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データ分析におけるデータサイロ、機械学習モデル管理、
BIの制限 − これらの課題を解決します！

弥生 隆明
データブリックス・ジャパン株式会社 ソリューションアーキテクト
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自己紹介

弥生 隆明 (やよい たかあき)

ソリューションアーキテクト

▪ 2020年からデータブリックス ジャパンにおいて、プレセールス、
POCに従事

▪ 前職はコンサルティングファーム、前々職では総合電機メー
カーにてデータ分析に従事。インド赴任経験あり。

▪ 好きなIDEはJupyter notebook/RStudio/Xcode
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アジェンダ

▪ 会社概要

▪ AI/機械学習プロジェクトにおける課題

▪ レイクハウスプラットフォーム

▪ お客様事例
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会社紹介
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5,000 社の顧客と 450 社以上のパートナーを持つグローバル企業
広く利用されているデータおよび機械学習のオープンソースプロジェクトのオリジナル開発者

データエンジニアリング、データサイエンス、ビジネスアナリティクスにまたがる

レイクハウスプラットフォーム



5,000 以上の顧客

450 以上のパートナー

ARR(年間定額収益)は約430億円
(2021年1月)

シリーズGの資金調達により約3兆円市場価値

(2021年2月)

主要な指標

AI, ビックデータに特化

クラウド上のみで提供

積極的なオープンソース化

事業戦略 市場における評価

ガートナー社 マジック・クアドラント・レポート
「2021年 データサイエンス & 機械学習 部門」

”リーダー” 企業に指名 (3年連続)

ビジョナリー

リーダーチャレンジャー

ニッチプレイヤー

日本法人 データブリックス・ジャパン株式会社
設立 年
所在地 東京都港区六本木 アークヒルズサウスタワー 階
代表者 竹内 賢佑

米国本社
設立 年
所在地 アメリカ カリフォルニア州 サンフランシスコ市
社員数 以上
拠点数 ヶ国 拠点
沿革 カリフォルニア大学バークレー校から発祥
代表者 アリ・ゴディシ 共同設立者
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データ分析における課題

• データを保存しているシステムがバラバラ
✓ データ分析においては、”多種多様な”データを一元的に分析する必要がある

✓ 例: 顧客データ(構造化データ) ＋ 画像/動画/音声/IoT(非構造化データ)

• データ量は増加し続けるため、処理が追いつかない & コストが上がる
✓ アウトプットには期限がある (xxまでに解析を終えて、ビジネスに活用する必要がる)

✓ サンプリングで対応すると、アウトプットの質が落ちてしまう。データ量に比例して、インフラのコストが増加してしまう

• プロジェクトを進める上でチーム内の効率的な連携が難しい
✓ 分析データの用意(データエンジニアリング)、モデルの作成/検証(データサイエンス)、洞察の抽出(ビジネスアナリティクス)

✓ 異なるスキルセット、異なる言語、 異なるツールが混在する中で、同じゴールに向けて試行錯誤を共に反復する必要がある

• データ分析基盤の柔軟性とオープン性の担保
✓ 対象となるデータセットやデータ量、必要な処理のサイズは、スコープや時期によって大幅に変化する

✓ コスト最適化のためには、ベンダーロックイン(単一ベンダーに大きく依存)を回避することが大切
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AI/機械学習プロジェクトに従事する人々
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ビジネスアナリスト

データエンジニア

データサイエンティスト

• データ分析に至るデータパイプラインを構築し質の高いデータを提供する

• データサイエンティストの構築するモデルをデプロイし定常的なビジネス価値創出
を実現する

• 分析データを理解し、適切な機械学習モデルを選択

• パラメータチューニングを通じてベストモデルを構築する

• 分析データや機械学習モデルのアウトプットからビジネス示唆を抽出する



データエンジニアが抱える課題
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データエンジニア

データ加工に時間がかかってしまい、データサイエンティストが
分析に着手するのに時間を要する

構築したデータレイクが無秩序な状態になってしまっている

ビッグデータ処理基盤(Hadoopなど)を導入したが、管理が複雑で
運用コストが増大している

データサイエンティストが個別にAIモデルを構築しており、ブラ
ックボックス化している

データサイエンティストが構築するAIモデルを管理するための仕
組みがない



データサイエンティストが抱える課題
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データサイエンティスト
分析データが散在しており、どこに何があるかわからない

