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レジリエントなビジネス実現に
『データ』が果たす役割とは？



テラデータのミッション

データの力で
ビジネス、そして人々の生活を変革する



Build the Future 
of your Business on 
Teradata
データを最大の企業資産に



お客様

サプライチェーン

効率

実行

ビジネス

より多くを期待しながらも、かつてとは異なる生活をし、

買い物や人とのつながりの保つため、モバイル、

デジタル、ソーシャルなどのチャネルを取り入れている。

弾力性、柔軟性、順応性、反応性を保ち続けなければ

ならない。

企業が生き残る上で最も重要であり、デジタルトランスフォーメーションは

進行中の構想ではなく急務となっている。

スムースで、完璧で、予想通りに進め、短時間のうちに

チャンスを捉えなくてはならない。

変化した世界が生み出すとてつもない需要に対応しながら、

新たに現れる大きなチャンスも見出し「乗り出す」

ことができるよう適応できなければならない。



Data デジタル化により得られたデータを活用し、
顧客を、ビジネスをより理解することで
ビジネスプロセスの変革と最適化が可能となる。
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出典：テラデータが2020年9月にVanson Bourneに委託し、実施した調査レポート

88% コロナ禍で
データがより重要となった



データを最大の企業資産として認識しなければなりません。
データはビジネスの中心的な存在とし、企業の経営戦略のもと管理し、
活用されるべきです。部門内にとどめるべきではありません。

データを最大限活用し
リアルタイムに収集・分析することが

必須条件



• 物流のリアルタイムマネジメントを実現する
プラットフォームの提供

• 複雑化する各国規制への短時間での対応

• データ分析のセルフサービス化による効率化

オペレーションにおける
レジリエンスの実現



顧客体験DX
を加速
• リモートアクセスの乗っ取りを数分で検出

• すべてのチャネルで大規模なリアルタイム意思決定

• ユーザー毎の大規模リアルタイム・スコアリング



企業全体にフォーカス

再利用可能

統合

管理

民主化

セキュリティ対策

運用可能

データを最大の企業資産としてを扱う

格納したものを何回も使う

より多くの答え、より深いインサイト

あらゆるデータを活用可能に

誰もが利用できるように

最も価値の高い資産を保護

データをビジネスに活用させる

未来志向のデータ分析プラットフォームとは

スケーラブル あらゆる質問をいつでも大規模に

future-ready



すべてを活用することで
これからのビジネスを変革

データを中心に



Thank you.Thank you.
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テラデータ会社概要

Appendix
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データ活用で企業の変革と成長を支える

Teradata Corporation

本 社： 米国カリフォルニア州サンディエゴ
顧 客 数： 1,400社以上
事 業 展 開： 75ヵ国以上
パートナー： 100社以上

お客様向けビジットセンター： Executive Briefing Center
目 的： データ活用を推進するための、国内外のエキスパート、ユーザーとの深いディスカッション
所 在 地： 米国：サンディエゴ、英国：ロンドン、東京 および バーチャル会議

