※本記事は、2020年11月20日に掲載
されたビジネス+ITからの転載です。

「DataOps」
「MLOps」
とは？
DX時代、
「DevOps」
だけでは
変化に対応し切れない理由
企業をとりまく事業環境が従来以上にめまぐるしく移りゆく中、求められてい
るのは変化へのすばやい対応を可能とするITシステムです。開発・運用手法
として「DevOps」の考え方は世に広まってきましたが、もはやそれだけでは
不十分です。データとAIの活用が当然視される現在、
「 DataOps」
「 MLOps」
も同様に重要になってきているのです。
「 DataOps」
「 MLOps」
とは何か、そ
してどのようにその仕組みを実現できるか、見ていきましょう。

変化の速い事業環境で、
迅速かつ適切な判断のもとビジネスを進めるには
企 業をとりまく事 業 環 境は、以 前にも増してス
ピーディーに変化しています。
コロナ禍はFace-to-Faceからデジタル化への

には、データに基づき迅速かつ適切な判断のもとビ
ジネスを進めるために、業務自動化や最適化のため
のAI
（人工知能）
の活用も必須となるでしょう。

ビジネスシフト、コミュニケーションシフトも一気

変化へのすばやい対応を可能にするITシステム

に進めました。従来型の企業は、変化への迅速な

とはどのようなものでしょうか。たとえば、開発と運

キャッチアップやデジタル企業との差別化という課

用を連携させる
「DevOps」
（ 開発×運用）は、シス

題に直面しています。

テムを変化に柔軟かつ迅速に対応させるための手

積年のテーマであるデジタルトランスフォーメー

法としてよく知られています。
しかし、
この先データ

ション
（DX）も待ったなしの状態です。企業経営が

とAIを徹底活用していくことを考えるのであれば、

自動車なら、テクノロジーはエンジン、そしてデー

それだけではまだ足りません。

タは燃料です。データと先鋭テクノロジーを徹底活

業務アプリケーションが生成するデータをすば

用してどんどん生産性を上げていかなければ、大

やく収 集し分 析に使 えるようにする
「DataOps」

半の日本企業にとっては
「2025年の崖」
を越えるこ
とは困難です。

（データ×運用）
、分析で得られた洞察を元に開発
した機械学習モデルを業務アプリケーションに適

今、企業に求められているのは、変化へのすばやい

用し、さらに継続的に再トレーニングして精度を高

対応を可能にするITシステムです。そのITシステム

めたモデルを再適用し運用していく
「MLOps」
（機

械学習×運用）
も、同様に重要になってくるのです。

と言わざるを得ません。従来のソリューションが抱

従来のデータウェアハウス（DWH）のようなソ

える課題を洗い出し、データとAIを活用した、変化

リューションだけでは、DataOpsとMLOpsを実現

への迅速な対応を可能にするためのシステムがど

したAI時代にふさわしいシステムの構築は難しい

のようなものかについて、解説します。

変化にすばやく対応するために
DevOps＋DataOps＋MLOpsが必要
データを元に変化を理解したい、データから新た
な傾向や洞察を見出したいというときに、必要な分