構造化データだけではなく、画像などの非構造化データも分析し
たいが実現できていない

分析環境の構築に時間を要する

分析のロジックをレビューしてもらいたいが、リモートワーク環
境でのコミュニケーションが困難

AIモデルのチューニングを繰り返した結果、どれがベストモデル
か分からなくなってしまった

ベストモデルをデプロイしたいが、人手での作業が多くミスが起
こりがち



ビジネスアナリストが抱える課題
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ビジネスアナリスト
分析データが散在しており、どこに何があるかわからない

全てのデータから示唆を抽出したいが、機能面、性能面での制約か
らサンプルデータに頼らざるを得ない

データエンジニア、データサイエンティスト、ビジネスアナリスト
がバラバラのツールを利用しておりガバナンス不足

チーム間連携が難しい

プロジェクト全体に渡る課題
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データ
ウェアハウスレイクハウス

データ、分析、AIに関わるすべての活動を
統合するプラットフォーム

データ
レイク
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データ
ウェアハウス

データ
レイク

データレイクにデータマネジメントとガバナンスを
もたらすオープンなアプローチ

トランザクションによる高信頼性

インデクシングによる高速なデータ処理

きめ細かいアクセスコントロールによる
データガバナンス
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データブリックスのレイクハウスプラットフォーム
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構造化データ 準構造化データ 非構造化データ ストリーミング

レイクハウスプラットフォーム

データエンジニアリング BI & SQLアナリティクス リアルタイムデータ分析
アプリケーション

データサイエンス &
機械学習

データマネジメント & ガバナンス

オープンなデータレイク

シンプル オープン コラボレーティブ



データエンジニアの課題を解決
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データエンジニア

データサイエンティスト

DevOps

ビジネスアナリスト

ドライバノード

ワーカーノード

SQL API

汎用並列分散処理エンジン

データレイク

𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥) 𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)

𝑓(𝑥)𝑓(𝑥)

Big Dataのリアルタイム分析
BIツールと連携

機械学習の並列分散学習
GPUクラスタが扱える

ML パイプライン
本番環境への水平展開

お馴染みのスキルが通用
ビッグデータが扱える
バッチ処理並列化
ストリーミング処理

Delta 
Lake

Amazon S3

レイクハウスプラットフォーム

▪ Sparkの並列分散処理により高速なデータ処理・データ分析を実現

Amazon EC2



▪ Delta LakeとSparkを活用することで、高信頼、高性能なデータパイプラインを実現

データエンジニアの課題を解決
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データ品質の改善

ゴールドシルバーブロンズ



データサイエンティストの課題を解決

▪ コラボレーティブなデータサイエンスワークスペース
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エンタープライズでの利用
エンタープライズクラスのアクセス制御
・認証管理・監査をサポート

コラボレーション
リアルタイムに共同編集
やコメント入力

再現性
改訂履歴の自動ロギング
とGitによるバージョン管理

可視化
ビルトインされた可視化と

利用者の多い可視化
ライブラリをサポート

例

トラッキング機能
データサイエンス及び機械学習

のトラッキング機能により試行錯誤
のコード、メトリックス、パラメータ、

アーティファクトを管理

マルチ言語対応

全てを一つのノートブックで



データサイエンティストの課題を解決

▪ データエンジニア、データサイエンティスト、ビジネスアナリストが１つの環境でコラボ
レーション可能
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共同での参照 / 編集 コメントバージョン管理



