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データ活用の課題1



© 2021 IBM

今、企業に求められていること

データドリブン経営
「データ」と「アルゴリズム」に基づいた客観性の高い意思決定をする経営

データ

アルゴリズム

経験

勘

出典：

Top 10 “Game-Changing” Technologies

と
が 位を占める

（短期）業務継続基盤の強化テーマ

（中期）お客様の次世代戦略テーマ

業務での省人化
自動化の徹底

バーチャル・
機動的な

ワークスタイル

リスク管理
強化

コア顧客の保持・
ロイヤリティ強化

コスト削減・
適正化の加速

1 2 3 4 5

在宅態勢整備・
インフラ・ルール/制度・運用インフラ・ルール

6
BCP態勢再整備

7

省人化の
加速

コア顧客との
関係強化

リスク態勢
強化

コスト削減

アフターコロナではデジタル化は待った無しアフターコロナではデジタル化は待った無し
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データ活用に関するお客様の課題

分析は進めてきているが、一部の部門でしかデータの活用が進
んでいない

全社に提供できるような仕組みや運用になっていない

• ビジネスに貢献できる効果的な分析の着眼点がなかなか掴めない

• データに基づく意思決定をすることの重要性を実感できない

• 現場で分析力をつけてほしいが人材が育てられていないため広がらない

を進めようとしているが、ロジックがブラックボックスだと
説明ができない

部門ごとにバラバラにデータを管理していてデータベースも
ツールもバラバラ

個人ごとにエクセルのマクロを使ってレポートを出したりして
いる

データの可視化だけでも全社に広げたい

• 各システムから使えるデータに加工するのに多大なワークロードがかかる

• すぐに提供できるデータになっていないため、リクエストを受けてから提示
できるまで時間がかかり、提示した時は既に古いデータになっている

これまで分析を進めてきているお客様

＜これから始めるお客様

部門ごとにバラバラにデータを管理していてデータベースも
ツールもバラバラ

個人ごとにエクセルのマクロを使ってレポートを出したりして

＜これから始めるお客様

✔

個人ごとにエクセルのマクロを使ってレポートを出したりして
いる
個人ごとにエクセルのマクロを使ってレポートを出したりして✔

データの可視化だけでも全社に広げたい✔

分析は進めてきているが、一部の部門でしかデータの活用が進
んでいない

これまで分析を進めてきているお客様

全社に提供できるような仕組みや運用になっていない

説明ができない

データ活用の改善は
トッププライオリティと発言

データドリブン経営のために
プラットフォーム整備を計画

出典：

15%
データから価値を
導き出せている企業の割合

出典：Forrester

データ利用側とデータ提供側で用途ごとに異なるツールや
仕組みを使っていることが多い。

分析に関する課題例データ活用に関する企業調査
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データを使えるようにするための課題

データ準備 構築

分析モデルを
構築

実行

業務に適用

管理

検出、理解、取り込み、統合
品質の評価、データクレンジング

データ・オペレーション

数カ月 – 数四半期

実際にデータを活用する
チームが注目する箇所

作業時間の80% が費やされる箇所

ビジネスへの影響が
発生する箇所

「データの所在がわからない」、「データが正確でないため使えない」、「加工の処理に時間がかかる」ため、
データを活用するまでの作業時間の をデータ準備やデータ・オペレーションに時間を費やしています。
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データ準備に 割のワークロードがかかる理由

データ探索・加工

取引

最適モデル

② 分析・可視化

学習データデータソース モデル生成

③ 業務適用

有力顧客

商品

全顧客データ スコアリング

お客様

有力顧客に
価値を届ける

① データ準備

マシン
ラーニング

商品

顧客 購入に至った
実績データ

こんな顧客が
購入しやすい

外部

継続学習

割
割

主なお困りごと
⚫ データの所在がわからない
⚫ データが正確でないため使えない
⚫ 加工の処理に時間がかかる

データの準備に
工数がかかる事実
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データから価値を生むアプローチ2
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“AI Ladder” データ を加速させるアプローチ

1. COLLECT – データにシンプルにアクセスする

2. ORGANIZE – データを利用できる状態に整備する

3. ANALYZE – インサイトをAIとともにスケールさせる

様々な場所に存在する
多様なタイプのデータ

マルチクラウド対応

4. INFUSE – 信頼性のあるAIを業務に組み込む

AI 

◼ 「使えるデータがない」「データ を使いこなすのが難しい」といった課題に直面
◼ データから価値を引き出すためのアプローチ
◼ データ活用促進のための、「チーム・コラボレーション」

