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利点

• ビッグデータストリーミングのア

ナリティクスでリアルタイムのオ

ペレーショナル インテリジェン

スを実現

• 生産性の向上およびオンプレミス

またはクラウドでの迅速な導入に

より、短期間で価値を発揮

• 柔軟な単一のプラットフォームか

ら、あらゆるレイテンシで情報を

提供

• リアルタイムストリーミングのコ

ンフィグレーション、導入、管

理、モニタリングを簡略化

• 進化し続ける複雑なオープンソー

ステクノロジーに伴うリスクを最

小化

ビジネスのスピードに合わせて情報をリアルタイムに提供

今日の企業は、絶え間なく流入してくるリアルタイムのデータストリームからインサイトを引

き出すことができる、かつてない機会に恵まれています。このようなデータには、データベー

スからのトランザクションやWebサーバーのクリックストリーム、アプリケーションやインフ

ラストラクチャのログデータ、地理的な位置データ、モノのインターネットを構成する多種多

様なデバイスやマシンのセンサーやエージェントから収集するデータなどがあります。 

このようなメッセージとイベントの絶え間ない流れを活用することで、意思決定とオペレー

ショナル インテリジェンスの効率、俊敏性、応答性を高めることができます。しかしデータの

流れは速いため、あっという間に膨大な量に膨れ上がってしまいます。これらのデータを広い

範囲で即座に収集して分析できなければ、最大限の価値を引き出すことはできません。

ストリーミングアナリティクスのための拡張可能な最新のアーキテクチャ

Informatica Big Data Streamingによって、企業はデータストリームの準備を整えて処理し、イン

サイトを得ると同時に、ビジネスのニーズを満たすために最適なタイミングで行動することが

できます。Intelligent Streamingは縦横両方向に拡張することが可能で、SLA（サービスレベル契

約）を順守しながらPB（ペタバイト）単位のデータをサポートします。 

Kafka、HDFS、Amazon Kinesis、NoSQLデータベースなどの高性能なコネクタがあらかじめ

組み込まれているので、エンタープライズメッセージングシステムとデータ変換により、コー

ドを使用せずにデータ統合ロジックを定義できます。また、設計パターンに基づいて実行時に

データフローのクラス全体が自動的に生成されるため、生産性とメンテナンスのしやすさが劇

的に向上します。

テクノロジーの進化に合わせて持続するように構築されているマルチレイテンシのデータフロー

複数の優れたオープンソーステクノロジーを基盤に構築されているInformatica Big Data 

Streamingは、使いやすいエンタープライズグレードのソリューションです。ストリームの処理

には、現在注目されているオープンソーステクノロジーのひとつであるSpark Streamingを主に

使用し、KafkaやHadoopなどの他のオープンソースプロジェクトもサポートしています。新し

いテクノロジーは常に進化していきますが、Informatica Big Data Streamingは同じデータフロー

でこのような進化に適応していくので、データフローの再構築は不要です。また、利用可能な

リソースとSLAに基づいたレイテンシ（リアルタイムまたはバッチ）で実行するように、データ

フローをスケジュールすることができます。
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クラス最高のオープンソーステクノロジーを基盤としたセ

キュアなストリーミングデータ管理

Informatica Big Data Streamingには、あらかじめ組み込ま

れた変換機能の広範なライブラリが実装されており、Spark 
Streamingをネイティブにサポートして大規模環境であらゆる

タイプのデータを処理します。Spark Streaming以外にも、下

記をサポートしています。

• セキュアなKafka（Kerberosを統合）：マッピング間のデー

タ転送および復元のためのデータ再生

• HDFS：復元可能性データのための高可用性持続ストア

• メモリ内機能：データベースルックアップの繰り返しを回避

するための高速ルックアップ

 
あらゆるレイテンシに対応する一貫したアプローチ

Informatica Big Data Streamingは、あらゆるレイテンシのデー

タをサポートする一貫した単一のデータ処理アプローチに

よって、急速に変化するテクノロジー環境に対応します。開

発者がデータストリームを設計するのは一度のみ、実装する

のも一度のみで済みます。その後はSpark Streamingが進化す

るだけでなく、新たなストリーム処理エンジンを導入するこ

とでも既存のデータパイプラインの管理はより容易になり、

リスクも軽減されます。結果として、影響やリスクを抑えな

がら、データストリームと新たなイノベーションを運用シス

テムへ迅速に採り入れていくことができます。 
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主な機能
信頼できるサービス品質（QoS）で高性能なストリーミング

アナリティクスを提供

Informatica Big Data Streamingは、さまざまなソースのデー

タを収集、変換、結合し、1秒未満の処理速度で数十億もの

イベントに対応します。データは継続して使用できるように

Hadoopに保存され、ストリーミングデータと履歴情報が相互

に関連付けられます。サービス品質は、業務要件に合わせて

最適なレベルを指定できます。

ビジネスルールによるリアルタイムの意思決定

業務担当者は、使いやすい直感的なルールビルダーを使用し

て、変換／エンリッチ化されたデータストリームに対するイ

ベント主導型のビジネスルールセットを作成し、実行するこ

とができます。また、差し迫ったリスクがある場合や機会が

見込まれる場合に、適切な担当者がリアルタイムで対応でき

るように、アラート生成のトリガとなるパターンや異常、イ

ベントを定義できます。

Informatica Big Data Streamingの柔軟なアーキテクチャは、Informatica Intelligent Data Platformおよび複数の卓越したオープンソーステクノロジー
を基盤に構築されています。
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一元化したシンプルなコンフィグレーション、管理、モニタ

