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すべての企業は 
データに関する課題
を感じています。

想像してみてください・・・

週に一度のエクセルレポートが仕上がり、メール配信されて
きました。読み進めていくと、どうにも理解できない財務デ
ータの不具合に気づきます。レポートにはピボットテーブル
があり、ある程度のところまでは掘り下げて参照することが
できるにもかかわらずです。オペレーションアナリストにど
ういうことなのか尋ねてみました。アナリストはこう答えま
す。「よくわかりません。調べてみましょう 」

次の日、そのアナリストは不具合の理由を教えてくれまし
た。製造プラントでの生産性が著しく下がったことが原因
だそうです。

「それだと辻褄が合わない」とあなたは言いま
した。「人事部に確認して、病欠が生産性に影
響を与えているのか聞いてもらえますか？ ある
いはプラント内の勤怠管理アプリに何か問題が
あるのでは？ 」

「 そのデータを入手して財務データと統合する
には一週間かかるでしょう」と、アナリストは
言います。

「ERPと勤怠管理アプリから取り出したデータを
そのまま私に送ってもらえませんか、自分で作
業を進めたいと思います」

アナリストはこう答えます。「私はデータへの
アクセス権限を持っていません。アクセス権の
申請手続きに数日かかります」

このような状況に直面したことがあるならば、あなたの組
織もビッグデータに関する課題があると言えるでしょう。



すべての組織はビッ
グデータに関する課
題がありますが、そ
れが発見づらい状況
になっています。”

あなたはこう感じるかもしれません。この問
題は、ビジネスインテリジェンスのプロセス
やツールがはるか昔から組織を悩ませてきた課
題であり、ビッグデータに関する課題とは別の
ものだと。分析 VS 報告 VS ビジネスインテリ
ジェンスの少しばかりもめそうな議論はひとま
ず置いといて、重要なのは すべての 組織が
ビッグデータに関する問題を抱えているという
ことです。人工知能や機械学習の機能が拡大す
るにつれ、企業にとって自社が所有するデータ
を正しく管理するということはこれまで以上に
重要なものとなっています。こういった機能を
どう結び付けてデータドリブンな組織を目指せ
ばよいのでしょうか。

私が提案するデータドリブンな組織になるた
めのメンタルモデル、それは人体の神経系統
です。神経の末端は、私たちの身体の隅々まで
張り巡らされています。神経は信号を脊髄に送
り、その信号は脳で処理され行動に反映されま
す。これは企業の内外を問わずリアルタイムで
データを受信し、処理し、保管する機能を持つ
データアーキテクチャを通して頻繁なデータの
やり取りを実行するモデルです。信号はリアル
タイムで処理され、機械学習アルゴリズムによ
って行動が決定されます。残念なことに、あま
りにも多くの組織が、こういった新機能はあっ
たら役に立つ程度のものであり、特定のシナリ
オにおけるデータにのみ適用されるものである
と考えているのです。あるいは、ビジネスイン
テリジェンスのレガシープラットフォームを「
データレイク」と言い換えようとしているだけ
なのです。

データ活用が進まない典型例
私たちの多くは、ビッグデータの問題点はその
量にあると考えています。実際はそれぞれの組
織が量以上のデータ問題を抱えているのです
が、こういった問題は様々な方法で見えづらく
なっています。以下に述べるのは、私が目にし
たデータ活用が進まない一般的な事例です。

孤立し廃棄されるデータ
まず初めに、たくさんの興味深いデータが捨
てられたり、単にアクセスできない状態にあ
ることを認識していない組織が数多く存在しま
す。他のアプリケーションを使用する際の関連
性や、アプリのユーザーアクティビティといっ
たデータが含まれていることもあります。例え
ば、アプリのホストインフラのテレメトリーデ 
ータや、現在のテーブルスキーマに適合しなく
なった古いバージョンのデータなどです。

二つ目に、多くのアプリやデータウェアハウス
においてデータがサイロ化していることが挙げ
られます。一つのアプリでは大きくなり得ない
かもしれませんが、集まれば大きくなります。
つまり、ビジネスにおいて複数のソースからの
データを分析する必要が発生した場合、これは
非常に困難な点となり得ます。だからこそサイ
ロ化したデータはアクセスの問題を引き起こす
ことになるのです。データが保管されている場
所には、それぞれ独自のアクセスロールやアク
セスルールが設定され、まるで儀式のような大
掛かりな手続きが付随しており、データへのア
クセスをより困難にすることがあります。



