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エグゼクティブ・サマリー

機械学習やディープ・ラーニングを含むAIは、史上最もトランスフォーメーションをもたらすテクノロジー
の一つになっていて、意識しているか否かにかかわらず私たちの生活のほとんどすべての側面に影響して
います。
これらのテクノロジーの応用によって、人々の働き方、学習、旅行、管理、消費、
レジャーなどの形
が変わる可能性があります。

AIの成功は、
データの大規模なコーパス、必要なアルゴリズム、適切なスキルを持った専門のデータ・サイ
エンティスト、
そして適切な計算リソースなどの要素にかかっています。
最後の計算リソースは、物理的、仮
想的なサーバー・インフラストラクチャーだけでなく、
データ管理や高パフォーマンスのデータ処理、分析
をサポートできるように設計されたデータベース・ソフトウェアも意味しています。

成功への重大な障壁となりうるデータへのアクセス、準備といった難問を克服する役にたつので、
デー
タ管理は機械学習プロジェクトに欠かせない成功要因です。
AIとMLの直接的な関係者に対する451
ResearchのVoice of the Enterprise:AI & Machine Learning調査のポイントを以下に示します:回答
者の33%が、
データへのアクセス、準備が機械学習利用の障壁だったと言及しました。
15%がこれが最
大の障壁だったと述べています。

図 1:機械学習利用の障壁

出典:451 Research’s Voice of the Enterprise:AI & Machine Learning 2H 2018
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データ管理でAIアプリケーションの開発を向上できる一方、AIをデータ取り込みとクエリパフォーマンスなど
の分野でデータ管理の改善に用いることで、
データ・エンジニアがデータ管理、分析プロジェクトの期間を短
縮できたり、
データベース管理者(DBA)が影響の大きなタスクに集中できたりします。
AIが提供するあらゆるものを完全に活用するためには、企業はAIを複数のレベルに組み込まなければなり
ません。
つまり、取り込みからキュレーション、
ディスカバリーまで、同様にそのデータを活用するよう構築され
たアプリケーションの促進まで、
データ管理ライフサイクルの全範囲をAIが利用できるようにデータ・レベル
から開始します。

データ・プラットフォーム、分析活動の責任者に対する451 ResearchのVoice of the Enterprise:Data
Platforms and Analytics調査の結果、企業がAIとMLを自社のデータ、分析プロジェクトに必須のものと考
えている範囲が明らかになりました。
回答者の三分の二が、AIとMLが自社のデータ・プラットフォーム、分析
活動にとって重要なコンポーネントだと回答しましたが、
データ主導が最も進んだ企業(つまりほとんどすべ
ての戦略的な判断がデータ主導になっている企業)ではこの数字は88%に増加しました。

図 2:データ・プラットフォームと分析活動でのAIと機械学習の重要性

出典:451 Research’s Voice of the Enterprise:Data and Analytics, 1H 2019
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データとそれを管理するシステムの関連では、
データ・アーキテクトとDBAは複数の前線で難問に直面して
います。
運用効率を向上しながら、
データ・アナリストやビジネス・アナリスト、
シニア・エグゼクティブ、開発
者、
データ・サイエンティストなど、
より多くの種類のデータ・コンシューマーにデータ・アクセスを提供しなけ
ればなりません。
この実現のために、
データベース管理者は、高パフォーマンスで効率的に動作し、正確な結
果を提供できるデータ管理システムを必要とします。

さらに企業は、
データにデータ・サイエンティストが容易にアクセスして、AI対応アプリケーションを構築で
きるようにする必要があります。
根底のデータ・プラットフォームがAI活動をよりうまくサポートできるように
進化するにつれて、Python、GO、JSON、Jupyter Notebooksなどの複数言語に対するサポートを提供し
て、AIベースのアプリケーション開発と複雑なデータ・モデルの構築を促進する必要があります。
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データ管理とAIの相乗的性質

データ管理システムとAIには相乗効果があります。
AIがデータ管理システムのあらゆるところに埋め込まれ
るようになると、
データベースのクエリ精度とパフォーマンスを改善できる可能性があるだけでなく、
システ
ム・リソースを最適化し、DBAの負荷を軽減しながら、
データ・サイエンティストや開発者のデータ・アクセス
を改善できる可能性もあります。

