテクノロジーをバック

グラウンドで処理しながら機密

データを保護

膨大な量のデータを利益に変える
ビジネスのペースが速まり、競争力の向上に向けて変革を進めなければならない大きなプレッ

シャーに直面している今こそ、データ アーキテクチャを最新化／最適化して、単なるデータを意

思決定に役立つ戦略的資産へと変えるチャンスです。

企業は、データからインサイトを引き出して、収益の拡大やビジネスチャンスの特定、製品やサー

ビス提供の迅速化、質の高いカスタマーエクスペリエンスを実現することで、差別化と成長を図る

ことができます。また、データを活用することで、不正行為や犯罪、システム ダウンタイム、セ

キュリティ侵害のリスクなどを軽減しながら、業務の生産性を高めることも可能になります。

業界初にして最も包括的なデータ管理ソリューションである Informatica Big Data Management 

は、ビッグデータの取り込み、処理、クレンジング、ガバナンス、保護を大規模に行えるように

設計されています。このソリューションは、ビッグデータの統合、品質管理とガバナンス、セ

キュリティを1つの統合ソリューションにまとめたものです。

最適化した動的なビッグデータ統合

Informatica Big Data Management では、高いスループットのデータ取り込みと大規模なデータ統

合が可能で、業務アナリストは次世代アナリティクス ツールを使って、質の高い意思決定を行う

ことができます。また、あらかじめ組み込まれている数百の高性能コネクター、データ統合変換

機能、パーサーにより、ほぼあらゆるタイプのデータをHadoop、NoSQL、MPP アプライアンス

などのビッグデータ プラットフォームですばやく取り込んで処理できるとともに、動的マッピン

グとパラメーター化機能では、プログラミングによるデータ統合プロセスの自動化が可能です。

ごく少数のテンプレートの設計パターンをベースにあらゆるデータフローのクラスがランタイムに

自動生成されるので、生産性と保守性が大幅に向上します。また動的スキーマのサポートによって

柔軟なデータ形式を処理でき、最適化したエンジンが、大規模なデータ統合のパフォーマンスとリ

ソースの利用を最大限にまで高めます。例えば、MapReduce と新しい Informatica Blaze エンジン

（YARN 経由）の組み合わせは、ビッグデータの ワークロードを最適化します。
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エンドツーエンドのビッグデータガバナンスと品質

ビッグデータのエンドツーエンドのガバナンスと品質を確保することで、業務部門と IT 部門

のユーザーは安心してデータを使用できます。Informatica Big Data Management は技術的な知

識がなくても直感的に使えるため、データサイエンティスト、アナリスト、業務部門の効果的

なコラボレーションが可能になります。ビジネスルール プロファイリングも含め、データプロ

ファイリングとデータディスカバリによってデータ品質の問題と異常を浮き彫りにできます。

品質問題の追跡やフラグ付けに使用できる監視のルールとアラートも簡単に作成できます。

データ品質ルールと住所検証を Hadoop に適用することで、目的に合わせてデータを大規模に

クレンジングして準備することができます。ユニバーサル メタデータ カタログとナレッジグラ

フが表示される Live Data Map では、企業データを検索、発見、理解でき、Spark を活用して大

規模なナレッジグラフも短時間で作成できます。Hadoop 環境を超えたエンドツーエンドのデー

タリネージによって、コンプライアンス環境を確立し、データ品質の根本原因と影響分析を実

行することが可能になります。

Informatica Big Data Management では、視覚的な開発環境を使用することで、手作業のコー

ディングに比較して生産性を最大 5 倍向上できます。この環境には変換機能が組み込まれてお

り、手軽に再利用することができます。
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リスクを中心に考えたビッグデータセキュリティ

リスクを中心に考えたビッグデータセキュリティとは、すべてのデータを分析し、リスクや脆弱性を

迅速に検出して対処することです。これには、リスク アナリティクス機能およびデータをリスクか

ら守るポリシーベースの保護機能を備えた、機密データへの 360 度ビューが必要です。その後、ビッ

グデータセキュリティは企業ポリシーと業界規制の対象である情報を匿名化します。Informatica Big 

Data Management では、非侵害型の永続データマスキング オプションにより、Hadoop 開発／運用環

境の機密データを保護して、セキュリティ侵害のリスクを最小限に抑えます。

「顧客中心主義は、私たち Western Union のあらゆる活動の中核となっています。当社はデー

タ分析の力を活用することで、業務の方向付けとカスタマーエクスペリエンスの向上に役立

ち、ビジネスの前進につながるトレンドを把握しています。これからもインフォマティカ社と

のコラボレーションを通じて、世界展開しているビジネスと顧客ベースの価値を最大限に引き

出せるようになることを期待しています」

— Sanjay Saraf 氏、上級副社長兼 CTO（最高技術責任者）、Western Union 社

主な機能
Hadoopでのデータ統合 (ETL)