データドリブンな
意思決定において
は、まったく別の
種類の様々な情報
へのアクセスが必
要になります。”

データの品質や鮮度
レガシーな企業システムでは、通常の場合処
理を実行して、その処理が終了した時の状態
をキャプチャーし、小さなスナ ップショッ
トだけを貼付して報告を行うのが一般的で
す。さらにデータはリアルタイムではなく
バッチ処理されます。バッチ処理が実行され
る間にデータは大幅に変わることがあるので
すが、古いシステムではバッチ処理の合間に
変更されたデータは破棄するように設計され
ていることがあります。なぜならバッチの
データが 変更されるスピードに対応できな
いからです。

スクエアテーブル上のラウンドデータ
多くの組織が従来のデータベースストレージ
技術では保管することができない、例えば画
像、センサーのデータなどの貴重なデータが
存在することを認識しています。データから得
たインサイトの分析や消化にも様々な方法が
存在します。例えばあなたが分析イニシアチ
ブを新規に立ち上げた時に、すべてのユー
ザーのニーズを満たす報告および視覚化の解
決策は一つもないことに気づくかもしれませ
ん。API を介して、または D3.js などの
JavaScript フレームワークで視覚化のカスタマ
イズが可能なウィジェットを使ったアプリに
内蔵されている、あるいは Tableau やその他
の視覚化ソリューションを活用しているビジ
ネスインテリジェンスポータル経由のアルゴ
リズムなどによって処理されたインサイトの
提供を考慮する必要があるかもしれません。

乱雑なデータ
企業システムは乱雑なデータを好みません。
そのためにフォームやルール、その他の検証

が存在し、可能な限りデータをクリーンな状
態にしてから保管するようになっています。
しかし興味深いデータの大半はそれほどクリ 
ーンではない可能性があります。非構造化デ 
ータやオブジェクトベースのデータに潜り込
んだとしたらノイズが発生します。ただし電
子ノイズと同様に、必要とするデータを取り
出すためのフィルタリングやデータの強化、
増幅などを可能にするメカニズムが存在しま
す。多くの企業が懸念するユースケースとし
て、独自のログ集約へのデータ送信、セキュ
リティ対策、モニタリングツールなどにかか
るコストが高騰するということがあります。
大半のケースにおいては役に立たないログデ
ータの大部分をフィルタリングすることでコ
ストを抑えることが可能になります。

先に述べたポイントのいずれかに苦しんでいた
り、思い当たるふしがあったりする場合は、そ
の組織がもう一度分析アプローチやアーキテク
チャを見直すときでしょう。各企業は、ストレ
ージ、処理、クエリ、分析、プレゼンテーショ
ンなどといった目的に合わせた分析ソリューシ
ョンを展開し、既存のビジネスや IT 問題につ
いて取り組む機会を持っています。

最新の分析プラットフォームにより、重
要なビジネスインサイトをもたらす
ビッグデータに関する課題に取り組む準備が
整ったとしたら、どのようなことを最新の分析
プラットフォームに期待できるでしょうか？何
が実現できるのか、それが今どのように行われ
ているのかを、技術的な視点から提示していき
ます。



必要なデータにアクセスする
データドリブンな意思決定においては、まっ
たく種類が異なる様々な情報へのアクセスが
必要になります。飛行機のパイロットは機内に
ある計器を信頼し、フライトに重要な情報を
理解しようとします。それは例えば高度や飛
行速度、燃料消費量といった情報です。しかし
これらの計器がすべて一カ所に揃っていなか 
ったとしたらどうなるでしょう。ひょっとし
たらバックキャビンまで歩いて行ったり、無
線で呼びかけて情報を収集したりするかもし
れません。さらに悪いことには、データの許
可申請をしなくてはならないのです。不運なこ
とに、これが現在の企業を取り巻く一般的な
状況です。

先進的な組織では、一つの場所にデータが存在
し保管されているシステム、すなわちデータレ
イクからデータを抜き出すことで、この標準を
完全に覆しています。一つのデータ型を、社内
で大量に保管するという事例が多数ある一方
で、異なるソースから集めた様々なタイプのデ 
ータを含む企業全体のデータレイクを作成する
会社もどんどん増えてきています。

