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序論 — マルチク
ラウド・データ統
合に向けたデー
タ・ファブリック・
アプローチ

現代におけるハイブリッド・クラウド環境では、
全
体的にデータの動的な多様化、分散化が進んで
いるため、企業はますます複雑化するデータ資産
に懸命に対応しなければなりません。新しいデー
タ・ソース、
アプリケーション、要件も倍増していま
す。IDC のレポートによると、平均的な企業では、
アーキテクチャーが複雑になると、
その維持と必
要なデータへのアクセスが困難になり、全デー
タの60～73%が使用されていないという結果
が出ています。1
マルチクラウド・データ統合では、
オンプレミス、
マルチクラウド、
ハイブリッドクラウドの環境全
体において、
このような複雑さと無秩序性に対処
することができます。データ・ファブリックの一部
として使用すると、
サイロ化されたデータ・アー
キテクチャーでも、適切なデータを適切な場所
に適切なタイミングで配信できるように変更しま
す。データ・ファブリックは、
データが存在する場
所に関係なく洞察を取得することが可能であり、
一方で、
セキュアで管理されたパフォーマンス原
則を維持することもできる最新のアーキテクチャ
ー・アプローチです。

データ・ファブリックは、
データの保存場所に関係
なく、常に法規制を遵守しながら、自動化された
データ・ガバナンスとプライバシー管理によりコン
プライアンスを強化します。また、
インテリジェント
で信頼できるAIを基盤にして、顧客データの360
度ビューを構築します。
データ・ファブリックの一部である最新のデータ
統合ソリューションを使用すると、柔軟かつ再利
用可能な拡張データ・パイプラインを作り、
さまざ
まなドメインや事業部門においてデータ製品を
作成し提供することができます。Wichita State
University や Highmark Health 社などの先見性
のある組織は、
すでにこのようなアプローチのメ
リットを享受しています。
このストーリー全部をお読みいただくか、
または
IBM のマルチクラウド・データ統合のトライアル
をお試しください。
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なぜマルチクラウド・
データ統合なのか？
企業が最新のデータ環境の複雑さに対応する場
合、最高データ責任者 (CDO)、最高情報責任者
(CIO)、
およびその他のデータ担当リーダーは、
データの品質とガバナンスを確保しながら、
デー
タの管理と統合も考慮しなければなりません。
IBM®Institute for Business Value (IBV) による
と、経営幹部にとって、複数の記録システムとのデ
ータ統合は、
デジタル・エクスペリエンス・プラット
フォームを導入する際の最大の課題であり、彼ら
の40%がデータ・ソースのサイロ化と非共有化
2
が組織の障壁となっていると回答しています。

それとは対照的に、適切なマルチクラウド・
データ統合戦略では、次のことが可能です。
– オンプレミスでもクラウドでも、
バッチ、
または
仮想化された方法により、ほぼリアルタイムで
必要な場所にデータを提供することで、
デー
タ・アクセスを民主化します。
– 基幹業務のデータを中断したり影響を与え
ることなく、運用データ・ストアと分析データ・
ストアをリアルタイムに同期することができ
ます。
– 制御かつ規制された方法で、
どこにいてもデ
ータにアクセスできるようにすることで、増え
続ける新しいデータ利用者にサービスを提供
します
– ベンダーの囲い込みを減らし、
データ環境の
選択肢を拡大することで、料金体系、
パフォー
マンス、
セキュリティー、
コンプライアンスの各
要件を独自に組み合わせて選択できるように
なります。

適切なマルチクラウド・デー
タ統合戦略は、必要な場所で
必要なときにデータを提供す
ることで、
データ・アクセスの
民主化を実現できます。
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マルチクラウド・デー
タ統合のビルディン
グ・ブロック
マルチクラウド・データ統合では、企業全体でデ
ータ・アクセスを民主化し、基幹業務のデータに
おける連続的な可用性を実現し、新しいデータ利
用者を強化すると同時に、
セキュアで、管理され
た、高パフォーマンスの原則を維持することが目
的です。
最新のデータ統合ソリューションには、
さまざま
な統合スタイルや配信スタイルをサポートするデ
ータ配信プラットフォームが必要です。
また、
ナレ
ッジ・グラフ、
アクティブ・メタデータ、
ポリシー規
制を使用して、分散された環境全体でデータを統
合・管理します。クラウド・ネイティブ・ワークロー
ド専用の柔軟なアーキテクチャーを活用し、
ML
ベースの機能を利用することで、
データ利用者は
どこにいてもデータから洞察を得ることができま
す。最新のデータ統合ソリューションでは、
ダウン
ストリーム分析、
ビジネス・インテリジェンス (BI)
、AI、
データ集約型アプリケーションのユーザー
向けに、高品質データへの高速アクセスを提供し
ています。