データサイエンティストの課題を解決

▪ MLflowによるAIモデルの一元管理の実現
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Staging Production Archived

v1

v2

v3

Projects Tracking

実験１ 実験２

Model & Registry

In-Line Code

Containers

Batch & 
Stream 
Scoring

パラメータ 評価KPI アーティフ
ァクト

モデルメタデータ

モデル実験環境を
パッケージ化し、再利
用可能なGitプロジェ

クトとして扱える

機械学習の実行パラメータ
ー、コードバージョン、メトリ
ック、アーティファクトをログに

記録し、結果を可視化

どのモデルがどの状態(環境)にあるのか一元的に
管理、本番環境にデプロイする際の承認プロセス
や権限管理可能。モデルの確実かつ継続的なデ

プロイをサポート

Amazon
SageMaker



ビジネスアナリストの課題を解決

▪ データレイク上の全てのデータによる可視化、SQLでの分析が可能

22

ダッシュボード SQLアナリティクス



皆様の課題をデータブリックスが解決
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ビジネスアナリスト

データエンジニア

データサイエンティスト

データサイエンティスト同様、データパイプラインを活用すること
で、サンプリングすることなしに全データに対する分析が可能に

Sparkの分散処理を活用することで、高速データ処理を実現

Delta Lakeにより、質の高いデータパイプラインを構築可能に

Mlflowにより、AIモデル管理の透明性を確保

Delta Lakeのデータパイプラインにより、整理されたデータの分析を実現

ワークスペース活用により、迅速な分析着手が可能に

Mlflowにより、AIモデルを容易に管理可能に

すべての人たちがワークスペース上で同じツールを使い、
コラボレーションを通じたプロジェクト推進を実現



データブリックスのアーキテクチャ
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BIツール

ストリーム
データ

Amazon Redshift

Amazon  Kinesis

Messages

Amazon 
API 

Gateway

Files

Data 
store

Amazon
SageMaker

アプリケーション

レイクハウスプラットフォーム

Amazon 
RDS

モデル
サービング

バッチ
データ

Amazon S3

データ投入

AWS提供サービス群

サービングレイヤデータエンジニアリング

Spot
instance

分析

G3 
instance

Amazon S3 
Glacier

Amazon S3

Amazon
DynamoDB

データベース

AWS 
IoT Events 

お客様管理のVPC

Amazon
Athena

AWS 
Glue

AWS
CloudTrail

Amazon
CloudWatch

AWS
Config

AWS
KMS

AWS 
CodePipeline

AWS
SNS

AWS
SQS

Amazon
ECR

Amazon
MSK

AWS
CloudFormation

AWS
PrivateLink

AWS
IAM

Amazon
EBS

AWS
SSO

▪ データブリックスはアマゾン ウェブ サービス (AWS)上で動作します。
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ソリューション導入事例
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業種：メディア
ユースケース：記事のレコメンデーション
チャレンジ：
迅速かつ安価にアルゴリズムを構築、構造化・非構造化データの取り扱い、モデルのプロダクションへの移行

データエンジニアリングのリソースなしに推薦アルゴリズムを構築
Delta Lakeにより構造化・非構造化データを一元管理

モデルを容易にプロダクションに移行

業種：製造
ユースケース：IoTデバイスを活用した作業員の安全性向上
チャレンジ：
データ分析チームの連携改善、リアルタイムデータの分析

作業現場での怪我を54%削減
約5.3億円のオペレーションコストの削減

日本経済新聞社は、1876年以来、140年にわたってビジネスパーソンに価値のある情

報を伝えてきており、約1,500人の記者が日々、ニュースを取材・執筆している。主力媒

体である「日本経済新聞」の販売部数は現在約206万部で、「日本経済新聞 電子版」を

はじめとするデジタル購読者数の有料・無料登録を合わせた会員数は500万を上回る、

国内最大の経済紙媒体である。

　日本経済新聞社では、インターネット環境やスマートフォン

/タブレットPCなどの急速な普及をうけて、市場におけるデ

ジタルの大きな可能性を確信し、2010年3月より日経電子版

のサービスを開始した。10年目の節目を迎える現在、80万以

上の有料ユーザーを有する強大なデジタル事業へと成長し

デジタル事業

デジタル編成ユニット

澤 紀彦氏

ご担当範囲: 

