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流動的データ層:
これからのデータ・マネジメント
ハイブリッド・クラウドのビジネス環境において、
柔軟性と適応性がデータ・アーキテクトにとって不可欠な理由
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データ・アーキテクトにとっての新たなビジネス環境
データ・アーキテクトのビジネス環境は複
雑さを増しています。データベースのクラ
スター化、クラウド・プラットフォーム、
モバイル・データの同期などの新しいテク
ノロジーが台頭してきています。データ・
アーキテクトは自分の管理下にあるデー
タを管理する方法を、かつてない程、変革
することを求められているのです。
まず、データは自由に移動できる必要があ
ります。データをユーザーが必要とするタ
イミングで必要とする場所に移動できな
ければなりません。リアルタイムでの移動
が必要になることさえあります。

さらに、データの存在する場所にも自由度
が必要です。データは、最も経済的かつ合
理的に管理、保管、分析が行える場所に存
在する必要があります。データ・センター、
プライベート・クラウド、パブリック・ク
ラウド、オンプレミスのストレージ、ユー
ザーのデバイス上など、さまざまな場所に、
しかも複数の場所に存在することが求め
られます。
最後に、データを自由に表現でき、組み合
わせできることが必要です。様々なソース
のデータを組み合わせることで、より詳細
な洞察や分析が可能になりますが、そのた
めには、データがアクセス可能になってい
て、かつ、組み合わせが可能になっている
ことが必要です。
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しかし、このビジョンを実現するには、こ
れまでの考え方を捨て、データ・マネジメ
ントの構造を変えなければなりません。
データ型やロケーションが重要事項だっ
た時代は終わりました。より大切なのは、

この eBook は、データが最も必要となる
タイミングと場所でデータを提供し、デー
タをアクセスできるようにするための最
新のアプローチである「流動的データ層」
について解説します。

データがアクセスできることであり、デー
タの反応性であり、データの正確性であ
り 、アナリティクス・パワーがあるかど
うかなのです。

流動的データ層 (fluid data layer)を構築す
れば、ビジネスにもかつてない程の柔軟性
をのぞむことができます。ハイブリッド・
クラウドの環境にデータ加工、統合、管理
などの機能を併せ持つことで、データ・
アーキテクトはデータをロケーションの
制約から解放し、データがもたらす価値を
フル活用できます。
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流動的データ層が不可欠な理由
流動的データ層は、データ・アーキテクト
にさまざまなメリットをもたらします。
• ハイブリッド・クラウドに迅速に処理を
オフロードすることで、アップタイムを
改善できます
• 季節変動や日々の需要のピークに備え
た設備の過剰なプロビジョニングが不
要になります
• データ・ソースからユーザーにたどり着
く最も短いパスを見極めることでデー
タ移動のレイテンシーを最小化し、より
迅速なアクセスを実現できます

• 大量のデータ移動なしに データ・アー
キテクトがシステムを迅速に組み合わ
せることができるため、各部門は以前で
あれば実施にあたって多大なコストを
必要とした短期的なプロジェクトを試
すことができます
• ビジネス・ユーザーが新規アプリケー
ションのアイデアを思いついたときに、
データ・アーキテクトはプロトタイプを
実行して、そのアイデアの効果をすぐに
検証できるようになります。

データ層とは何か?
現代のクラウドやモバイル環境においては、複数のデー
タ・センターやモバイル・デバイスにまたがってデータ・
マネジメントを分散処理する場合が多くなっています。ア
プリケーション中の「データ層」と名付けられている最新
のデータ・マネジメント・ コンポーネントは、データベー
ス部分だけを指すのではなく、データベース管理システム
と当該システムの実行やスケールアップ（ダウン）
、そして
セキュリティ面も保つ、分散インフラ全体のことを指して
います。
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アナリティクス

アプリケーション

同期の
自動化

流動的データ層

流動的データ層により、前述のような非常
に大きなビジネス上のメリットを提供し
ながら、 組織上のメリットとしてデー
タ・アーキテクトがデータウェアハウス・
インフラ自体をユーザーにさわらせない
ように保つことができます (図 1 を参照)。
またデータ・アーキテクトは、データだけ
でなくデータベースそのものも、より簡単
に移動できるようになります。
例えば、アメリカの東海岸にデータ・セン
ターを持つ音楽共有サービスの人気がア
ジアで突然高まったとします。同社のデー
タ・アーキテクトはアジアにクラウド・
ベースのデータ・センターを立ち上げるこ
とで、パフォーマンスを改善し、レイテン
シーを短縮することができます。
いずれかのデータ・センターがダウンした
場合は、もう一方のデータ・センターが
バックアップとしての役割を果たします。