Value

Data

MODERNIZE
とハイブリッドクラウドに
向けてデータを準備する



統合データ・AI基盤 Cloud Pak for Data3
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エンタープライズ・カタログ
メタデータや分析資産を共有し、だれもが使える状態に

データソース

データ加工・品質確認
プレパレーション

・機械学習

アプリ適用

バッチ生成

データ可視化
ダッシュボード

収集・蓄積・仮想化

業務

エンドユーザー
アプリ

ビジネス
プロセス

スコアリング
結果

提供者の視点 利用者の視点

◼ は、社内外のすべてのデータを活用し、あらゆる分析ニーズに
対応可能な のチーム共創プラットフォームです。

次世代データプラットフォーム

利用者の視点

つなぐ 整える 分析・活用する

パブリックパブリック

オンプレス

プライベート

構造化

非構造

データの場所

データの種類



© 2021 IBM

◼ には、大きく つの特長があります。

の特長

ニーズに合わせて必要なツール、環境等を追
加可能

データ提供者とデータ利用者、
データ活用のフルサイクルを効率化

ビジネス用語、データベースだけでなく、
プロジェクトまでカタログ可能

仮想的データ統合で物理的に集めることなく
データ照会や演算処理を高速化

サンド
ボックス

Queryplex 
service node

NoSQL

CSV

Hadoop

RDB

クラウドでもオンプレでも
様々なデータソースに対応

CSVV

Hadoopp

データ仮想化

+
カタログ

複数のデータソースに対して
シングルアクセスを実現
複数
シン

必要なデータだけ
サンドボックスへData steward Data engineer Data scientist Business analyst App administrator

収集 編成 分析

データをつなぐ

データ仮想化
データ蓄積

データを整える

データディ スカバリー
ETL

ガバナンス

エンタープライズ・ カタログ
データ ・ ジョ ブ・ 分析アセッ ト などのメ タデータをト ータルに管理

データを活⽤する

ダッシュボード
モデル作成

モデルデプロイ

シングル・アプリケーション エンタープライズ・カタログ データ仮想化とサンドボックス

追加サービス データサイエンス ＆

データ分析をチームで効率的に進めるための
様々な機能を搭載した分析プラットフォーム

機械学習モデルの作成・
評価の自動化

データ分析環境
簡易データ加工ツール

データ資産のコンテナ化によるプラット
フォームフリーな実装

マルチ・クラウド対応



データ管理機能 Watson Knowledge Catalog4
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IBM Cloud Pak for DataとWatson Knowledge Catalog

COLLECT
ORGANIZE

ANALYZE
INFUSE

Red Hat OpenShift

Core Services - ユーザーアクセス管理
- セキュリティー、ロールベースアクセスコントロール
- ストレージ管理
- モニタリング、メータリング

- サービスプロビジョニング
- 運用管理
- 診断
- バックアップ、マイグレーション

- データ仮想化
- SQL and NoSQL databases
- Event ingestion
- ストリーミング分析
- Apache Spark

COLLECT ORGANIZE
- データの変換（ETL）
- データの品質と分類
- ポリシーとルール
- データのカタログ
- セルフサービスでの検索とディスカバリ機能
- リスク/準拠性評価

ANALYZE & INFUSE
- 計画作成、予算編成、業績予測
- ビジネス・レポーティング、モニタリン（BI）
- モデルの開発、展開、管理
- 意思決定の最適化
- モデルの精度管理
- AI モデルの透明性、説明性

Extensible: APIs, partner ecosystem, accelerators and solutions
統合されたユーザーエクスペリエンス

データ提供者 データ利用者
データエンジニア | データスチュワード アプリ開発者 |データサイエンティスト | ビジネスユーザー

データとAIの活用を加速する IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Dataは､データ利用者･提供者のニーズに合わせて､データ活用に関わる機能が全て入っ
ています。Watson Knowledge Catalogは､Cloud Pak for Dataのデータカタログサービスを提供します。

Watson
Knowledge
Catalog
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ビジネス及びAIにすぐ利用できるデータを提供するためのデータカタログ