新しいテクノロジーを活用した

新規事業の企画立案、及び遂行

デジタル事業

デジタル編成ユニット

データサイエンティスト

山口 敏弘氏

ご担当範囲: NIKKEI WAVEの

推薦アルゴリズムの構築と運用

自前の

データエンジニアリング

リソースが不要！

De lta  La keを

活用することによって、

構造&非構造データを

単一のフォーマットで

扱うことが可能！

作成した推薦

アルゴリズムを、

プロダクショ ン環境に

容易に移行できる！

新たな推薦アルゴリズムの構築にあたり、

統合的な分析プラットフォームとしてDatabricksを採用。

Customer CASE STUDY

ハイライト

課題

た。一方で、今後のさらなる事業拡大のため、継続的な新規顧

客の獲得に加え、顧客の維持にむけたユーザー満足度の向上

が重要になってきている。そこで、ユーザーの満足向上を実現

するため、ユーザー体験のさらなる改善に加え、各ユーザーに

あわせた記事のレコメンデーション(推薦)の精度向上を目的

今後のさらなる事業拡大のため、継続的な新規顧客の獲得に加え、

顧客の維持にむけたユーザー満足度の向上が重要になってきている。

とした新たなプロジェクトを立ち上げた。それが、2020年7月

30日にサービスを開始した「NIKKEI WAVE」である。多くの

企業では、こういった新たなデジタルプロジェクトを進める

にあたり、経営層の理解と支援が必須となるが、電子版への

戦略的な投資実績もあり、日本経済新聞社ではスムーズに進

められているという。

　ユーザー体験の向上に関しては、市民権を得ている優れた

アプリケーションのUXを参考にするなど、大幅に強化をは

かった。大きな特徴の一つである「動画ビュー」機能では、動

画化することによって、単純に記事の概要を消化しやすくす

ることに加え、記事のタイトルより多くの情報量を、実際の記

事よりは少ない情報量を提供するため、タイトルより一歩踏

み込んだ形で、記事を読むか読まないかのユーザーの判断に

も役立つ。

　推薦機能に関しては、今回のNIKKEI WAVEプロジェクト

で、初めて導入するわけではなく、日経電子版上で以前から

提供をしている。NIKKEI WAVEで新たな推薦アルゴリズム

を構築した理由は、既存環境に依存することなく様々な新

サービスや機能を柔軟に試すことができるためである。

NIKKEI WAVE上で一定の効果が得られたものに関しては、

日経電子版に段階的に導入を進めることによって、既存ユー

ザーへの影響を最小限に抑えつつ、顧客満足度向上にむけた

施策を丁寧に実装することが可能となるためだ。

採用したプロダクト

2020年7月30日にサービスを

開始した「NIKKEI WAVE」の

ロゴ

業種：メディア
ユースケース：パーソナライゼーション
チャレンジ：
インフラ管理コストの削減、データサイエンスの生産性向上

IT運用コストを50%削減
ETL処理時間を60%削減

洞察抽出に要する時間を短縮



データブリックス を活用してみませんか！

無償で利用できるコミュニティ版がございます！

コミュニティ版の利用を開始した方には、需要予測のサンプルノートブックをプレゼント!

お問い合わせお待ちしております！
• デモやワークショップを実施してもらえないか

• 導入を検討したいのでPOCを実施できないか

27

お問合せ先 marketing-jp@databricks.com

Try Databricks https://databricks.com/try-databricks

mailto:marketing-jp@databricks.com
https://databricks.com/try-databricks
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弥生 隆明

データ分析におけるデータ・組織の
サイロ化、機械学習モデル管理の煩
雑化、個別データによるBIの限界
− これらの課題を解決します！