言います。
ビ ジ ネ ス が 変 化 に す ば やく対 応 を するに は、

析データの準備に何週間、何カ月もかかっていて

DevOpsによって必要に応じて迅速にシステムを改

は、
ビジネスの迅速な判断をすることができません。

修しデータを供給できることに加え、前述のような

DataOpsとは、さまざまなデータソースから必要

DataOpsとMLOpsを実現した継続的なデリバリー

なデータを必要なタイミングで利用可能にするた

モデルを構築することが必要になります。どれか1

めに、データの提供者と利用者、プロセスとテクノロ

つが欠けても、
ビジネスがすばやく対応するために

ジーで実現する仕組みです。

は 不 十 分と言 えるでしょう。DevOps、DataOps、

さらに、
分析によって得られた洞察を機械学習など
でモデル化し、
このモデルを業務アプリケーションに

MLOpsの仕組みが同時にサイクルとして機能する
ことが、DXに求められる姿です。

組み込むことによって、適切な判断の実行を自動化

このような継続的デリバリーモデルを実現する

することが、DX時代に求められるAIの活用です。AI

ために、データを活用するためのプラットフォーム

モデルを業務に適用し運用するためには、市場のさ

として日本アイ・ビー・エム
（以下、IBM）が開発し

まざまな変化にモデルが対応できるように、再トレー

たのが
「IBM Cloud Pak for Data」
というソフト

ニングを施し業務アプリケーションに再度適用する

ウェアです。

ことも不可欠です。この一連のサイクルをMLOpsと

DevOps,DataOps,MLOps

Continuous Delivery
of Applications

Continuous Delivery
of Insights

DataOpsとMLOpsを
シングル・アプリケーションで実現する
「IBM Cloud Pak for Data」
Cloud Pak for Dataは、社内外に散在するさま

