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1.会社紹介



2.クラウド専門家集団



3. 様々な Container Cloud Enterprise Serviceパートナー社

公式Resellerパートナー社
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02.ソリューションの特長

2.1 分析ポータルの必要性

2.2 BizMicro BigData

2.3 BizMicro BigData特長

2.4 期待効果



2.1 分析ポータルの必要性(1/4)

ビッグデータ環境に適用される多すぎるSWは
統合管理や役割ごとのチャンネル流入施策などが必要です



2.1分析ポータルの必要性(2/4)

分析ポータルは現業ユーザー、アナリスト、オペレーティングユーザーなどの
ためのビッグデータ分析環境の役割別サービスを目指しています

ユーザー



2.1分析ポータルの必要性(3/4)

人工知能分析の時、データアナリストたちは
Self-Service基盤のﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ分析環境が必要です



2.1分析ポータルの必要性(4/4)

データ活用者間のデータガバナンスのための
統合データの照会および協業スペースが必要です



2.2 BizMicro Bigdata 概要(1/2)

BizMicro Bigdataはビッグデータ環境のための
“データガバナンス役割別パイプ"を目指します

人工知能及びメタ管理

データ源泉に対する分類体系と

Jupiterなど、様々な

AIリソースを管理できる機能

視覚化レポーティン

課題結果及びOLAPなど

のための視覚化レポー

ティング機能

課題結果管理

実際の業務に応じた課題
の結果を取りまとめて
パーソナライズする機能

ビッグデータ環境のための最も理想的な方法で

コミュニケーションするプラットフォーム



2.2 BizMicro Bigdata 概要(2/2)

ビッグデータ"分析サービス/サポート/活用"にフォーカスをあてた
Modern Applicationを目指します

- 사이트 관리 (포털 단위시스템별 App 관리 , 도메인관리 등)
- 조식도 , 가상그룹 관리
- Widget , App 개발 가이드 제공
- 업무 사용 추적 로그 관리

役割別オーダーメイド業務サービス

- アナリストのための共有空間及び分析結果提供機能
- 様々な関係者のための報告書の管理機能
- 分析業務および協業のための報告書の権限管理

アナリストコンテンツ管理環境

-プロジェクト別の別途ファイル及びその他の知識管理が可能
-分析過程で生成されるコンテンツの生成から廃棄までの一連のコンテンツLife Cycle管理
-標準メタシステム、BIソリューション、HDFSなど、外部の様々なレガシー連動機能を提供

分析結果
活用

アナリスト
知識管理

3rd Party
サービス

人工知能プラットフォームなど必要な様々なAdd-onサービス

- オペレータのためのHDFSモニタリング機能
- ドッカークラウド環境と連携したAIプラットフォーム
- 様々なJupyter、Rなどのオープンソース提供機能



2.3 BizMicro BigData 特長 - マルチデバイス環境に対応

BizMicro BigDataは様々な環境に適用するために
Mobile、PC App、Web環境を支援します



2.3 BizMicro BigData 特長-API管理

BIZMICRO BigDataは視覚化の結果のために
様々な3rd Partyソリューションとの連携が最適化されています

※ Tableau, Spotfire, SAS VA などと連携可能

3rd Party
SW

分散処理サーバ
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2.3 BizMicro BigData 特長 – 役割別に合わせたポータル

BizMicro BigDataは、ユーザーの役割に合った
パーソナライズポータルサービスを提供します

■ 主要機能

• 統合メッセージ、メッセージングルーター、掲示物、ファイル、

アカウント、PUSHメッセージ、権限、認証、API、ログ管理サポート

• サポートDBMSは商用からオープンソースDBに対応

■ 機能特徴

• 個人化ポートレット機能提供
• 一般のユーザー:OLAP、定型、非定型レポートの照会機能
• オペレーティングユーザー:システムモニタ分析会社 : データ照会、
メタデータ管理、分析環境、モデル管理

• リング及び学習状況など資源管理モニタリング機能を提供



2.3 BizMicro BigData 特長 – Cloud Native Application

BizMicro Coworkは、クラウド環境基盤の
Cloud Native Applicationを目指します

- MSA(Micro Service Architecture) 基盤

- DevOps環境支援

- Container基盤サービス

- (Kubernetes, Apache Mesos対応)

