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「One Data」イン・ザ・クラウド
クラウド環境でアプリケーションにデータを供給
ブルームバーグの包括的なデータと独自コンテンツ クラウド対応型データ

ソリューションが 
進化する企業ニーズに
応えます。
「データライセンス」と「リアルタイム」の双方に
配信オプションをご用意し、「One Data」のニー
ズにクラウドネイティブな形でお応えします。

データに基づく意思決定を促進するには、企業
のアプリケーションが柔軟性と拡張性を備え、質
の高いデータにアクセスできることが重要です。ま
た、高いセキュリティを保ちながらコスト効率のよ
い方法でデータから知見を引き出し、分析を実行
するために、高度な計算能力を備えている必要が
あります。
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クラウドネイティブ型の配信オプション

430万
リーガル 

エンティティ

1290万
金融商品

3.4万
指数

約7000
データ項目

3500万
金融商品

330以上
世界の取引所

5000
以上

データ提供社

800億
ティック／日

すべてのアセットクラスを包括的にカバー：他社では得
られない膨大かつ詳細なデータにアクセスし、32万5000人の
ターミナルユーザーが使用するのと同一のコンテンツを活用で
きます。

グローバルにリアルタイムで接続可能：業界最高水準のイ
ンテリジェンスに基づいて標準化された包括的なマーケットデ
ータにアクセスできます。

データライセンス

プライシ
ング

プライシ
ング ニュース企業構造

債券・通貨の 
コンポジット価格

債券・デリバティブの 
評価価格

リサーチ

規制

その他 その他

オルタナティブデータ

証券マスター

コーポレートアクション 流動性 
分析

出来高加重 
平均価格

クロスアセット・インプライド・ 
ボラティリティ

リアルタイム

データコンテンツ

利点

AWS S3 API BLPAPI （C++、Java、C#、Python）

S3ゲートウェイVPCエンドポイント 
／インターネット  AWSプライベートリンク／Azureプライベートリンク

柔軟性

パフォーマンス セキュリティ コスト削減

拡張性 アクセス性

クラウド環境でのデータライセンス・サービス＊ クラウド環境でのリアルタイム・サービス

＊AWSのリファレンスデザイン

以上 
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インターネット

S3ゲートウェイVPCエンドポイントによ
り、ブルームバーグ本社（米国東部）の地
域のお客さまも、域外のお客さまも 
クラウド環境で安全にデータをご利用に
なれます。
• ブルームバーグ本社と
同一の地域（米国東部）
 のお客さまは、S3ゲートウェイVPCエン
ドポイントを設定すれば、AWSネットワ
ーク内でDLクラウドデータをご利用にな
れます。
• ブルームバーグ本社とは異
なる各地域（中国本土を除く）
 のお客さまは、Lambdaとクロスリージョ
ンS3ステージング・バケット・レプリケー
ションを通じてS3ゲートウェイVPCエン
ドポイントを活用することで、AWSネット
ワーク内でDLクラウドデータをご利用に
なれます。

配信（AWSのリファレンスデザイン） 配信

契約しているデータを、AWSのクラウドネイティブソリ
ューションとAPIを利用してS3アクセスポイントからお
客さまのVPCに取り込むことができます。
•  ユーザーのアクセス権はS3アクセスポイント・レベ

ルで管理されます。
• SNS Data Readyアラートを 利用すると、データセ
ットが利用可能になると自動的に通知されます。

データ・アクセス（AWSのリファレンスデザイン） データ・アクセス

• ブルームバーグのクラウド・ソリューションは
AWS、Azure、Google Cloudの3大クラウド・プロバ
イダー すべてに世界各地で対応していきます。
•  AWSご利用条件：米国東部1、米国東部2 

のブルームバーグVPC（予定）

地域

ご利用条件 ご利用条件

クラウド環境でのデータライセンス・サービス クラウド環境でのリアルタイム・サービス

バルクデータもパーセキュリティの データセットもAWS S3 API（AWSのリファレンスデザ
ン）を使ってクラウドから直接ダウンロードできます。

 導入時のマニュアル・カスタム・データセットはBEAP／HAPI経由で設定されます。

 お客さまは、自社のクラウド環境でブルームバーグのリアルタイムデータをストリーミ
ングしたり、参照データに直接アクセスしたりできます。これを実現するため、AWSプ
ライベートリンクまたはAzureプライベートリンク経由で接続し、ブルームバーグのオ
ープンAPI（BLPAPI）を使用してデータの取り込みを行います。