自社のデータ管理システムの運用効率を改善しながら、
さまざまなデータ・コンシューマー、
とくにデータ・
アナリストとデータ・サイエンティストによりよいデータ・アクセス提供を可能にする方法を探すため、企業が
直面する難問は増えています。
ひとつの手法は、AI機能を内蔵した単独製品を採用することです。
しかしなが
ら、
これではデータ管理環境の一側面しか対応できないでしょう。
一つの製品から別製品にデータをコピー
ないしは移動するときにもオーバーヘッドが生じることになります。
別の手法としては、環境全体、
とくに
データ層ににAIを組み込んで、
データ・コンシューマーすべての共通基盤の役割を果たさせることです。
AIをデータ層に組み込むと、根底のデータ管理システムとAIアプリケーション開発の間に相乗効果を生み
出されます。
これにはデータ・ライフサイクル全体に影響を与える可能性があります。
つまり、
データベース管
理者とアーキテクトはデータをよりうまく管理監督できます。
これによってデータの品質が向上し、
アプリ
ケーションやサービスを構築するデータ・サイエンティストや開発者はアクセス効率を向上できます。

451 ResearchのVoice of the Enterprise:AI & Machine Learning調査のデータによると、企業の機械学
習採用数が増加しています。
企業の三分の二以上がすでに機械学習を採用しているか、今後二、三年以内
に採用する計画を持っています。
もっと重要なことは、
すでに機械学習を利用している、ないしは概念実証を
行っているとした回答者40%のうち、92%が自社の機械学習プロジェクトのパフォーマンスについてプラス
の意見を持っていて、37%は大成功だと判断し、55%がそれなりの成功だと評価している点です。
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図 3:企業の機械学習の採用と姿勢

出典:451 Research’s Voice of the Enterprise:AI & Machine Learning 2H 2018
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ユーザーの92%が自社の機械学習プロジェクトの
パフォーマンスにプラスの意見を持っている。
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複数の業界でAIには多くのユースケースがあります。
高レベルでは、
こうしたユースケースは一定範囲に収
まっていると考えられます:一方の端では、AIは高度に複雑なタスクを自動化するためにデプロイされてい
て、もう一方の端では予測可能な、繰り返しタスクにAIが利用されます。
その中間では、両端の間にあるあら
ゆるものを実行する人間を強化するのに用いられます。
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図 4:AIユースケースの範囲
出典:451 Research

繰り返しタスクの
自動化

中間のあらゆるものを実施する
人間の強化

複雑なタスクの自
動化

この範囲は、AIをデータ管理に適用する複数の方法、
そしてその逆を調べるためのレンズとして利用でき
ます。
これはAIとデータ管理の相乗効果に関する高レベルのビューですが、
それぞれに関する例について
は以下で詳細に調べます。

図 5:AIユースケースがデータ管理と関連している範囲
出典:451 Research

繰り返しタスクの自動
化:
データ確認とタグ付け
の自動化。

以下のあらゆるものを実施する
人間の強化:
データベースの作成を容易にし
て、作業をより直感的にするた
めの自動化。

複雑なタスクの
自動化:
データ・サイエンスと
AIアプリケーション開
発の統合サポート
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繰り返しタスクの自動化

すでに述べたように、
データ取り込みと準備はAIデータ・パイプラインの根本的な側面です。
これらはもっ
とも労力がかかり、時間のかかるタスクなので、自動化の最優先候補になります。
データの確認とタグ付け
を自動化して、手作業でのデータ準備を減らすことで、
パイプラインのこの段階の効率を改善するのに機械
学習は重要な役割を果たします。

データベースと良好なデータ管理はAIの推進に重要な要素ですが、AIを利用してデータ管理を改善するこ
と、
とくに繰り返される、
ある程度予測可能なタスクの自動化には潜在的な利点があります。
焦点となって
いる領域の一つはデータベース効率の改善、
とくにクエリの最適化です。
クエリ処理強化にはパフォーマン
ス、精度という二つの側面があります。
どちらも平凡なものとは考えられません。
実際には、
どちらにもデー
タ・エンジニアとDBAの高度な知識が必要ですが、繰り返しと手作業がきわめて多いので、自動化で促進
できる可能性があります。

パフォーマンスに関しては、企業はデータベース・システムを効率的に動作させるべく苦闘していることがよ
くあります。
システムに負荷をかけすぎて、
リソースを過度に消費する、ないしは実行中の他のジョブに影響
するクエリは、
パフォーマンスに影響を与えるだけでなく、修正に人手を必要とします。
リソース消費に基づ
いてこうしたクエリをAIが自動化することで、
より安定した、信頼できるシステムを提供して、
クエリに優先
順位を付け、手作業のデータベース管理、
モニタリングを減らせます。
クエリの最適化に関しては、AI対応のデータベースは計画されたクエリに関するカーディナリティの見積も
り精度を劇的に改善し、最大効率の実行計画を作成できます。
機械学習をクエリ最適化プロセスに適用す
ることで、定常的なフィードバックによって行われるカーディナリティ見積もりを継続的に改善できます。
AI
手法に基づいて最適化が進んだ方法でクエリを実行することで、企業はインサイトを生み出すまでの時間
を短縮できるだけでなく、
より自信を持ってビジネス上の判断ができるようになります。