データ統合により、異質なソースからの構造化・
非構造化されたデータを、
有意義かつ貴重なデー
タセットに組み込むことができます。バルク・バッ
チ統合 (ETL または ELT)、
データ複製、
ストリーミ
ング統合、変更データ・キャプチャー、
データ仮想
化などの統合スタイルにより、
さまざまな統合ユ
ース・ケースに対応することができます。
– ETLとELTはどちらも、
ソース・システムからデ
ータレイクやデータウェアハウスなどのター
ゲット・データ・リポジトリーにロー・データを
移動するデータ統合プロセスです。データの
高度変換は、伝送途中 (ETL) またはポストロ
ード (ELT) のいずれかに適用できます。デー
タ・ソースは、従来のシステムやレコード・シス
テムなど複数の異なるリポジトリーに配置で
きます。
これらのリポジトリーは、
バルクまた
はバッチ統合を使用してターゲット・データ・
ロケーションに転送されます。

– データ複製は、
さまざまな異種ソースとターゲ
ット間でデータを柔軟に複製してダイナミック
に配信できるため、
データセンター間、
オンプ
レミスからクラウドまで、
マルチサイトのワー
クロード分散や継続的なデータ可用性の実
現に最適です。
– 変更データ・キャプチャーでは、
データベース
の変更をリアルタイムで取得し、
ターゲットの
データベース、
メッセージ・キュー、
またはETL
ソリューションの一部として配信します。
– データ仮想化では、
データ・ソース間でデータ
に接続され、
データの場所、
サイズ、
タイプ、形
式に関係なく、単一のアクセス・ポイントから
アクセスできるようになります。データ・エン
ジニアは、仮説や仮定に基づくシナリオを検
証するためのアドホック・データ統合を迅速
かつ簡単に要求することができます。
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マルチクラウド・データ
統合のビルディング・
ブロック
データ・カタログ作成により、
メタデータのインデ
ックスによるカタログ化された豊富な資産を使
用できるため、適切なデータを簡単に検索するこ
とができます。品質解析が標準化されているデー
タ・カタログでは、推論を実行し、異常を特定する
ことができます。一部のカタログには、
データ・デ
ィスカバリー、
クレンジング、
データ・シェーピング
操作によるデータ変換に役立つリファイナリー機
能があります。
データ・ガバナンスでは、
アクセスが必要である
人が適切なデータを見つけやすくする一方、機密
データを非表示にしたり、隠すこともできます。デ
ータ保護ポリシー規制の自動化のために設計さ
れ、
メタデータ自動読み取りが実行されている、
ガバナンス・フレームワークは、
データ・ガバナン
ス・ポリシーおよびその規制の確立の適用に理
想的であるといえます。

高度なデータ処理技術により、
データ・アクセスと
共有が自動化され、
アクティブ・メタデータを使用
することでデータ配信が高速化されます。オーケ
ストレーションを使用すると、
DataOpsパイプライ
ンの構築と実行がシンプルになり、
データ作成者
とデータ利用者の間で、
データフローの統合と通
信がスムーズに実行されます。
自動のワークロードの調整と柔軟なスケーリン
グにより、
あらゆる環境やデータ容量に対応でき
るよう、
ジョブを準備することができます。
最終的には、
セルフサービス・アクセス、
すべての
データを検索する機能、連続的なデータ可用性を
提供するソリューションが含まれるアプローチが
必要になるでしょう。
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データ・ファブリック —
包括的アプローチ
ガートナー社は、
データ・ファブリックを導入する
組織は2023年までに、
データ管理プロセスを動
的に接続、最適化、自動化し、統合データの配信
までの時間を30%短縮できると予測しています。3
データ・ファブリックは、組織全体のデータ・アク
セスを簡素化して、
セルフサービスでデータにア
クセスできるようにするためのアーキテクチャー
です。統合アーキテクチャの一部として以前に挙
げたような機能が組み込まれているため、
おびた
だしい数のポイント・ソリューションを統合する際
のコストと複雑性を回避することができます。
データ・ファブリックでは、断片化された製品グル
ープを1つにまとめるのではなく、
シームレスに動
作するように構築された単一の包括的なソリュー
ションを提供します。

さらに、
マルチクラウド・データ統合以外にも、
3つ
の異なるユース・ケースに対応できます。これには
データ・ガバナンスとプライバシー、顧客データの
360度ビュー、
MLOps と信頼できるAIが含まれま
す。3つのユース・ケースは別々のeBookで取り
上げられています。
ここで覚えておいていただき
たいのは、
データ・ファブリック・アプローチは非
常に価値があり、
マルチクラウド・データ統合に向
けた、
より合理化された包括的なソリューション
であるということです。

データファブリックでは、
シー
ムレスに動作するように構築さ
れた、単一の包括的なソリュー
ションを提供します。
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マルチクラウド・
データ統合の成
功事例