Web スケールである Amazon 、ヤフー、 
Facebook といった企業は、2000 年の早い段
階で、リレーショナルデータベースの技術が
スケーラビリティやパフォーマンスの面で限
界に達しつつあることに気づいていまし
た。Amazon は、 Dynamo と呼ばれる技術

でこれに対応しました。これは、NoSQL / 非
リレーショナルのような可用性と拡張性の高
いキーバリューストアです。さらに Amazon
は、 Dynamo を進化させて、 Amazon S3や
Amazon DynamoDBのようなサービスを創出
するために活用しました。Amazon S3 は、
複数の異なるデータタイプを保管する能力
や、そのストレージコストの低さから、デー
タレイクを作成したいと考えている企業に
とって価値があります。もちろん他にも
Hadoop を含む技術的な解決策があります。
しかし、データレイクの最も重要な特徴とし
て、すべてのタイプのデータがペタバイトま
で保管でき、低コストで運用できるという点
があります。

変化への対応力
ビジネスのシステムやデータは常に変わり続
けています。しかし、情報の報告や共有を行
うシステム自体の変化が最後になることがあ
ります。データウェアハウスやレポートにデ 
ータを設定するために、6 か月以上かかると
今までに何度言われたことでしょうか？ ある
いは、ソースシステムからのデータ変更がま
だ報告システムに流れてきておらず、バッチ
処理のためにそれらの変更が適用されるのが
数日後だと言われたことは？ データが利用可
能かわかるまでのスピードは、意思決定が下
されるまでのスピードです。そのため、モダ
ンな分析システムはデータの処理と報告をほ
ぼリアルタイムで行い、上流のデータソース
の変更に素早く反応できなければいけま
せん。

データが利用可能
かわかるまでのス
ピードは、意思決
定が下されるまで
のスピードです。”

https://aws.amazon.com/s3
https://aws.amazon.com/dynamodb/


ユーザーが必要と
するデータやイン
サイトを手に入れ
るために、もがき
苦しまなければな
らないような仕様
はやめる必要があ
ります。”

Amazon S3 やHadoop のようなビックデータに
データが保管される仕組みが、一つ目の重要な
足掛かりとなります。リレーショナルデータベ
ースの変更を抑制する大きな要因の一つとして、
データがどう保管されるべきかのスキーマや定
義の調整があります。スキーマが調整されない限
り、データベースにデータを入れることはでき
ません。壊れてしまうからです。ファイルあるい
は、Amazon S3 といったオブジェクトベースで
は、データの構造は問われません。データはその
まま入れることができ、構造に適合することが必
要といったアプローチとは対照的です。

また別の問題として、複数のスキーマを同時にア
クティブ化できないということが挙げられます。
「2015」や「2016」という名前のついたデータ
ベーステーブルを目にしたことがあるはずです。
これは理想的とは言えません。ビッグデータの技
術は読み取りベースのアプローチを実行するスキ
ーマを持っています。つまり、データの構造はど
のように保管されているかによって推定されるこ
とはなく、データを手にしたときに適用されると
いうことです。ビジネスにとってこれが何を意味
するのかと言えば、ソースシステムのデータ変更
は大した問題ではないということです。

二つめの糸口は Amazon Kinesis や Apache
Spark といったストリーミング技術です。大半
の企業では大きなバッチ単位でデータを移動
し、通常の場合一日一回実行されます。ストリ
ーミング技術なら、データを小さな断片にして
大規模に取り込むことができます。例えばスピ
ーカーのメーカーである SONOS は、Amazon
Kinesis を利用して一週間当たり10 億のイベン
トを処理しています。ビジネスの現況を理解す
るために、一日一回のバッチ処理の完了を待つ
必要はありません。

インタラクティブなインサイトが欲しい
タイミングとそのあり方
今日の企業ユーザーは、提示された情報を理
解するために、あらゆる手を尽くす必要があ
ります。それは添付されたレポートを探すた
めにメールの受信箱を必死に探すことかもし
れません。あるいは、報告システムにログイ
ンしてPDFファイルをダウンロードしたが、
要領を得ない内容なので、データをコピーし
てエクセルに貼りつけるはめになった、とい
ったことかもしれません。ユーザーが必要と
するデータやインサイトを手に入れるため
に、もがき苦しまなければならないような仕
様はやめる必要があります。ユーザーに提示
されるスローガンは、「適正な様式のデータ
を適正なツールで適正なタイミングに提供す
る」ことであるべきです。