他にもAIが共通の予測可能なタスクを自動化できる領域があります。
これらの領域はいわゆる人間を強化
したタスクと重なります。
しかしながら人の介在の程度に違いがあります。
クエリ最適化(前述のもの)に関
しては、人はほとんどないしはまったく介在していません。
人間の介在を減らす利点があると考えられる別
の焦点領域としては、外部からの攻撃に対するセキュリティー・アップデートの適用、
データベースの稼働
時間と可用性の管理、
インフラストラクチャー故障予測、
ドライブ・パフォーマンスのモニタリングやチ
ューニングなどのデータベース管理などがあります。
繰り返しますが、目的は人間の介在を根絶することではなく、自動化を生かして、
データベース管理者と
データ・エンジニアがより影響の大きいタスクに集中できるようにすることです。
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中間のあらゆるものを強化

データベース層でAIが人間を強化して、業務の全体的な運用効率を改善して、業務上の意志決定を促進
できる領域は大きく二つあります。
それはビジネス・アナリストに力を与えることと、
データベース管理者の
役割を進化させることです。
前者に関して、分析プロジェクトで最も大きな難問の一つは、歴史的には、
よ
り多くの人々が分析に基づいた判断をできるようにする、
ビジネス・インテリジェンスの
「民主化」
でした。

これに関して、451 Researchの見積もりによると、
データ・サイエンティストは全世界で100万ないし200
万人います。
これに対してビジネス・インテリジェンスの
「パワー・ユーザー」はおよそ500万ないし1000
万、
ビジネス・インテリジェンスの
「臨時ユーザー」は5000万ないし6500万、知的労働者は2億ないし2
億5000万人です。

図 6:データ・サイエンティストとビジネス・インテリジェンス・ユーザー/コンシューマーの潜在数
出典:451 Research

データ・サイエンティスト: 100-200万

BIの「パワー・ユーザー」: 500-1000万

BI の「臨時ユーザー」: 5000-6500万

知的労働者:2億-2億5000万
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データ・サイエンティストが貴重な役割を果たしていることは間違いありませんが、数が少ないので、採用や
維持にはコストがかさみます。
効果的な結果をもたらすのに必要なデータに基づいた意志決定の広さや深
さという点で、
データ・サイエンス・プロジェクトの結果として得られる情報を確実にビジネス・インテリ
ジェンス・ユーザーや知的労働者の手にわたるようにすることで得られるメリットは大きいと思われます。

データベースと、
データ・サイエンスを補完するよう設計されたデータ管理ソフトウェアがAIベースのアプリ
ケーション開発を加速できるエンジンを構成して、
より多数のアプリケーション開発を支援し、機械学習モデ
ルの出力を可能にして、特定分野の専門家やビジネス意志決定権者がよりすばやく利用できるようにしま
す。
たとえば、SQLから機械学習モデルをユーザー定義の関数として呼び出す機能は、機械学習プロジェク
トの運用化を促進して、
データ・エンジニアやビジネス・アナリストは機械学習モデルを意識せずに利用でき
ます。

データ処理の自動化、促進はデータ・エンジニアやDBAにも意味があります。
データベース管理の自動化は
継続中のプロセスですが、
すでにすくなくとも部分的に自動化できる繰り返しタスクにはデータベース・プロ
ビジョニングやパッチ適用、
パフォーマンス・チューニング、
バックアップ、高可用性とディザスター・リカバ
リー、
データベース最適化、
クエリ最適化、
スキーマ変更などがあります。

これはデータ・エンジニア/DBAが演じる役割にとっては意味がありますが、冗長化にはまだたどり着いて
いません。
無人運転自動車の開発も似たような状況です。
自律車両についてはいろいろな話がありますが、
現在（と当面の）主流ユースケースでは、現実的なものはドライバー支援と部分的、ないしは条件付きの自
動化です。
同様に、自動化はDBAの強化を可能にしますが、
すぐにDBAに置き換えられるわけではありません。
具体的
には、
アーキテクチャー設計やデータ・モデリング、
データ・セキュリティーとライフサイクル管理、
アプリケー
ション固有のチューニング、
サービス・レベル管理、
テスト・データ管理、
データベース・シャーディングなど、
影響の大きなタスクで今のところ自動化できないものがいくつもあります。