データの整備と利用におけるWatson Knowledge Catalogの機能概要

15

主なタスク
Watson Knowledge Catalog
で提供する主要な機能

ユーザー
(例)

• ガバナンスポリシー/ルールの作成
• 業務用語登録
• 保有するデータの種類

(どういったデータを持っているか、
検出/管理するか)

• 上記定義項目の変更管理

• ビジネス用語 / カテゴリー
• ポリシー、ルール
• データクラス
• リファレンスデータ
• ワークフロー

• データ接続の定義とメタデータの取込み
• データの品質チェック、品質分析
• データの分類

(どういったデータが保管されているか)
• 業務用語とデータのマッピング
• データの来歴把握、影響分析

• データディスカバリー
- メタデータ取込
- 品質スコアチェック
- データの分類
- 用語マッピング

• 品質分析
• データリネージュ

• データを検索
• データの調査、整形
• チームでのナレッジシェア

• 検索（グローバルサーチ）
• データのFind/Understand/ 

Prepareを支援するデータカ
タログ
(Preview, Profile, コメント ,
簡単なデータ加工など)

データ ガバナンス
Data Governance

データ取込/整理
Data Curation, Data Quality

データ探索/利用
Data Consumption

Watson Knowledge Catalogでは、機械学習を活用し、様々なタスクの自動化や効率化を支援

⚫ カタログ
管理者

⚫ データ
スチュワード

⚫ データ
サイエンティスト

⚫ 業務部門
分析ユーザー



Watson Knowledge Catalogの機能

1) データ探索/利用4
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カタログ

⚫ カタログは、組織のプライベートコミュニティのようなものです。
⚫ カタログを使用して、データアセット、分析アセットなどを利用したいユーザー向けにリソースを整

理することができます。
⚫ データ保護ルールを適用することで、データへのアクセスを制御したり、機密データをマスクしたり

できるように、カタログを管理できます。

データ探索 利用
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ユーザーによる評価

⚫ユーザーはアセットに評価を付与できます。他のユーザーが高評価したデータを見つけやすくなる
ため、データ探索にかかる時間を短くできます。

他のユーザーとのナレ
ッジの共有

データ探索 利用
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アセットデータの参照

⚫ アセット参照の画面では タブを切り替えることで、下記の 点でカテゴライズされたアセットにすばや
くアクセスできます。

• が自動的にリコメンドするアセット

• ユーザー評価 の高いアセット

• 最近追加された新しいアセット

• の推奨
• 高評価
• 最新の追加
をタブで切り替え

データ探索 利用
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データプロファイル

値の出現頻度

最小値・最大値な
どの統計情報

⚫プロファイル機能を使うと、解析対象のデータの項目別の状況を視覚的に確認できます。例えば、
値がほとんど入力されていない列を見つけ、作業対象から排除するといった判断が容易に可能です。

データ探索 利用
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インフォメーションアセット

⚫ カタログにあるデータアセットに関する追加情報を表示します。
⚫ インフォメーションアセットで確認できる追加情報は以下になります。

• 他のアセットとの関係性

• データ品質の分析結果

• データリネージュ

データ探索 利用
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データマスキング処理 アクセス不可の設定

⚫事前に保護したいデータを、データポリシーとルールを適用することで、マスク処理やプロファイ
ル情報非表示などを管理することができます。

ルールの設定

マスク処理

© 20

マスク処理

プロファイル
非表示

データ探索 利用 データガバナンス
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データリファイナリー：データ準備のセルフサービスツール

⚫ 迅速で簡単なデータ準備、およびデータ調査、視覚化のためのセルフサービスツール

⚫ オペレーション(加工処理)をクリック操作で設定
(例)数式､フィルター､テキスト処理､集計､結合など

⚫ 加工結果は都度表示されインタラクティブに確認

⚫ オペレーションを順に定義した
Flowを作成

⚫ データ出力はクリック実行、
スケジュール実行が可能

Visualizations機能も提供し、デ
ータを視覚的に確認しながら操作
可能

データ探索/利用
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データリファイナリー - データ整形機能