IBM dashDB™が
どこでも
アナリティクスを提供

プライベート・
クラウド

図 1.
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流動的データ層は複数のデータ・ソースにデータ・マネジメントを分散し、データのアクセスと移動を簡略化します。
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この柔軟性は他の領域にもみられます。一
般に企業が X-as-a-Service オファリング
に関して持つ大きな懸念の１つとして、
ロックインされてしまうことと柔軟性の
欠如が挙げられます。しかし流動的データ
層のおかげで、あるクラウド・ベースのシ
ステムから別のシステムに移行する必要
が生じても、コーディングのやり直しや
データ・アクセスの中断を行うことなく
データ・アーキテクトがアーキテクチャー
を変更できるようになり、そのような懸念
は払拭されます。

データ・ソースという点でもより柔軟性が
高まります。データはサーバーのデータ
ベース上にあれば管理が簡単なのですが、
いつもそこに存在しているとは限りませ
ん。実際には、今日では、データはユーザー
のモバイル・デバイス内にも存在していま
す。動画や、通話のログや、取引の詳細、
ソーシャル・ネットワークへの投稿内に存
在しているのです。あるいはインターネッ
トに接続したクルマや組み込み型のセン
サーからは、ストリーミング・データも発
生しています。 流動的データ層があれば、
データ・アーキテクトは、セキュリティや
アクセシビリティを保ちつつ 、データを
存在場所から取得し、必要とされる場所に
プッシュすることができるのです。
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必須要件
流動的データ層を構築するには、ビジネ
ス・ニーズを満たすために組み合わせで活
用でき、ニーズの変化に応じて簡単に統合
と再利用ができるようなマネジメント機
能がまとまって必要となります。

• トラフィックや曜日、その他のパラメー
ターに応じて、スケールアップやスケー
ルダウンが可能であること
• 既存のツール、システム、データ・ソー
スをクラウドのデータ層に統合できる
こと

すなわち、以下の要件が必要となります。
• 社内データ・センターとクラウド・ベー
スのシステム間でデータを移動できる
こと
• 構造化データと非構造化データを取り
扱うことが可能なこと

流動的データ層の連携・管理・分析・再設
定をデータ・アーキテクトが行えるように
するためには、すべてのアプリケーション
は相互に連携する必要があります。この要
件は、次に述べるデータ・マネジメント、
データ加工、データ分析という 3 つの基
本領域に分類できます。
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データ・マネジメント
データ層の中心となるのは、データベース
管理システムとこれをサポートする分散
インフラです。データ・アーキテクトは、
この共通基盤を中心に、データ層に含まれ
る他の技術もいかしながら、データ・ソー
シングやターゲットを行います。しかし、
それだけでなく、パイロット・プロジェク
トや季節ごとのニーズに対応する短期的
なアプリケーション用に迅速にデータ
ベースを立ち上げられることが求められ
ます。それにはデータ層がクラウド上に
データベースを作成する能力を備えてい
ることも重要となります。

クラウド・データベースを活用すると、開
発者は 環境のプロビジョニングを迅速に
行うことができるため、コスト削減につな
がり、迅速なプロジェクトのテストにより
俊敏性も向上します。さらにデータ・アー
キテクトにとって重要なのは、データを収
集する場所からデータを分析する場所ま
でをカバーする「ポータブルなアナリティ
クス」を実現する方法があることです。そ
の際インメモリー・テクノロジーとカラム
ナー・テクノロジーが加われば、よりス
ピーディーに洞察を提供することができ
るでしょう。またデータ層と現在利用中の
ツールやシステム間とが統合できれば、再
利用のチャンスが高まり、新たなテクノロ
ジーの習得にかける時間が必要なくなり
ます。