デルのデプロイ、モデルの運用などMLOpsに必要

ざまなデータの迅速な活用を可能にするDataOps

なさまざまな機能を、
シングル・アプリケーションで

のための機能、
さらにデータ分析、モデルの開発、モ

提供します。

従来、データ統合と分析のためのシステムとい

使いにくかったりしました。使いやすくするために、
カ

えばDWHでした。
しかしながら、DWHではデータ

タログ機能を追加したり、使い勝手のいい加工ツー

ソースからデータを複製するのに時間がかかった

ルや可視化ツールなどさまざまな個別ツールの導入

り、
どんなデータがどこに入っているのかが利用者

するケースもあります。
しかし、実際に各ツール間の

にわかりにくかったりといった課題があり、データ

狭間で起きるやりとりや取り決めなど人間のコミュ

のフレキシブルな分析に利用できる環境とは言え

ニケーション、
データの授受などに、膨大な手間と時

ませんでした。

間がかかっていたりします。

精度の高い分析やモデル開発のためには、
さまざ

Cloud Pak for Dataは、このような従来型のソ

まなデータを使って試行錯誤を行うことが不可欠で

リューションの課題を見直し、生まれました。データ

すが、既存のDWHやBIレポートに新しいデータを

活用に必要なさまざまな機能が統合され、データ利

追加するには改修を要するため、個別のデータソー

用者、データ分析者、データ提供者といったデータ

スからバッチでデータを抽出するなど迅速に使える

活用に関わるすべてのユーザーが同じシステムを利

データの範囲が限られ、新しい分析ができないとい

用できます。また、それぞれの機能はマイクロサービ

う不都合もありました。これでは、
とくに変化の激し

ス化されているため、必要に応じて選択しながら利

い時世においては、
ビジネスにおける対応が手遅れ

用できるほか、全社規模プラットフォームとしてパブ

になってしまう可能性があります。

リッククラウドを始めとしたあらゆるクラウド環境に

あるいは、新しい分析要件に対応するためにデー

配置可能です。

タレイクを構築しデータを溜め始めても、利用者が

AI徹底活用をめざした次世代データプラットフォーム Cloud Pak for Data

Cloud Pak for Dataの6つの特長
Cloud Pak for Dataには、大きく6つの特長があ

難しい操作なく実現できます。

ります。順に見ていきましょう。

２.エンタープライズ・カタログ
１.シングル・アプリケーション

エンタープライズ・カタログはデータを管理する

データ活用をめぐっては、
データ利用者、
データ分

機能です。Cloud Pak for Dataでは、データの意

析者、
データ提供者、
システム管理者などさまざまな

味や物理的な所在を管理するメタデータ管理に加

役割の人物が登場します。Cloud Pak for Dataは

えて、機械学習などにより作成したモデルや、そのモ

その全員が一元的にアクセスできる統合ユーザーイ

デル作成に使った学習データをセットにしてカタロ

ンタフェースを有しています。データ分析・活用に関

グ管理することを実現しています。機械学習のモデ

するすべてのやり取りを、単一のプラットフォームで

ル作成には試行錯誤がつきもので、
さまざまなバー

ジョンが作成されます。分析者に頼った記憶やネー

４.追加サービス

ミングルールでは、わからなくなってしまうため、業

前述のとおり、Cloud Pak for Dataの各機能は

務に利用するモデルとその学習データを管理するこ

マイクロサービスとして実現されており、必要な機

とが重要です。

能を必要なときにダウンロードして、すぐにメニュー

このカタログ機能によって、データ利用者はデー

化して利用できます。これらのマイクロサービスは、

タソースの詳細やデータテーブルの構造を知らなく

IBMソリューションばかりではなくサードパーティー

ても、いつも使っているビジネス用語でデータが検

製ツールもあり、プラットフォーム上で活用したい優

索・利用できるようになります。また、後に学習モデ

秀なツールを次々拡充していけます。

ルの精度が低下したとき、元の学習データまでさか
のぼって原因を探ることが簡単になります。

５.データサイエンス＆AI

3.データ仮想化＆サンドボックス

とから、AI機能はいくつも選択肢が用意されていま

AI活用のためのデータプラットフォームであるこ
Cloud Pak for Dataでは重要なデータ仮想化機
能を2つ実現しています。
1つは、接続アダプターによるデータ仮想化で
す。データを物理的に集めることなく統合可能で、

す。中でも
「Auto AI」
は、機械学習や統計手法の理
論に詳しくないデータ利用者であってもモデルを簡
単に作ることができる機能です。
作成したモデルをすぐにAPI化して、ほかのアプ

データ利用者はこのプラットフォーム上でさまざ

リケーションからそれを呼び出すといった使い方も

まなソースのデータを検索できます。利用者は、カ

簡単に行えます。さらに、業務に組み込んだあとの

タログを参照しデータを検索することで、そのデー

モデルのパフォーマンスをモニタリングする機能

タがどこにあるかを意識することなく利用可能で

もあり、精度が低下したときにその理由を追跡した

す。システム管理者やデータ提供者は、データ分

り、モデルが行った判断について説明を得ることが

析のためにコピーデータを用意する手間も省けま

できます。

す。そして、データ利用者による検索の結果、有用
なデータであることが判明した段階で、そのままの

６.マルチクラウド対応

データ、あるいは加工したデータをサンドボックス

ソフトウェア・ソリューションであるため、オンプ

へ提供することができるのです。これによりデータ

レミスからパブリッククラウドまで、導入の選択肢

を移動することなく迅速にデータを利用者に提供

が幅広く持つことができます。さらに、
「 分析はオン

することが可能になります。

プレミスのデータで行うが、作成したモデルはクラ

もう1つは、
インタフェース仮想化機能によって、外

ウドサービスとして使いたい」
「 試行錯誤はクラウド

部のデータ分析ツールからデータ参照を可能にする

上で行うが、モデルはオンプレミスの業務システム

データ仮想化です。外部のデータ分析ツールからは

で動かしたい」
といったハイブリッド連携も容易に

Cloud Pak for Dataを1つの大きなデータベース

実現可能です。

のように見せることができます。

AI徹底活用をめざした次世代データプラットフォーム Cloud Pak for Data

まずはスモールスタートでアジャイルに始めよう
DataOpsとMLOpsを実現するためには、
このよ
うな多様な機能を統合したデータプラットフォーム
の大規模な構築が必要になるのでしょうか。

登録しツールを増やす、
という形で、徐々に環境を充
実させていくというわけです。
その点Cloud Pak for Dataはカタログ追加に

IBMでは、
スモールスタートでアジャイルに始める

よって徐々に拡張できるプラットフォームで、必要

ことを推奨しています。
「 すべてのデータソース、す

なときに必要なツールを導入することが簡単にで

べてのツールが整備できなければ始められない」
と

きます。

考えてしまうと、いつまでたってもプロジェクトをス
タートできないからです。
何か1つユースケースを選び、それに必要なデー
タソースやツールを登録して一連のフローを経験し

現在は1週間の無償トライアルサービスも実施さ
れていますので、
「どのようなソフトウェアか少し触れ
てみたくなった」
という方はぜひWebページにアク
セスしてみてください。

たら、次は別のユースケースで別のデータソースを

日本アイ・ビー・エム株式会社
●お問い合わせ
日本アイ・ビー・エム株式会社
お問い合わせフォーム： https://ibm.biz/otoiawase
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