⚫ 下記のようなデータ整形処理をプログラミングなしに実現可能です。

⚫ また一度実行した手順を覚えて、同じ処理を自動で再実行することもできます(スケジュール機能)。

データ探索/利用



Watson Knowledge Catalogの機能

2) データ取込/整理4
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アセットの探索

⚫ アセット探索機能を利用すると、メタデータ分析、品質分析、ビジネス用語のマッピング等を自動で実
施することができます。

アセットの探索機能 データ品質スコア データクラス ビジネス用語の適用

関係性の探索

データ取込 整理
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データ品質の評価

⚫ データ品質を確認し、利用目的に適したデータかどうかを判断します。

データアセット群(ワークス
ペース）の分析状況確認

カラムごとの品質スコアの確認

データ取込/整理

データ品質プロセスの実行状況の確認
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⚫ データリネージュは、BIレポートや分析用途のデータが、「そもそも正しいデータから作られている
か」、「正しく加工されているか」を確認するためにデータの流れを見える化する機能 です。

⚫ データリネージュは、企業データ全体のデータのフローや変換を表示します。

⚫ データの出所やデータの利用方法を確認することができます。

データリネージュの確認

レポート作成
プロセス

データマートへの
ロード

インフォメーション
センターのファイル

ロード

顧客注文取引フィ
ード

データ取込/整理



Watson Knowledge Catalogの機能

3) データガバナンス4
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⚫ ポリシーは、企業データのどのように利用するかの方針や原則を定義します。
⚫ ポリシーにはサブポリシーも設定できます。
⚫ 追加のルールをポリシーに関連付けることができます。たとえば、データ保護ルールをポリシーに追加

して、機密データを保護するポリシーを実施できます。

ポリシーとルール

ポリシーの検索/確認

データ保護ルール（マスク処理)
の作成

データガバナンス
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⚫ ワークフローは、ガバナンス成果物の作成とメンテナンスをサポートします。他のユーザーとのコラボレーションを可能にし、進
行状況と各個人のアクティビティの透明性をいつでも提供します。

⚫ ワークフローを適用するカテゴリー、ガバナンス成果物（ビジネス用語、ガバナンス･ルール、ポリシーなど）、イベント（作
成・更新・削除）を細かに指定可能です。またワークフローを作成する機能も提供しています。

ワークフロー

承認依頼の送信

他のコラボレ−ターに
コメントを追加できる

データガバナンス

ワークフローを適用する、
カテゴリー、成果物タイプ、
イベントを指定可能

ワークフローの進捗を確認

カスタム・ワークフローの提供
を利用して生成した

ファイルを
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EDB Postgres と Cloud Pak for Data5
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と

統合データ活用基盤を導入することにより、機能別の調達／基盤構築／運用を一元化することができます。

Keep the business Keep the business 
running

Keep staff focused Keep staff focused 
on business on business 
objectives

自己修復など
可用性を高め
る仕組み

データベース管理
タスクに費やす時
間を最小限に

CP4Dに備わる
データ活用の
様々な機能を簡
単に利用

Go to market Go to market 
sooner

複雑なシステム

を のサービスとして導入してお使いいただくほか、 の
フルマネージドサービスとして提供されている をお使いいただくことも可能です。
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と

と を組み合わせて使うユースケースは次のようになります。

マルチクラウドや

ハイブリッドクラウド
戦略などへの対応

アプリケーションの
クラウドへの移行、
Oracleからの移行

データガバナンス強化、
データ品質確保、
プライバシー保護の強化
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参考: EDB Postgresを活用したOracle DB移行提案検討

更改検討対象の現行DBシステムに関して各種情報のヒアリングを行います。
ヒアリングを通して移行対象の要件、構成について把握を行い、移行アセスメント、
実機検証、本番提案を進めるべき対象システムかどうか机上検討を行いします。

ヒアリング結果と現行DB資産から、移行ツールを利用した机上によるマイグレーションアセス
メントやワークショップの実施、もしくは実機検証(POC)の実施を通して移行難易度やリスクの
調査を行います。机上・実機での調査により、システム規模のサイジング、本番移行サービス
コストの見積もりの精緻化を行います。

1 ヒアリング

2 移行アセスメントサービス(机上) / 実機移行検証(POC)

3 次期DB基盤 & サービス提案

１、2の情報を踏まえて既存Oracle DBシステムを最適な次期DBシステムに置き換えた場合の
ご提案の実施、既存Oracle DBから次期新DBシステムへの移行に伴うサービスコスト、スケジュ
ールのご提案を行います。