データ加工
データ・アーキテクトは迅速に抽出・加
工・ロード (ETL) を処理し、データのソー
スとターゲットを特定し、両者間のデータ
交換を自動化する必要があります。デー
タ・アーキテクトが社内外で一貫性のある
データのアクセスと使用を保証できるよ
う、データ層にはデータの分類・プロファ
イリング・クレンジング・検証を行う機能
が必要です。さらに、最近こそクラウド上
でデータを移動する際のセキュリティに
ついては不安がなくなりつつありますが、
機密データの保護が引き続き重要である
ことに変わりはありませんので、流動的
データ層は、保管中のデータと移動中の
データの両方を自動的に暗号化できる必
要があります。
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データ分析
データ・アーキテクトは、遅延を最小限に
抑えた上でストリーミング・データ (セン
サー・データ、テレマティクス、GPS の
情報、地域別の売上データなど) を分析で
きる必要があります。ソースの数に関係な
く、データがシステムに入った時点でほぼ
リアルタイムでアナリティクスを実行で
きるようなシステムを設計できることが
理想です。複数のソースから提供される
データを分析するほうが、洞察にコンテキ
ストが追加されて、理解を深めることがで
きるからです。

非構造化データに関しても、同様にスピー
ディーに分析できることが必要です。
流動的データ層を活用すれば、非構造化
データベース (Apache Hadoop システム
からインメモリー・データベースに提供さ
れる NoSQL データや JSON データまで
を含む) から得られたアウトプットも
データ・アーキテクトが組み合わせること
ができるようになります。その際、適切で
ないスキーマに無理にデータを合わせる
必要がないため、より俊敏な開発を行うこ
とができます。さらに、データ・アーキテ
クトが非構造化データベースについても
SQL でクエリーをかけ、 高レベルな統計
分析を行えるように、ツール上も制約がな
いことが必要です。
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クラウド上のデータ・マネジメントに IBM ソリューションを選択する理由

①
②

IBM は、クラウド上で利用できるようになった
データ・マネジメントに関する卓越した知的財
産を保有しています。

IBM は自社のクラウド・データ・サービスを
連携させることで、より使いやすいソリュー
ションを実現しています。他の統合されていな
いサービスでは必要となる統合とプロビジョニ
ングの手間が不要になります。

③
④

IBM クラウド・データ・サービスは、信頼性とパ
フォーマンスを実現し、グローバルでの柔軟なフッ
トプリントをもつ IBM SoftLayer® のベアメタ
ル・プラットフォーム上で稼働します。

IBM はパブリック、プライベート、ハイブリッド・
クラウドのどれにでもお客様のクラウド・データを
デプロイできる柔軟なオプションを提供するため、
コスト効率、制御、パフォーマンスを最大限に高め
ることができます。

IBM のメリット:
統合されたデータ・サービス
IBM はさまざまな種類の強力なデータ・サービスを提
供しており、その多くは IBM Bluemix® を通じて開
発者とデータ・アーキテクトに提供されています。この
ようなサービスが統合されて、あらゆるアプリケーショ
ンの開発と設定をシンプルにしてくれる流動的データ
層が実現されます。開発に最大限の柔軟性をもたら
し、 ロックインの影響を最小化するために、IBM は
Hadoop、Spark、CouchDB などのオープン・ソース・
テクノロジーを使用した多くのオファリングを開発して
います。IBM のデータ・サービスのポートフォリオの詳
細情報を確認するには、このリソースを参照してくだ
さい。
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実世界における流動的データ層
流動的データ層のメリットを享受できる
のは特別な業界に限ったことではなく、
洞察や効率を追い求めデータ活用したい
あらゆる業界です。さらに重要なポイント
として、本アーキテクチャーにより、大量
のデータをもっているのに共有と分析が
できていなかった業界の障壁を解消する
ことも可能です。データがどこにあろうと
問題でなくなるわけですから。

ある小売企業のデータ・サイエンティスト
は在庫データなどの構造化データをソー
シャル・メディアや気象サービスが提供す
る非構造化データと組み合わせるクラウ
ド・ベースのデータウェアハウスを構築す
ることで、今後発生する悪天候の条件を予
測できるようになりました。この結果、在
庫の補充が必要な店舗に道具や食料品を
出荷できるようになりました。

医療業界では、複数のシステムのデータを
取り込む機能を活用することで、医療機関
と公衆衛生機関が疾病の大流行に関する
情報を共有できるようになりました。ソー
シャル・メディアを分析して不正確な医療
情報を特定することで、情報提供の効果を
最大限に高めるために、どのようにしてど
こに正確な情報を配信すべきか見極めら
れるようになりました。