日本テラデータ株式会社

本 社： 東京都港区赤坂2-23-1
アークヒルズ フロントタワー

事 業 所： 東京（本社）、大阪、名古屋、福岡
設 立： 2007年（平成19年）4月20日
資 本 金： 4億9千万円

社長兼CEO Steve McMillan 代表取締役社長 髙橋 倫二



16 ©2021 Teradata

テラデータの概要

テラデータのミッション
データの力を利用して、ビジネスや人々の生活を
変革します

評価
Doing Good With Data™

お客様に提供する価値
エンタープライズアナリティクスを実現し

最先端のマルチクラウドデータプラットフォームを提供

上位20社採用実績
通信：19社
銀行：18行

製造業：15社

2020年のクラウ
ドリーダーに選出

Gartner 
Magic Quadrant

（1）*

11年連続
CSRリーダー

ダウジョーンズ・
サステナビリティ・
インデックス選出

財務体質強化
収益20億ドル以上

エンタープライズアナリティクス向け
のコネクテッドマルチクラウドデータ
プラットフォーム

ビジネス成果を促進する
最も効果的なプラットフォーム

最新の分析ソリューションと連携する
最もオープンなパートナーアプローチ1 2 3

S&P 400
構成銘柄

100社以上
技術

パートナー

2021年のクラウ
ドリーダーに選出

The Forrester 
Wave™（2）*

1. Gartner Magic Quadrant：クラウドデータベース管理システム部門
2. The Forrester Wave™：Cloud Data Warehouse、2021年第1四半期
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テラデータのオファリング

Teradata Vantage

クラウドデータウェアハウス、データレイクで
大規模データ分析プラットフォームを実現する、
データ分析基盤ソフトウェア

• DWHとデータレイクを構築し、統合
• データドリブン企業を実現する処理能力
• 誰でもデータ活用を実践可能に
• 最新の高度なアナリティクスを実行

サービス

データを最大の企業資産とする、データ活用戦
略立案から運用までを担う各種サービス

ビジネスサービス
ビジネス上の戦略的および実用的な意思決定を推
進する、高度なアナリティクスおよびモデリング
サービス。

エコシステムサービス
アナリティクスの最新基盤を確立し、運用する技
術サービス。

サービスカタリスト
データ管理の合理化／自動化および分析モデルの
本番活用、データの透明性、使用状況、クロスプ
ラットフォームのリネージを解明するソリュー
ション。

IntelliFlex™
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ビジネスサービス

エコシステムサービス

サービスカタリスト

サービスポートフォリオ

お客様のデータ資産を活用し、ビジネス上の戦略的および実用的な意思決定を推進するための
インサイトをもたらす、高度なアナリティクスおよびモデリングサービス。

Vantageをお客様のデータファブリックと統合し、アナリティクスのパフォーマンスと速度を
高めるための最新の基盤を確立し、運用する技術サービス。

データ管理の合理化／自動化および分析モデルの本番活用、データの透明性、使用状況、クロ
スプラットフォームのリネージを解明するソリューション。

カスタマーエクスペリエンス向上 設備資産の最適化 ファイナンストランスフォーメーション

オペレーション高度化 リスク管理／軽減 プロダクトイノベーション／マネジメント

データ戦略

• ビジネスバリューロードマップ
• エコシステムアーキテクチャ
• キャパシティアセスメント

データエンジニアリング

• DataOps
• AnalyticOps
• データインフォメーションアーキテクチャ
• データ統合

• データ/プラットフォーム移行
• ソフトウェア・アップグレード
• データセキュリティ＆プライバシー

エコシステムデコーデッド データDNA データインダストリアリゼーション

推奨スタック 業界データモデル
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すべて人に安心して
データ活用を促進
セキュリティ、ロールベース、
コーディング不要な機能で、す
べての人が権限レベルに応じた
データにのみアクセスし、最大
限活用できます。

アナリティクスを高
度化
マシンラーニングとAIを大規
模に活用し、より良い、より
多くのモデルでより良い結果
を獲得できます。

全社活用できる
全方位の拡張性
テラデータのみが提供可能なエ
ンタープライズレベルの多次元
拡張性が巨大なデータ分析処理
を将来にわたり支えます。

誰でも「答え」を獲
得
分析スキルに関係なくデータ
を活用しビジネスに必要な
「答え」を得られる環境を構
築できます。

Vantage：
大規模データ分析基盤ソフトウェアを
ハイブリッド・マルチクラウドで

Vantage：
大規模データ分析プラットフォームを
ハイブリッド、マルチクラウドで

誰でもデータ活用を
実践可能に
分析スキルに関係なくデータを
活用しビジネスに必要な「答
え」を得られる環境を構築でき
ます。

最新の高度な
アナリティクスを
最先端のマシンラーニングと
AIを大規模に活用でき、より
良い、より多くのモデルでよ
り良い結果を獲得できます。

データドリブン企業
を実現する処理能力
テラデータのみが提供可能なエ
ンタープライズレベルの多次元
拡張性が巨大なデータ分析処理
を将来にわたり支えます。

DWHとデータレイ
クを構築し、統合
必要なすべてのデータをDWH
データレイクに蓄積し、透過
的にアクセスし、組み合わせ
て分析が可能になります。
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ユーザ