 
クラウドネイティブ型 

インターフェース プライベート
接続

ブルームバーグ
エンタープライズ・アクセス 

ポイント
データ検索・購入・リクエスト・スケジュール

ブルームバーグ 
プライベート 

クラウド

 
ブルームバーグ 

プライベート 
クラウド

VPC VPC

B-PIPEインスタンス

お客さま お客さま

お客さまの 
プライベート 

クラウド

お客さまの 
プライベート 

クラウド

VPC VPC

SNS アプリケーション 
サーバー

クラウドオブジェクト
ストレージ クラウドオブジェクト

ストレージ

ブルームバーグ・ティッカー 
プラント

C++、Java、C#、またはPythonで、ブルーム
バーグのオープンAPI（BLPAPI）を利用して、
お客さまのVPCにあるアプリケーションサー
バーにデータを取り込みます。

AWS プライベートリンクまたはAzureプ
ライベートリンクにより、ブルームバーグの
データをクラウド環境で安全にご利用に
なれます。
• プライベートリンク用に安全なエンドポイ
ントを作成すると、パブリックIPアドレスを
必要とせず、 お客さまのVPCから直接接続
できます。
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AWS S3 API

地域

ゲートウェイVPCエンド 
ポイント

• ブルームバーグのクラウド・ソリューションはAWS、Azure、 Google 
Cloudの3大クラウド・プロバイダーすべてに世界各地で対応していきます。
•  AWSご利用条件：米国東部1、米国東部2、 

ダブリン、東京のブルームバーグVPC
•  Azureご利用条件：米国東部のブルームバーグVPC

プライベート接続BLPAPI



データ提供社の枠を超えた付加価値を提供

金融サービス業界向けのクラウドネイティブ型データ配信オプションの
詳細については、弊社までお問い合わせください。
bloomberg.com/data

Take the next step.
ブルームバーグの企業向けサービスの詳細については、 
bloomberg.com/enterpriseをご覧いただくか、 
entprise@bloomberg.netまでご連絡ください。

シンガポール 
+65 6212 1000
シドニー 
+61 2 9777 8600
東京 
+81 3  4565 8900 

北京 
+86 10 6649 7500
ドバイ 
+971 4 364 1000
フランクフルト  
+49 69 9204 1210 

香港 
+852 2977 6000
ロンドン 
+44 20 7330 7500
ムンバイ 
+91 22 6120 3600

ニューヨーク 
+1 212 318 2000
サンフランシスコ 
+1 415 912 2960
サンパウロ 
+55 11 2395 9000

本資料に含まれるデータは、例示を唯一の目的としています。ブルームバーグ ターミナルのサービスおよびブルームバーグのデータ商品（以下「サービス」）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（以下「BFLP」）が所有、配信しています。ただし、(i) アルゼンチン、オーストラリアおよび太平洋諸島の一部の管轄区域、バミューダ、中国、インド、日本、韓
国、ならびにニュージーランドでは、ブルームバーグ・エル・ピーおよびその子会社（以下「BLP」）が、(ii) シンガポールおよびブルームバーグ・シンガポール・オフィスの管轄区域ではBFLPの子会社が、当該サービスを配信しています。  
BLPは、BFLPおよびその子会社に 
グローバルマーケティング業務および運用支援・サービス業務を提供しています。特定の特徴、機能、商品およびサービスは、高度な投資判断能力のある機関投資家のみを対象としており、法的に認められている場合にのみ提供されます。BFLP、BLP およびそれらの関連会社は、当該サービスに含まれる価格または情報の正確性を保証しません。当
該サービスのいかなる事項も、BFLP、BLP またはそれらの関連会社による金融商品の勧誘、投資戦略や金融商品の「売り」、「買い」、「中立」に関する投資助言または推奨を構成するものではなく、そのように解釈されるべきではありません。当該サービスを通じて提供される情報は、投資判断の根拠となる十分な情報とみなされるべきではありませ
ん。ブルームバーグ、BLOOMBERG ANYWHERE、 ブルームバーグ マーケッツ、ブルームバーグ ニュース、ブルームバーグ プロフェッショナル、ブルームバーグ ターミナル、および BLOOMBERG.COMは、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップであるBFLPまたはその子会社の商標およびサービスマークです。上記に含まれていない商標やサービス
マークについても、ブルームバーグはその名称・マーク・ロゴに対する知的財産権を放棄するものではありません。無断複写･複製･転載を禁じます。©2021 Bloomberg 99824 0221