ウィチタ州立大学
(WSU) ↷
データの増加、
データ・リポジトリーの追加、分析
使用の増加に対応するためにWSUはシステムを
アップグレードする必要がありました。サイロ化
されたデータが多すぎて、
メタデータやリネージ
ュに共通のリポジトリーがありませんでした。
また、大学全体において洞察を整理して関連付け
るための真のデータ・カタログもありませんでし
た。さらに、政府や航空宇宙関連のプロジェクト
において独自の情報を使用している研究機関の
WSUは、
データにアクセスし、学生の個人識別情
報 (PII) を保護しながら、厳しいコンプライアンス
規制に対応する必要がありました。
WSU は、
データ・ファブリックの導入によりマルチ
クラウド・データ統合を実行し、
データの統合、整
理、分析、
および予測モデルの構築を実現しまし
た。大学のネットワークからのデータを含むデー
タ・アクセスを一元化し、
ETLプロセスを従来のソ
リューションからより統合されたソリューション
に移行することで、情報のサイロ化が解消されま
した。ワークフロー・コンプライアンスの可視性を
高め、管理されたデータ・ガバナンスのアプロー
チを実行するために、WSUはデータをデータ・
カタログに移行し、
キャンパス内のさまざまなユ
ーザーがデータに簡単にアクセスできるようにし
ました。最後に、
データ共有を進め、
データ・セキ
ュリティーの問題に対処するために、大学内のお
よそ300ものAPIが一元化されました。
8

どのようなデータがあるか、
ど
“私たちは、
こにあるか、誰がアクセスできるか、誰が
データを取得しているかを把握する必要
があります。従来のソリューションから
IBM Cloud Pak for Dataに移行すること
で、60%以上のコストを削減しています。
これは、予算面で大きなメリットです。”
David Wright
最高データ責任者
ウィチタ州立大学
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マルチクラウド・
データ統合の成
功事例

Highmark
Health社 ↷
米国では年間72万人が敗血症を発症し、死亡
率は25～50％という驚異的な数字です。敗血症
は生命を脅かすばかりか、米国では年間合計で
270億米ドル以上という最も費用のかかる入院
疾患の 1 つとなっています。
ピッツバーグに拠点を置くHighmark Health社
のチームは、保険請求データからモデルを構築
し、既存の臨床サービス・アプリケーションに洞
察を組み込むことで、敗血症の高リスク患者を特
定できることに気づいたのです。Highmark社は、
データ・ファブリックとマルチクラウド・データ統
合のユース・ケースを活用することで、複雑で多様
なデータ・セットを処理できるようになりました。
さらに、
このようなプロジェクトは初めてという、
データサイエンティスト、設計者、
エンジニアたち
の協力も得ることができました。

Highmark 社のデータサイエンス研究開発担当
ディレクターは、
IBM と協力してモデルを構築し、
敗血症を発症する可能性のある患者をスコア化
して特定しました。データのサイロ化を排除し、
信頼できるデータ・ソースを提供し、
すべての属性
を1ヵ所にまとめてカタログ化することでデータ
準備の時間を短縮することができました。また、
アプリケーション・ワークフローに関する洞察を
統合し、
バイアス、信頼性、透明性を監視すること
ができました。最終的に、
AI 開発と導入のライフ
サイクルは 2ヵ月から6週間に短縮されました。

10

“ほんの数日以内で、IBMか
ら、
デプロイ・モデルを提供
していただいたことには、
ほんとうに驚きました。”
Curren Katz
データサイエンス研究開発ディレクター
Highmark Health 社
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構成要素を
検討する
データ統合には、複数のソースから多様なデー
タ・タイプを取り込める信頼できるソリューショ
ンが必要です。IBMでは、
オープンかつ完全に統
合されたデータ、
およびAIプラットフォームである
IBM Cloud Pak® for Dataを通じてデータ・ファブ
リック・アーキテクチャーを提供します。これによ
り、
ビジネス・ユーザーは、分散されたデータ環境
においても、適切かつ統制されたデータにアクセ
スできるようになります。
IBMは、
Gartner社の2021 Magic Quadrant for
Data Integration Tools において、
データ統合ソリ
ューションのリーダーとして評価されました。
Gartner社は、
”クラウド間およびハイブリッド統
合パターンをサポートするモジュラー型アーキテ
クチャー、DataOpsの強力なサポート、
データ・
ファブリック設計をサポートする機能” などにお
いてIBMを高く評価しています。
IBM DataStage、IBM Watson Query、IBM
Watson Knowledge Catalog、IBM Data
Replication の各製品は、構造化データと非構造
化データを異なるソースから信頼性の高い統合
ビューに変換する最新のデータ統合ソリューショ
ンを提供します。
Cloud Pak for Dataと、
ビジネス対応AI向けの機
能である、
ペタバイト規模のデータ取り込み、
探
索、準備、管理、統治、提供などの詳細をご覧くだ
さい：