Tableau、Amazon QuickSight などのソフト
ウェアは、データを取り扱う際のユーザーエ
クスペリエンスを考慮して、改善を行ってき
ました。しかしながら、大半の企業において
は、ユーザーのニーズを満たすために数多く
のツールを使用しなければならないことがわ
かりました。ビジネスインテリジェンスに埋
め込まれた Amazon QuickSight にある、メ
ールで送信された Tableau ワークブックへの
ポータルなどがこれに該当するかもしれませ
ん。AWS は従量課金モデルを介して、多様な
データストレージとビジネスインテリジェン
スツールを提供しています。これによって、組
織がインフラやライセンスに多額の投資を行
うことなく、様々なビジネスインテリジェン
スツールを試すことが可能になります。

https://aws.amazon.com/kinesis/
https://aws.amazon.com/quicksight/


世界最高のアルゴ
リズムでも、ビジ
ネスプロセスに統
合されない限り何
の値打ちもありま
せん。”

組織内のデータサイエンティストが担う業
務分野もおろそかにすべきではありませ
ん。Jupyter Notebook はデータサイエンス
の分野でかなりの高評価を得ています。コン
テンツ管理やコードの実行ができ、視覚化も
可能です。知識やドキュメントをシェアした
り、機械学習アルゴリズムを実行するための
非常に強力なツールです。Amazon SageMaker
は管理されたノートブック環境であり、あな
たやデータサイエンティストにかかる負担を
極限まで軽減します。

ビジネスに埋め込まれたインテリジェ
ンス
昨今、人工知能と機械学習がもてはやされ
るのには、それだけの理由があります。
GPU (Graphics Processing Unit) 搭載の専用
サーバーを備えた機械学習フレームワークの
進歩によって、自動運転といった多種多様な
新機能が実現しています。もちろん、機械学
習モデルを訓練するには膨大な量のデータが
必要です。データレイクのポイントを前述し
たのはそのためです。組織はすでにこういっ
た人工知能/機械学習の機能を活用し始めて
おり、以前なら不可能であった結果を導き出
そうとしています。例えば、網膜像に基づい
て健康状態を予測したり、現場での停電やハ
ードウェアの故障を予測したりといったこと
を、より正確に行うことです。AWS に負担の

軽減を任せることで、組織の人工知能/機械
学習を鍛えて強化することがビジネスによっ
て可能になります。 なぜならこれはSF では
なく、今日製品として運用されているものだ
からです。

最後に一つ強調しておきたいポイントがあり
ます。それは、世界最高のアルゴリズムであ 
っても、ビジネスプロセスに統合されない限
り何の値打ちもないということです。インサ
イトやデータサイエンスモデルを作成するこ
とであれば、簡単なこともありますが、これ
を保険証券の検索エンジンやリテールプラッ
トフォームに組み込むのは大変な作業です。
通常こういったシステムには外部のデータソ
ースやAPI を統合する機能がないからです。
今こそこれらのシステムをクラウドに移行
し、利用可能なサービスを活用してシステム
の近代化や再構築を図る絶好のチャンス
です。

インサイトの体系化
社内で先進的な分析機能を構築するには、技
術だけがすべてではありません。組織が直面
する最大の困難が、組織のプロセス、ガバナ
ンス、従業員に起因する場合もあります。さ
て、成功に向けて分析への投資を体系化する
にあたって心に留めておかなければならない
ことは何でしょうか?

https://aws.amazon.com/sagemaker


最新のツールを習
得して将来に備え
るというだけでは
ありません。より
簡単に顧客が必要
とする情報を手に
できることです。

分析 Center of Excellence (CoE) から始める

戦略と動機といったところから、有意義な進
展を実現するために行うべき最初のステップ
の一つは、変革の最前線に立ち、分析の CoE
をセットアップすることができるリーダーと
チームを選出することです。一般的に、チー
ムだけで業務をこなすことができるように、
複数の役割を兼任した人員で構成される小さ
なチームから始めます。チームが拡大するに
つれて、より多くの業務やニーズに対応でき
るようになるでしょう。