IBM のお客様である Physion は同社の
クラウド・ベースの Ovation という アプ
リケーションのために流動的データ層を
構築しました 1。これにより、研究者は実
験データをより簡単に保存・整理・管理・
共有できるようになり、科学的なコラボ
レーションの障壁が解消され、個々の研究
者のデスクトップや社内のサイロに取り
残されていたデータの価値を最大化する
ことが可能となりました。
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次に、クルマの相乗りサービスの例でどん
なメリットが実現できるかみてみましょ
う。さまざまなデータ・ソースのデータを
集約することで、カスタマー・エクスペリ
エンスを改善し、ドライバーがタイミング
よく、ニーズのある場所にいる ようにで
きます。データ・アーキテクトはサービス
の需要が最も高いタイミングを示す履歴
データを活用して、現在の需要に関するリ
アルタイムの情報と組み合わせることが
できます。さらに、追加の天候データと交
通データをロードすることにより、より精
度の高い分析を提供できます。ほぼリアル
タイムでこの情報を提供することによっ
て、クルマの相乗りサービス会社はドライ
バーが乗客を乗せるための最適な場所を
示し、乗客により正確な所要時間を示せる
ようになります。乗客は待ち時間を短縮で
き、ドライバーはビジネス・ボリュームを
増大できます。

ロケーション
リクエストを
出した時間
待ち時間

IBM Cloudant 上で稼働する
クルマの相乗りのモバイ
ル・アプリケーション

dashDB

データウェアハウス・
サービス

天候データ
交通パターン
道路工事
ローカル・イベントの
スケジュール

リクエストのピーク時に、
リクエストが数多く寄せら
れるロケーションに事前に
ドライバーを誘導する

DataWorks

アナリティクス

精緻化、クレンジング、
セキュア化を行った
データ

工事、洪水、事故の現場を
迂回するルートをドライ
バーにアドバイスする

これまでの実績に基づいて、
サービ
ス・ボリュームが大きく待ち時間の
長い地域に、
プロアクティブにより
多くのクルマを配車する

図 2.

複数のデータ・ソースとデータ型を組み合わせ、すべてのデータを分析し、ほぼリアルタイムでデータを提供することにより、
クルマの相乗りサービスは乗客の待ち時間を短縮し、ドライバーの稼働時間を改善することができます。
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ハイブリッド型の将来がもたらすメリット
流動的データ層は、アクセシビリティや俊敏
性、適応性の基礎となります。信頼性のある
データにユーザーがセルフサービス形式で
アクセスすることをデータ・アーキテクトが
実現できるようになります。開発者には新規
アプリケーションにデータ・サービスを組み
込む機能を提供し、ビジネス・アナリストに
は分析用のデータを発見・活用・提供する機
能を提供できます。複数の場所(モバイル、
オンプレミス、クラウド等) でデータを多重
に保持し、全ユーザーが中断なくデータにア
クセスできるようにします。
需要に応じてデータ層を拡張できれば、デー
タ・サイエンティスト向けに分析用の情報を
より大量に保存できます。さらに重要な（も
しかしたら最重要な）ポイントとして、デー
タ層が本来持つスケーラビリティーにより
必要に応じてデータ層の拡張や再配置が行
えるので、将来さまざまなニーズに対応しよ
うとしたときに大規模な改修やアップグ
レードをしなくてもすむことです。

広範なデータ・マネジメント、データ加工、
アナリティクスの機能を提供する IBM の
製品とサービスのポートフォリオにより、
データ・アーキテクトは、さまざまな機能を
組み合わせて、よりスピーディーにより先進
的なシステム環境を構築できるようになり
ます。 ポートフォリオに含まれるすべての
製品を使用しなければならないということ
ではありません。アーキテクトは 1 つのプ
ロジェクトから始めて、少しずつプロジェク
トを拡張し、必要に応じて機能の追加と変更
を行うことができます。この柔軟性のおかげ
で、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド
で稼働するシンプルで使いやすくセキュア
なサービスが提供でき、アプリ構築に必要な
シームレスなデータ統合やデータ・ガバナン
スが実現します。これこそ、ますます複雑化
し、競争が激化する今日のビジネス環境で
データ・アーキテクトが必要とするものなの
です。
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リソース
流動的データ層を構築・強化するために役立つ IBM サービスの詳細については、
以下の Web サイトにアクセスしてください。
• Bluemix: ibm.com/software/bluemix
• IBM Cloud Marketplace: ibm.com/marketplace/cloud/jp/ja-jp
• IBM クラウド・データ・サービス: ibm.com/analytics/jp/ja/technology/cloud-data-services/
• IBM Cloudant: ibm.com/software/jp/info/cloudant
• IBM DataWorks: ibm.com/software/products/ja/dataworks/
• IBM dashDB: ibm.com/software/jp/info/dashdb/
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