このソリューションには、あらかじめ組み込まれたデータ統合変換機能の広範なライブラリが

備わっています。この機能は Hadoop でネイティブに実行されるので、TB（テラバイト）から 

PB（ペタバイト）まで、あらゆる規模であらゆるタイプのデータを処理できます。IT 部門は、

手作業のコーディングの 5 倍の生産性を発揮する視覚的な開発環境を使用して、Hadoop でデー

タフローを迅速に開発できます。

動的スキーマとマッピングテンプレート

Informatica Big Data Management では、マッピングテンプレートを使用して、ごく少数の設計

パターンをベースに、数百ものランタイム データフローを生成できます。これらのマッピング

は簡単にパラメーター化して、ビッグデータ プロジェクトでは一般的な動的スキーマ（Web や

マシンのログファイルなど）の処理に使用できるので、保守が容易でスキーマの変化へ柔軟に

対応可能なデータフローを迅速に作成できます。

Hadoop でのデータプロファイリング

インフォマティカの開発者ツールとブラウザー ベースのアナリスト ツールにより、Hadoop 上

のデータをプロファイリングできます。これによって、開発者、アナリスト、データサイエン

ティストは、簡単にデータを理解し、データ品質の問題を認識し、お互いに連携してデータフ

ローの仕様を決めるとともに、マッピング変換とルールのロジックを検証できます。

Hadoopでのデータ品質

あらゆるタイプとサイズのデータのクレンジング、マッチング、標準化を Hadoop でネイティブ

に実行して、監査性と信頼性の高いデータを提供できます。あらかじめ組み込まれた幅広いデー

タ品質ルールセットを使用するか、視覚的な開発環境で独自のルールを作成できます。住所検証

では、グローバルな住所データの解析、クレンジング、標準化、エンリッチ化を実行できます。
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Hadoop での複雑なデータ解析

Informatica Big Data Management では、Web ログ、JSON、XML、マシンデバイスデータなど

の複雑なデータ、マルチ構造化データ、非構造化データ、業界標準データのアクセスと解析を

容易に実行できます。市場データおよび SWIFT や ACORD、HL7、HIPAA、EDI などの業界標準

用のパーサーも、あらかじめ組み込まれています。

ユニバーサル メタデータ カタログ

データサイエンティストとアナリストは、ユニバーサル メタデータ カタログとナレッジグラフを提

供する Live Data Map でデータの全体像を把握しながら、企業データを検索、発見し、理解すること

ができます。Live Data Map は、Spark を活用して大規模なナレッジグラフを迅速に作成します。

エンドツーエンドのデータリネージ

データアナリストと業務担当者は、完全なエンドツーエンドのデータリネージを確認すること

で、信頼性および法規制へのコンプライアンスを確保できます。この視覚的なデータリネージに

は、Hadoop および既存システムにおけるすべてのデータ移動とデータ変換の詳細な履歴が含まれ

ます。ターゲット アプリケーションから元のソースシステムまでさかのぼることができます。ま

た、データオブジェクトに関する共通ビジネス用語のグロッサリおよび対応するデータリネージ

によって、業務部門と IT 部門のコラボレーションが強化されるとともに、検索も向上します。

Hadoop での永続データマスキング

永続データマスキング オプションは、機密データをマスキングおよび匿名化することで、デー

タセキュリティとプライバシーを強化します。データのコンテキストや参照整合性を維持した

ままデータを難読化してマスキングすることで、セキュリティレベルの低い環境でも、実デー

タに近い状態で安全に利用することができます。

ユニバーサルデータアクセス

IT 部門は、RDBMS、OLTP、OLAP、ERP、CRM、メインフレーム、クラウドなど、あらゆる

タイプの大量のトランザクションデータにアクセスできます。また、ソーシャルメディアデー

タ、ログファイル、マシンセンサーデータ、Hadoop、NoSQL 形式、ドキュメント、電子メール

などの非構造化データやマルチ構造化データおよびデータストアにもアクセスできます。

データの高速取り込みおよび抽出

ビッグデータのアクセス、ロード、変換、抽出を、ソースシステムとターゲットシステムの間

で、または Hadoop、NoSQL データストア、データウェアハウスに直接、実行できます。ソー

スシステム／ターゲットシステムへのネイティブ API を通じた並列処理での高性能接続によっ

て、高速なデータ収集と抽出を実現します。
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Hadoopでのデータディスカバリ