多くの企業では、すでにビジネスインテリジ 
ェンスや報告を取り扱うためのシェアードサ 
ービス組織を設立しています。これらの組織で
は、技術的またはビジネスにおける役割を与
えて分析 CoE の種をまくことができます。IT
インフラストラクチャ企業と同様に、彼らは
才能を発揮するだけではなく、目標を実現す
るためのキードライバーかつ支援者でなけれ
ばいけません。なぜなら報告を行うこういっ
たシェアードサービス組織は、時間の経過と
共に発展して、分析 CoE として生まれ変わる
か、分析 CoE の一部となる必要があるからで
す。初期段階では、しばしばデータエンジニ
アやデータ設計者、ビジネスインテリジェン
スアナリスト、データサイエンティストとい
った役割が多くなります。このグループは、
複数の組織、ビジネスユニット、ファイナン
スや IT のバックオフィスグループすべてで作
業が可能な人物が先導する必要があります。

顧客の全ニーズに応える
組織が必要とする主要な思考の切り替えの一つ
が、「私たちのソリューションをぜひ使ってく
ださい。そうすれば気にいるはずです」から
「分析に必要なものは何ですか?私たちはどん
なお手伝いができますか?」といった姿勢への
転換です。 報告を行うシェアードサービス組織
は、しばしば報告を押し付けるだけの存在であ
り、従業員やビジネスリード、または顧客が持
つ難問に回答するポジションではありません。
そのため、分析 CoE を新設したときは、グル 
ープに求められる役割や意思決定のあり方に関
する信条を確立することが重要です。

分析 CoE がサービスを提供するのは以下の二
種類の顧客です。

•データと分析のコンシューマー: 意思決定
者、データサイエンティスト、ビジネスイ
ンテリジェンス (BI) アナリスト、デベ
ロッパー。
これらの顧客が一般的に望んでいるのは
インサイトやデータに素早くアクセスする
機能及びデータの提示や処理を行うツール
やサービスの質です。

•データプロデューサー: プラットフォームに
データを供給するアプリ、インフラ、デバ
イスの所有者。これらの顧客が必要としてい
るのは、分析プラットフォームにデータを
簡単に公開したり、データコントラクトを
定義することができるサービスです。これに
はデータのドメインモデル、更新頻度、ポ
リシー定義が含まれており、例えば誰がデ
ータにアクセスできるのかを大枠で決定す
るセキュリティポリシーなども含まれます。

https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/tenets-provide-essential-guidance-on-your-cloud-journey/


分析機能やプラットフォームは両方のタイプ
の顧客が必要です—もし彼らのニーズが満た
されない場合は、分析によるビジネスは価値
を提供できません。そのため、この二つのタ
イプの顧客のニーズは、ビジネスユニットや
担当者によっては大規模で多岐にわたる可能
性があり、それを把握するメカニズムを持つ
ことが非常に重要です。ニーズを掘り起こす
ために、顧問会議を設置したり、数人の主要
株主と業務を行う組織もあります。一つの正
答があるわけではありません。しかし、顧客
の声をつかみ取るメカニズムを持ち、彼らの
ニーズを最優先することは、とても重要です。

CoE を再考する
分析 CoE は、分析のニーズに特化したクラ
ウドサービスを提案し、提供しています。以
前は、報告とビジネスインテリジェンス組織
が、フリーサイズ戦略としてすべてのニーズ
に合った一つのソリューションを提供するこ
とがたびたびありました。ビッグデータ、
リッチビジュアライゼーション、自動意思決
定、人工知能、そして機械学習に関する技術
が飛躍的に進歩している現代では、一つの技
術を積み重ねるということは不可能です。最
新のツールを習得して将来に備えるというだ
けではありません。あなたの顧客が必要とす
るものへの容易なアクセスを実現することな
のです。

CoE はコンシェルジュサービスになる危険
性もあります。ある特定の範囲のリクエスト
であればこれは問題はありません。しかし、
拡張性やセルフサービスメカニズム、透明性
の高い優先順位付け、ガバナンスプロセスが
しっかりと定まっていないと、CoE はすぐに
手が回らなくなり、未完了のリクエストがど
んどん滞留してしまいかねません。分析CoE
は、処理や分析、およびインサイトの提案を
行うために進化を続けるテクノロジーエコシ
ステムを備え、セルフサービスかつセキュア
で、運用と拡張が可能なデータプラットフォ 
ームの設計と構築が必要です。

データドリブンな組織になること
は一日で成し遂げられるものでは
ありません。ただその一方で、デ
ータに関する課題を特定し、顧客
へのサービス提供の計画を練り、
正しいな価値を正しいなタイミン
グで提供できるように、チームを
後押しすることが最適な戦略への
第一歩となります。
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