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak®for Dataは、
データ仮想化機能
を標準装備し、最新のデータ・ファブリックのあら
ゆるニーズに対応する包括的なデータ統合ソリ
ューションを提供します。メタデータとアクティブ
なポリシー管理を基盤とした、
エンドツーエンドの
ユーザー・エクスペリエンスを実現します。Cloud
Pak for Dataを使用すると、
ユーザーはデータの
物理的なフォーマットや場所を理解したり、
データを移動、
またはコピーしたりすることなく、
データの表示・アクセス・操作・分析を行うことが
できます。
また、企業においては、業界固有の規制ポリシー
とルールがデータ資産に自動で適用されるため、
エンタープライズ全体でセキュリティーを確保で
きます。

IBM DataStage
IBM®DataStage® は、
データの移動や変換を行
うジョブの設計・開発・実行を支援する業界をリ
ードするデータ統合ツールです。コアの機能と
して、DataStageツールは抽出・変換・書き出し
(ETL)、
および抽出・書き出し・変換 (ELT) のパタ
ーンをサポートしています。拡張性の高いETLプ
ラットフォームとワークロード・バランシングによ
り、
オンプレミスとクラウドの両方で、柔軟かつリ
アルタイムでデータ統合を最大30%高速化する
ことができます。5
IBM DataStage
の詳細はこちら →

IBM Cloud Pak for Data
の詳細はこちら →
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構成要素を
検討する

IBM Watson Query
IBM Watson Queryは、
データベース、
データウ
ェアハウス、
およびデータレイク全体で分散クエ
リーと仮想クエリーを実行する汎用照会エンジ
ンです。データ仮想化機能を提供する Watson
Queryは、
データ・ソースへの迅速で簡単な統合
を実現するために最適なツールです。ETLジョブ
では、小規模でも大規模でも必要な労力はあま
り変わりません。
データ仮想化は、小規模でアド
ホックな要求が発生した場合の効率性を向上さ
せ、ETLジョブを25～65%削減するのに役立ちま
す。5 Watson Queryの機能を使用して、
Watson
Knowledge Catalog のポリシー、
ガバナンスおよ
びデータ保護を適用できます。
IBM Watson Query
の詳細はこちら →

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson®Knowledge Catalog は、
データ
やモデルなどのインテリジェントなセルフサー
ビス・ディスカバリーを実現するデータ・カタロ
グ・ツールです。クラウドベースのエンタープラ
イズ・メタデータ・リポジトリーは、
AI、機械学習
(ML)、
ディープ・ラーニングの情報をアクティブ
化し、
データ・ディスカバリー、品質、
ガバナンス
を自動化する時間を最大90%まで短縮します。6
ユーザーは、
どこにいてもデータ、知識資産およ
びその関連データにアクセスし、
キュレーショ
ン・分類・共有を実行することができます。
IBM Watson Knowledge Catalog
の詳細はこちら →

IBM データ複製
IBMのデータ複製製品ポートフォリオは、極めて
低いレイテンシーで大容量データをサポートして
ます。
そのため、
オンプレミスからクラウドまで、
デ
ータセンター全体のいずれにおいても、
マルチサ
イトでワークロードを分散し、連続的な可用性を
実現する理想的なソリューションです。ソース、
タ
ーゲット、
プラットフォームに対する堅牢なサポー
トにより、
データレイク、
データウェアハウス、
デー
タマートなど影響を受けるソリューションにおい
て、適切なデータを確実に利用できるようにし、
リ
ソースを最適かつ迅速に活用し、高い ROIを達成
します。
IBMデータ複製の
詳細はこちら →
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07

理想的なマルチクラ
ウド・データ環境を
構築する
データ・スプロール現象を解消し、
あらゆるタイ
プのデータ・ユーザーにシンプルで規制されたデ
ータ・アクセスを提供したい場合は、次のようなリ
ソースを活用することをお勧めします。第1に、
マルチクラウド・データ統合のフリー・トライアル
があります。
これはユース・ケースのために設計さ
れたデータ・ファブリックを使用して、実践的な体
験を提供するものです。第2に、
マルチクラウド・
データ統合のWebサイトです。
こちらにアクセスし
て情報をご覧いただけば、
そのメリットと詳細を
確認できます。そして最後に、IBMの担当者と
オンラインで相談、またはIBM担当営業かIBMの
ビジネス・パートナ ーまで直接お問い合わせくだ
さい。

ほかの3つのデータ・ファブリ
ックのユース・ケースについて
は、eBookをご覧ください。
データ・ガバナンスとプライバシー
カスタマー360
信頼できるAIとMLOps
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