エンジニア

データ
サイエンティスト

ビジネス
アナリスト

ナレッジ
ワーカー

パートナー

お客様

運用
システム

エグゼクティブ

データ
パイプ
ライン

AZURE 
DATA 

FACTORY

GOOGLE 
DATAFLOW

センサーとIoT
（非構造化）

データ
ソース

（ストリーミング）

クラウド
ストレージ

AMAZON S3

AZURE 
STORAGE

GOOGLE CLOUD 
STORAGE

TERADATA VANTAGE

データファブリック | オープンコネクティビティ | QueryGrid

CSV    JSON     PARQUETRELATIONAL     AVRO CSV JSON

データストア ネイティブオブジェクトストレージ

資産
最適化

プロダクト
イノベーション

財務
改革

リスク
軽減

オペレーショナル
エクセレンス

顧客
経験

API SQL Python R Java

高度なSQLエンジン
ワークロードマネジメント|マシンラーニング拡張機能

データベース内アナリティクス |   BYOM   |   パートナーアナリティクス

AWS APPFLOW

マルチクラウド・データウェアハウス Teradata Vantage
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お客様のニーズ

料金負担は、成功した
クエリーに対してのみ

利
用
状

況

時間

コ
ス
ト
要
素

スケール

柔軟、適正、明瞭なコスト

１時間あたり1テラバイトの
ストレージ

１時間あたりの
コンピューティング5

$

19
¢

Teradata

他社製品

ご利用に応じた支払い エンタープライズスケールでのコストは最低価格

※米国国内価格、日本円価格については担当営業にご確認ください。
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Vantageは、多次元的なスケール調整が可能
クエリー数やユーザー数、データ量に至るまで、1つのベクトルに対する

需要が増大しても、他のベクトルでのパフォーマンスが損失しない。

多くのアナリティクス製品は、スケール調整が相互に依存
クエリー数の増加に応じて、データの可用性に遅れが発生。

ユーザー数の増加に応じて、処理されるクエリーの数が減少。

データの
レイテンシー

混合
ワークロード

クエリーの
応答時間

クエリーの
同時並行性

クエリーの
複雑性

スキーマの
高度化

クエリーデータ
の量

データの量

データの
レイテンシー

混合
ワークロード

クエリーの
応答時間

クエリーの
同時並行性

クエリーの
複雑性

スキーマの
高度化

クエリーデータ
の量

データの量

変革を支えるパフォーマンス
Vantageは、将来急激に変化するデータ量や複雑性に今すぐ適合できるデータ分析基盤ソフトウェアです。
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システムインテグレーションとコンサルティング

ディストリビューターとリセラー

高度なアナリティクスストレージ

クラウド／ハイブリッド データマネジメント
BIおよび

ビジュアライゼーション
セキュリティ

パートナーとのエコシステム
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通信
電気通信会社トップ 20 内の

19 社

金融サービス
世界の商業銀行および

貯蓄銀行トップ 20 内の 18 行

ライフサイエンス
製薬会社トップ 15 内の10 社

製造
製造会社トップ 20 内の 15 

社

旅行／輸送
旅行／輸送会社

トップ 20 内の 16 社

小売
世界最大級の小売会社および

米国の小売会社
トップ 10 内の 8 社

メディア／エンターテインメント
世界中の大手メディア／

エンターテインメント企業

ヘルスケア
ヘルスケア会社

トップ 20 内の 13 社

顧客

テラデータは、各業界のトップ、グローバル
企業の変革と成長のご支援をしています。
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Future
変革とその先の成長のために
今すぐ、テラデータと始めましょう。