※2020年 Kubernetes 認証取得
https://www.cncf.io/certification/software-conformance/



2.3 Biz Micro Big Dataの特長 - Private人工知能プラットフォームの環境構築可能

BizMicro BigDataはPrivateまたはPublic Cloudとの連携
AI分析環境プラットフォーム構築が可能です

協業環境 作業管理



2.4 期待効果

BizMicro BigDataはアナリストを理解し、
便利な役割別業務環境を提供します

分析結果提供

HR連携

分析結果照会

データ提供 /リクエスト分析関連データコンテンツ管理

分析BIの結果物を共有·提供

管理機能

統合分析ポータルサービス

ポータル管理

その他レガシー連携

データ

アナリスト

外部ユーザー

認可者に限り、

ユーザー照会機能

その他分析関連コンテンツ提供
権限による情報提供

機能提供

コンテンツ管理 ビジュアル管理 データ管理 掲示物管理 ユーザー管理

データ分析を通じた様々なサービスを統合し、多様な分析結果を共有するパイプの役割



03.ソリューションの主な機能
3.1個人報告書管理機能

3.2 ユーザー及び権限管理

3.3 ビジュアル情報及び課題管理

3.4 分析会社共有データ管理

3.5メタデータ管理

3.6 ビッグデータ資源モニタリング - カスタマイズ領域

3.7 AIプラットフォームの拡大 - 選択

3.8 ビジュアルレポートの拡大 - 選択



3.1 個人レポート管理機能

Biz Micro BigDataは、必要な視覚化の結果を
パーソナライズするポートレット環境を提供します

-個別視覚化

-部署別視覚化

-プロジェクト別視覚化

最近のプロジェクト現況

接続現況

登録現況



3.2 ユーザー及び権限管理

BizMicro BigDataはHRとSelf-BI環境と連携し、
ユーザーおよび権限管理機能を提供します

- 既存のユーザー情報連携

- アナリスト/ユーザー/

管理者権限

- Self-BIアカウント管理

ユーザー管理



3.3 視覚化情報及び課題管理

BizMicro BigDataはレポートを共有するための
課題管理機能を提供します

- 課題管理

- ポータル内の個人

視覚化機能管理

- 視覚化ポートレート

管理

- BIソリューション

権限管理

レポート管理



3.4 アナリスト共有データ管理

BizMicro BigDataはアナリストの資料共有ための
共有データ管理機能を提供します

- 既存のユーザー情報連携

- アナリスト/ユーザー/
管理者権限

- Self-BIアカウント管理

レポート管理



3.5 メタデータ管理

BizMicro BigDataは分析メタ管理のための
メタデータ管理機能を提供します

- 標準メタデータ連携

- データソース管理

- データ説明管理

- データテーブル照会

メタ管理



3.6 ビッグデータ資源モニタリング:カスタマイズ領域

BizMicro BigDataはHDFSと連携し、
Hadoopの資源モニタリング機能を提供します

- Hadoop資源モニタリング

- 分析環境モニタリング

- 人工知能資源モニタリング

- サーバー情報モニタリング

例）W銀行資源モニタリング – ただ、クラウド環境で適用可能

私のプロジェクト

私のIDE

私のIDE状態

新規モデル現況



3.7 人工知能プラットフォームの拡大 - 選択1

BizMicro BigDataは、Docker管理機能と連携して、
人工知能プラットフォームへの拡大が可能となります

- アナリストのためのAI
プラットフォーム

資源管理

- 資源の割り当ておよび
承認

- 配分及び回収

Application

Application管理



3.7人工知能プラットフォームの拡大 - 選択2

BizMicro BigDataは、Docker管理機能と連携して、
人工知能プラットフォームへの拡大が可能となります

インデックス及びデータ照会

例）上記3rd party Open SWの場合、顧客企業に合わせて変更可能



3.8 視覚化レポートの拡大 - 選択

BizMicroBigDataは視覚化出力物のための
TibcoのJasperSoftが内蔵されています

- Tibco Jasper SW 内蔵

- 視覚化ソリューションを含む

- レポーティングデザイナー込み

Easy To Embedded

• 報告書の結果を様々な環境に最適化し、これを提供できる

柔軟なプラットフォームを提供

• 簡単に他のシステムと連携できるシステムを提供

Affordable

• ユーザーニーズに応じて様々な環境が提供される
プラットフォームを提供

• サービスのための様々なソリューションを提供

Self-Service

• 簡単なDrag & Dropレポートデザインでどのようなデータに
対しても視覚化及び分析画面提供

Cloud Architecture

• 今後のクラウド環境を考慮した拡張性保有
• マルチタナンスィ(Multi-tenancy)から無停止サービスなどを
サポートできるサービスプラットフォーム形態で提供

例）導入時に別途メンテナンス費用発生 - 二重化追加費用発生



04.主な構築事例
4.1K銀行

4.2 金融決済院

4.3W銀行

4.4J持株会社

4.5S金融投資



4.1 K銀行

K銀行 – データカフェ

- 2018年12月初オープン

- 2019年10月高度化事業完了

- ビッグデータ基本プラットフォーム

として活用

- 主な機能:BI連携、代理店／営業店管理
など



4.2 金融決済院

金融決済院

- 2020年3月初オープン

- 2020年12月 2段階オープン

- 主な機能:報告書の管理、

顧客管理など



4.3 W 銀行

W 銀行

- 2019年11月プロジェクト着手

- 2020年8月 ビッグデータポータルオープン

- 2020年12月 AIプラットフォームオープン

- 主な機能:AIプラットフォーム、

視覚化ポータル、分析課題結果ポータル、

HDFSメタ及び監査管理など



4.4 J持株

J持株

- 2020年7月プロジェクト着手

- 2020年12月 ビッグデータポータルオープン

- 主な機能:報告書管理



4.5 S 金融投資

S 金融投資

- 2020年12月プロジェクト着手

- 2021年4月 ビッグデータポータルオープン

- 主な機能:報告書管理、Publicクラウド連携(AWS)

http://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=4
51471



最後まで御覧くださり、
ありがとうございます。