複雑なタスクの自動化

すでに述べたように451 Researchの調査結果が示すところでは、ML採用のもっとも大きな障壁の一つは
データへのアクセスと準備です。
さらに、
データ管理にはAIベースのアプリケーションの開発、
デプロイに果
たす根本的な役割があることが明確です。
AIデータ・パイプライン(図7を参照)に図示したように、AIアプリ
ケーションの開発はデータの取り込みと準備から始まります。
つまりデータベースと、
データ探索を推進する
データ管理製品はより効率的なAIアプリケーション開発の基盤になりうるのです。
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図 7:AIデータ・パイプライン
出典:451 Research

AIデータ・パイプライン
取り込み

データ準備

データ収集

データ・クレ
ンジングと変換

事前処理

調査とフ
レームワーク
の選択

教育

パラレル・モ
デルの教育

テスト

デプロイ

テスト・データ
セットでの検証

アプリケーシ
ョンへの統合

モデルの
微調整

スケーリング

推論

行動可能な結果
につながる、
新たな、
実世界の入力

データ取り込みと準備段階の重要性は、451 ResearchのVoice of the Enterprise:AI and Machine
Learning調査の回答者の39%が、
この段階のAIプロセスが根底のインフラストラクチャーに関して最も労
力がかかると回答していることから、見逃すことはできません。
これに対して34%が教育、27%が推論と回
答しています。
つまり、
より効率的なデータ取り込みと準備をサポートするように設計されたデータベースを
選択、構成することで、
データ・アーキテクトはAIアプリケーションの開発を加速できるのです。

図 8:AIプロセスで最も労力のかかる段階

出典:451 Research’s Voice of the Enterprise:AI & Machine Learning 2H 2018

27%
39%

データ取り込みと準備
機械学習モデルの教育
モデルによる推論

34%
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AIデータ・パイプライン(Figure 7)に示したように、
データ取り込みとデータ準備は開発プロセスの最初に
限られているわけではなく、教育、
テスト、推論段階を通じて継続されます。
さまざまなデータ種別をサポー
トするマルチモーダル・データベースは複数のデータ・プラットフォームからのデータ統合要件を低くしま
すが、
これに対してデータ仮想化機能は、
データが存在している場所にアクセスし、
そこに対してクエリを
行えるので、
データ取り込みのオーバーヘッドを削減します。
さらに、直感的な(強化された)データ探索機能を提供するデータ管理ツールと緊密に統合されたデータ
ベースは、
データ準備のオーバーヘットを減らし、AIライフサイクルのすべての側面を促進する可能性を提
供します。
AI対応のデータベースには、
たとえばPython、GO、JSON、Jupyter Notebooksなどの開発言
語やフレームワークの統合によって、開発、教育だけでなく、
テスト、
デプロイ、推論にかかる時間を短縮す
る重要な役割もあります。

AI対応のデータベースでは、機械学習機能もデータベース内に直接埋め込むことができます。
利点として
は、機械学習開発のためのスタンドアローン環境がいらないので管理するシステムの数が減らせますし、
ダウンサンプリングを作ったり、
データベースからデータを引き出したりして、個別のシステムに移動するこ
となく、完全なデータにアクセスが可能です。
関連するもう一つの利点はデータ移動のオーバーヘッド削減
です。

マーケットのさまざまなデータベース・ベンダーによって戦略とやり方は変わりますが、原理的には、
まった
く同じ考え方です。
つまり歴史的に二つの異なる活動だったもの、別々の環境で行われていたものの間で
効率を促進するのです。