※ CP4Dの他、オンプレミス環境へのEDB Postgres導入についてもご相談ください。
※ 机上の移行アセスメントサービスを無償で実施できます。

ただしアセスメント対象は2スキーマ、300オブジェクトまでとさせていただきます。
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参考資料

• Cloud Pak for Data

• IBM Document

• Governing and curating data
• https://www.ibm.com/docs/en/cloud-paks/cp-data/4.0?topic=governance-watson-knowledge-catalog

• EDB Postgres on Cloud Pak for Data
• https://www.ibm.com/docs/en/cloud-paks/cp-data/4.0?topic=services-edb-postgres

• Qiita：IBM Cloud Pak for Data as a Serviceを始めてみる
• https://qiita.com/Asuka_Saito/items/df3467dc4c9919772c63

• EDB Postgresフルマネージドサービス（IBM Cloud Databases for EnterpriseDB）

• EDBウェビナー：IBMが提供するEDB Postgresフルマネージドサービス
• https://edbjapan.com/webinar-edb-ibm/

https://www.ibm.com/docs/en/cloud-paks/cp-data/4.0?topic=governance-watson-knowledge-catalog
https://www.ibm.com/docs/en/cloud-paks/cp-data/4.0?topic=services-edb-postgres
https://qiita.com/Asuka_Saito/items/df3467dc4c9919772c63
https://edbjapan.com/webinar-edb-ibm/
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注意事項
ワークショップ、セッション、および資料は、IBMまたはセッション発表者によって準備され、それぞれ独自の見解を反映したものです。それらは情
報提供の目的のみで提供されており、いかなる参加者に対しても法律的またはその他の指導や助言を意図したものではなく、またそのような結果を生
むものでもありません。本講演資料に含まれている情報については、完全性と正確性を期するよう努力しましたが、「現状のまま」提供され、明示ま
たは暗示にかかわらずいかなる保証も伴わないものとします。本講演資料またはその他の資料の使用によって、あるいはその他の関連によって、いか
なる損害が生じた場合も、IBMは責任を負わないものとします。 本講演資料に含まれている内容は、IBMまたはそのサプライヤーやライセンス交付者
からいかなる保証または表明を引きだすことを意図したものでも、IBMソフトウェアの使用を規定する適用ライセンス契約の条項を変更することを意
図したものでもなく、またそのような結果を生むものでもありません。

本講演資料でIBM製品、プログラム、またはサービスに言及していても、IBMが営業活動を行っているすべての国でそれらが使用可能であることを暗示
するものではありません。本講演資料で言及している製品リリース日付や製品機能は、市場機会またはその他の要因に基づいてIBM独自の決定権を
もっていつでも変更できるものとし、いかなる方法においても将来の製品または機能が使用可能になると確約することを意図したものではありません。
本講演資料に含まれている内容は、参加者が開始する活動によって特定の販売、売上高の向上、またはその他の結果が生じると述べる、または暗示す
ることを意図したものでも、またそのような結果を生むものでもありません。 パフォーマンスは、管理された環境において標準的なIBMベンチマーク
を使用した測定と予測に基づいています。ユーザーが経験する実際のスループットやパフォーマンスは、ユーザーのジョブ・ストリームにおけるマル
チプログラミングの量、入出力構成、ストレージ構成、および処理されるワークロードなどの考慮事項を含む、数多くの要因に応じて変化します。し
たがって、個々のユーザーがここで述べられているものと同様の結果を得られると確約するものではありません。

記述されているすべてのお客様事例は、それらのお客様がどのようにIBM製品を使用したか、またそれらのお客様が達成した結果の実例として示され
たものです。実際の環境コストおよびパフォーマンス特性は、お客様ごとに異なる場合があります。

IBM, IBMロゴ、ibm.comは世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。他の製品名およびサービス名等
は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBMの商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧
ください。

EDB, EnterpriseDB, Postgres Plus, GridSQL, DynaTuneとそれぞれのロゴはEnterpriseDB Corporationの米国およびその他の国における商標です。

Postgres, PostgreSQLおよびSlonik LogoはPostgreSQL Community Association of Canadaの商標または登録商標です。

Red HatおよびOpenShiftはRed Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標です。

OracleとJava, およびすべてのJava関連の商標およびロゴはOracleやその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft, WindowsおよびWindowsロゴは Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。