リング

Informatica Big Data StreamingはInformatica Intelligent Data 

Platformを基盤に構築されており、一連の統合されたツール

とサービスのセットによって導入環境を効率的に管理およ

びモニタリングできます。この管理ツールでは、システム、

ユーザー、展開したマッピングの管理とモニタリングを簡単

に行えます。

高可用性、拡張性、アーキテクチャの柔軟性

Informatica Big Data Streamingは、コモディティハードウェ

ア上の高可用性自動フェイルオーバーコンフィグレーション

（共有ファイルシステムは不要）と、データの保証配信機能

をサポートしています。絶対にデータを失うことなくSLAを確

実に順守できるようにストリーミングデータを途切れること

なく処理するために、これらの機能は不可欠です。Sparkノー

ドを追加で導入するだけで、縦横両方向にスケールアップし

ていくことができます。またソースとターゲットをあらゆる

パターンで接続できる柔軟なアーキテクチャは、変化する業

務要件をサポートします。

事実上あらゆるタイプのデータストリームを処理

データの高速化が進む現在、機械やIoTデバイスによって、

さまざまな形式やタイプのデータが日々生み出されていま

す。Informatica Big Data Streamingでは、複雑な階層デー

タオブジェクトなど、あらゆる形式（JSON、XML、Avro、

CSVなど）とタイプ（Array、Struct、Record、Maps、Nested 

HTYPEなど）のデータを処理できます。

クラウド対応ストリーミング 

リアルタイムのストリーミングデータを保存、処理、管理す

るための、コスト効率と拡張性、俊敏性に優れたプラット

フォームとして、ますます多くのデータがクラウドに移行し

ています。Informatica Big Data Streamingは、Amazon Kinesis 

Streams（ソース）、Amazon Kinesis Firehose（ターゲッ

ト）、Amazon EMR（ストリーミングモード）を完全にサ

ポートしているため、大量のリアルタイムデータを簡単かつ

効率的に収集、配信、処理できます。

Informatica Big Data Streamingのビジュアル開発環境は、手作業のコーディングに比べて最大5倍の生産性を実現します。
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主なメリット

ビッグデータイニシアチブのROIの向上

ストリーミングデータのリアルタイムの取得、転送、品質調整、エンリッチ化、処理、配布が

可能な単一のストリーミングアナリティクスソリューションによって、リアルタイムのオペ

レーショナル インテリジェンスを実現できます。センサーやデバイス、マシンログなどから送

られてくるリアルタイムのデータを、トランザクションデータや顧客データ、製品データ、参

考データなどのエンタープライズデータと組み合わせることで、実用的なインサイトをビジネ

スのスピードに合わせて特定し、これらに対応できます。

多用途性に優れた単一のプラットフォームで将来にわたり投資効果を確保

利用可能なシステムリソースとSLAに基づいて、ストリームおよびバッチ処理を最適化できま

す。Spark Streamingでの1秒以下の高速ストリーム処理からHadoopでのバッチ処理まで幅広い

データ処理が可能で、データパイプラインの再設計や再構築は不要です。いったんデータパイ

プラインを構築して任意のレイテンシで実行すれば、既存のデータプラットフォームと進化す

るテクノロジーの両方でデータ処理を最適化して、コストを低く抑えることができます。

迅速な導入によって価値を獲得するまでの期間を短縮

価値を獲得するまでの期間とは、設計、構築、テストから導入、メンテナンスまでを、いかに

迅速に進めることができるかということを意味します。Informatica Big Data Streamingでは、手

作業のコーディングに比べて、開発の生産性を最大5倍まで高めることができます。開発者は、

ビジュアルな開発環境とあらかじめ組み込まれた動的なテンプレートを使用することで、たと

えSpark Streamingの概念と言語に関する専門知識がなくても、データストリームを構築するこ

とができます。また、シンプルなコンフィグレーションパラメータによって、データストリー

ムを迅速に運用環境へ展開できます。ビジュアル開発環境と基盤となる処理エンジンが高度に

抽象化されているため、データストリームを任意の場所（オンプレミスまたはクラウド）に展

開できます。

進化し続ける複雑なオープンソーステクノロジーに伴うリスクを最小化

Informatica Big Data Streamingは、SparkやSpark Streamingなど、進化のスピードが速いテク

ノロジーに伴うリスクを最小限に抑えます。IT部門は、一度投資するだけで変化するテクノロ

ジー環境の中でも有効性を保ち続け、あらゆるレイテンシであらゆるタイプのデータに一貫し

たデータ処理アプローチを通じて対処することができます。新しいテクノロジーが進化と変化

を続けても、データパイプラインは簡単に維持管理することができます。すなわち、投資した

環境は現在だけでなく将来においてもリアルタイムストリーミングの最新のイノベーションを

迅速に取り込み、適応していくことができます。

インフォマティカについて

デジタルトランスフォーメーショ

ンによって世界が変化していま

す。企業クラウドデータ管理の分

野で世界を牽引するインフォマ

ティカは、俊敏性の向上、新たな

成長機会の獲得、新しいソリュー

ションの開発を実現するための洞

察を通じて、企業がインテリジェ

ントにビジネスをリードできるよ

う支援します。インフォマティカ

は、企業がこれからのインテリ

ジェントな破壊的イノベーション

を推進できるよう、当社が提供す

るあらゆるサービスを通じてデー

タの力を継続的に引き出すことを

支援します。  