結論

高レベルで、AI対応データベースはAIを複数の方法で組み込んでいます。
組み込んだAIを通じて、
データ
管理パフォーマンスを改善し、AI機能を利用して、機械学習モデルの開発とAIアプリケーションのデプロイ
を促進します。
データ管理システムの機能の一部としての組み込みAIには、
たとえばクエリ最適化や負荷
管理などの組み込み機能を含めることができます。
しかしAIはセキュリティー、可用性、
スケーリング、
チ
ューニング、
インフラストラクチャー故障、
バックアップ・アンド・リカバリー、DBAが管理しているその他多く
のタスクとも融合させることができます。
しかしながら、
データ・エンジニアとDBAはAI機能を必ずしも恐れる必要はありません。
AIの主要な機能
は、日常の、ないしは繰り返すしかない管理作業の多くに対応できる能力なのです。
その意味では、
データ
ベース管理者とアーキテクトは、
アーキテクチャー設計、
データ・モデリング、
ライフサイクル管理、
アプリ
ケーション固有のチューニング、
サービス・レベル管理、
テスト・データ管理、
データベース・シャーディング
などAIがまだ成熟していない、
より影響の大きなタスクに集中できます。
重要な点は、多くのデータベース
管理タスクはAIで自動化できるが、人間の専門知識が必要なものがたくさんある、
ということです。
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AI機能はデータ管理プロセスの一部として利用して、
データ・アクセス、機械学習モデルの開発、AIアプリ
ケーションのデプロイを促進することもできます。
この手法はいくつかの異なるペルソナに役立つため、
それ
自体に利点があります。
たとえば、
データ・アナリストとビジネス・アナリストには、
データに十分なクエリ
を行うSQLスキルがあるとは限らないので、AIベースの機能が自然言語処理でクエリのシンタックスを
ユーザーから切り離して、
データの検索を容易にしてくれるかもしれません。

さらに組み込みAI機能は、
とくにデータベース・システムが開発言語、
ツール、
フレームワークとの統合を可
能にしているときに、
アプリケーション開発者に力を与えます。
データ・サイエンティストにとって、AI機能に
はデータの理解、準備、評価を向上するのに利用できる機械学習アルゴリズムと関数が含まれているかもし
れません。

完全AI対応のデータベースという概念はまだ初期段階にすぎませんが、
こうしたシステムをデプロイする
勇気のある企業を、純粋のデータベース・イネーブルメント、
システム・パフォーマンス、
データ仮想化、管理
負荷の削減などにとどまらない多くの利点が待ち受けています。
真の利点は、
これらのシナジーの結果とし
て、AIに出遅れている企業に対して大きな競合優位が得られることなどでしょう。

推奨事項

• 可能な限り早急に、
とくに元々明白に手作業になっているタスクで、AIの潜在的なユースケースを明確化
します。
AIアプリケーションの開発に投資していない企業には、
すでに初期の活動で成功を収めている他
社に取り残されるリスクがあります。

• 企業は、AIをデータ・レベルに組み込んで、AI機能をサポートするよう設計されたデータベースを実装して
いることを確認して、
データ管理ライフサイクルの全範囲を、
つまり取り込みからキュレーション、
ディスカ
バリーまで、同様にそのデータを活用するよう構築されたアプリケーションの促進まで、AIが活用できるよ
うにしなければなりません。

• データ・アーキテクトは、機械学習ツールとフレームワークを直接サポートし、AIデータ・パイプライン全体
を加速することで、AIアプリケーションのすばやい開発をサポートできるデータ・インフラストラクチャーの
提供を保証しなければなりません。
• 企業はデータ・エンジニアとDBAの役割自動化の潜在的な影響を調査して、自動化できる可能性のある
繰り返しタスクや人間の専門知識が活用できる影響の大きなタスクを明らかにしなければなりません。

• 企業は複数の利害関係者やユーザーに確実に賛同してもらわなければなりません。
多くの組織はAI活動
というアイデアを受け入れていますが、
こうした種類のシステムの管理が何を意味しているのか、真に理
解するための基礎知識とバックグラウンドがありません。
単純なプロジェクトの成功数個だけでは、組織
内で利害関係者の同意を得られるまでに時間がかかってしまいます。
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IBM® Hybrid Data ManagementはAIに最適化されたデータ基盤で、機
械学習と分析を完全に統合して、
あらゆる規模の、
すべての業界の企業
でインサイトを推進します。
これには運用データベース、
データ・ウェアハ
ウジング、
データ・レイク、
ファスト・データなどが含まれていて、
オンプレミ
ス、IBM Cloud Pak™ for Data、
パブリック・クラウドへのデプロイがオプシ
ョンになっています。

AIを活用したIBMのHybrid Data Management戦略で、複数のフォーム・
ファクターであらゆるデータ管理サービスを柔軟に利用してデータを解放
しながら、一貫し、単純化されたエクスペリエンスを維持することで、組織
は運用効率を向上し、
コストを大幅に削減できます。
AIを活用したデータ
ベースはあらゆるソースからのデータを全対論的な手法で利用しながら、
セルフ・サービスで豊富な顧客ビューを組織に提供できます。
詳細情報については、次の Web サイトをご覧ください。

AIによる情報アーキテクチャーのモダナイズ (ウェビナー)
www.ibm.com/db2

コンテン
ツ提供
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