Hadoopでのデータのドメインと関係の検索を自動化します。例えば、コンプライアンスのため

のマスキング対象として、顧客関連や製品関連のデータセットまたは社会保障番号やクレジッ

トカード番号などの機密データを検索できます。

Hadoopでの自然言語処理

テキスト解析と固有表現抽出により、キーワードやフレーズのリストを使用して、非構造化

データから顧客や製品に関連する表現を簡単に抽出して分類できます。非構造化データには、

電子メール、ソーシャルメディア データ、保険金請求書、サービス記録、ドキュメントなど

があります。また、顧客の行動や競争価格などの製品情報に関するインサイトによって、マス

ターデータをエンリッチ化できます。

一度の設計、迅速な実装

Hadoop のエコシステムは、オープンソースコミュニティで絶えず生み出される新たなイノベー

ションによって急速に変化しています。オープンソース Hadoop フレームワークをベースに構

築したInformatica Big Data Management では、すべてのトランスフォーメーションロジック

がデータ パイプラインで維持されます。そのため、開発者は Hadoop の概念や言語に関する専

門知識がなくても設計でき、一度設計すれば、Hadoop が変更されてもそのたびに作り直すこ

となく、データ パイプラインを簡単に実装できます。これにより、影響やリスクを抑えながら 

Hadoop のイノベーションを運用システムに迅速に取り入れることが可能です。

Informatica Big Data Management エディション比較 －  
貴社に最適なエディションを選択してください。

Enterprise Advanced

データベース、Hadoop、ソーシャルメディア、 
アプリケーションへの接続

● ●

高速データ取り込み ● ●

Hadoop でのデータ統合 ● ●

データベース プッシュダウン オプティマイゼーション ● ●

Hadoopでのデータプロファイリングとドメイン ディスカバリ ● ●

複雑なデータ解析 ● ●

テキスト解析：固有表現抽出機能 (NER) ● ●

動的スキーマとマッピングテンプレート ● ●

ユニバーサル メタデータ カタログ ● ●

エンドツーエンドのデータリネージ ● ●

Hadoop 上のデータ品質 ●

Hadoop での住所検証 ●

ビジネスグロッサリ
ビッグデー

タ環境のみ

インフォマティカ データアナリスト指名ユーザー×100 ● ●

サポート（サブスクリプション ライセンスのみ）
営業日の 
営業時間内

24 時間  
365 日
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インフォマティカについて

インフォマティカは、あらゆるモ

ノのデータを変革するイノベー

ションの実現に取り組む先進的

な独立系ソフトウェアプロバイ

ダーです。インフォマティカのソ

リューションによって世界中の企

業が情報価値を高めることに成功

し、ビジネスの最重要ニーズを満

たしています。現在、5,800 社を

超える企業がインフォマティカを

利用して、オンプレミスやクラウ

ドのほか、ソーシャルネットワー

クを含むインターネット上の情報

資産から最大限の価値を引き出す

ことに成功しています。

主な利点
革新的な製品やサービスを短期間で市場展開

Informatica Big Data Management によって、データサイエンティストとアナリストはデータの

統合ではなくデータから新たなインサイトを得ることに集中できるようになり、企業はこれら

のインサイトを革新的な製品やサービスの開発に活かすことができます。また、データ統合開

発環境に既存の PowerCenter®
マッピングをインポートすることで、インフォマティカに対す

る既存のスキルを有効に再利用できます。使いやすい視覚的な開発環境と繰り返し可能な開発

プロセスを利用できるとともに、ソーシャルメディア データや Web ログ、センサー デバイス 

データ、ドキュメント、電子メールなどのマルチ構造化データと非構造化データをサポートす

るデータ統合機能とデータ品質機能によって、手作業でのコーディングが不要になります。結

果として、IT部門の生産性が劇的に高まり、市場展開までに要する期間が短縮されます。

ビッグデータ プロジェクトのコスト削減

Informatica Big Data Management では、データをウェアハウスやソース システムから安価な

ハードウェアにオフロードして処理することで、ビッグデータのコストを削減できます。手作

業でのコーディングをなくし、豊富な実績に裏打ちされたデータ統合生産性ツールを利用する

ことで、生産性は最大5倍高まります。既存のデータプラットフォームと Hadoop のような新し

いテクノロジーの両方でのデータ処理活用を最適化することで、一度構築すれば、どこにでも

実装でき、コストを低く抑えられます。

Hadoop を企業組織全体に展開

Informatica Big Data Management では、Hadoop をさまざまなプロジェクトに幅広く導入でき

るので、Java MapReduce や Python などのスクリプト言語を使用して手作業でコーディングを

する必要がなくなり、パフォーマンス面とコスト面における Hadoop のメリットを活用できま

す。また、インフォマティカの認定開発者は世界中に10万人以上いるので、ビッグデータ プロ

ジェクトの人材として、必要に応じていつでも簡単に採用できます。このソリューションは管

理も容易で、複数のビッグデータ プロジェクトをサポートできます。また、エンドツーエンド

の最適なパフォーマンスを提供するとともに、エンドツーエンドのデータリネージで信頼性を

確保しながらリスクを最小化するセキュリティを実装し、導入と展開を促進します。

新しいテクノロジー導入時のリスクを最小化

Informatica Big Data Management は、Hadoop などの最新テクノロジーの導入に伴うリスクを

最小限に抑えるので、IT 部門は一回の投資で新しいテクノロジーと既存のデータインフラス

トラクチャの両方をサポートすることができます。このソリューションは、動的スキーマの影

響と機密データの保護に伴うリスクを最小化しながら、あらゆるタイプのデータに対して一貫

したデータ統合アプローチを提供します。Hadoop をはじめ、次々と出現する新しいテクノロ

ジーをサポートするため、Informatica Big Data Management ではマッピングやデータフローを

作り直す必要なしに、新たなイノベーションも容易に取り込むことができます。


