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特集 ビッグデータ活用時代

ビッグデータで、
レジリエントな
社会の実現を
スが散在する現在、データは次々と生成され蓄積されており、時代はすでにポ
スト・ペタ・スケールに突入しているといえます。この膨大なデータを活用で
きるかどうかが、企業の成長のみならず、人々の社会行動・生活の質などに大
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あらゆるプロセスがデジタル化され、社会の至る所にセンサーなどのデバイ

きな影響を与えるでしょう。
IBM は、Smarter Planet（スマートな地球）のビジョンを掲げ、テクノロ
ジーで無駄や非効率、リスクを排除したより豊かな社会を実現し、大災害やテ
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ロなどの予想し得ない事態にも迅速・適切に対処できる「レジリエントな社会」
にするための取り組みを推進しています。こうした取り組みを成功に導くため
には、膨大なデータを活用し、的確な予測に基づいた意思決定を支援する必
要があります。IBM は、ビッグデータの活用の方法や技術を発展させるため、
研究・開発を積極的に推進しています。

Management Forefront

SPECIAL ISSUE :

The Era of Big Data Utilization

-Insights into the Business Strategy of the Next Generation

Bringing about a Resilient Society with Big Data
As all processes are becoming computer-based and since modern society has become
scattered with sensors and other such devices, vast amounts of data are being generated and
stored. Today, our society described as "rushing into a post-petabyte era", and whether or not
such huge amounts of data are effectively handled is the key for corporate growth as well as
people's social activities and their quality of life.
As part of IBM's Smarter Planet vision, in addition to bringing about an affluent society from
which redundancy and inefficiency, along with risks, have been eliminated through the use of
IT, we are promoting initiatives to create a "resilient society," which can promptly and
appropriately cope with unpredictable events, including disasters and acts of terrorism. In
order for these initiatives to succeed, it is necessary to support decision-making with accurate
predictions utilizing huge volumes of data. IBM is actively moving forward with R&D in order to
develop methods and technology for Big data utilization.
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データの活用の差が、
競争力の格差に直結する

測し、いち早く対応したことで売り上げを大幅に拡大した
という例もあり、リアルタイムなデータ分析が企業の競争
力を大きく左右するということが実証されています。
技術の進歩は、情報量の増大を加速させ、扱う情報

登場以来、情報は常に増え続け、今では、2.5EB（エ

の多様化、質や価値、保管や流通方法に大きな変化を

クサバイト）ものデータが日々生成されているといわれてい

与えます。データの価値に気付き、それをどのように活用

ます。近年「データ爆発」という表現が頻繁に使われ

するかという発想と取り組みが、企業の成長力の差となっ

ていますが、これは今に始まった現象ではなく、1995 年

て現れてくるといっても過言ではなく、ビッグデータから価

のインターネット登場以来、データは常に爆発的に増加し

値を引き出すための技術の追求がますます必要となって

続けています。Web が登場した当初は Web ページ数

きています。
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メガ、ギガ、テラ、ペタ、エクサ…。インターネットの

ジを特定し直接 URL を入力してアクセスしていましたが、
Web ページが増加するにつれてキーワードによる検索
サービスが不可欠となりました。数十億ページを超える現

ビッグデータの活用に必要な 3 つの技術要素
「分析」「シミュレーション」「意思決定支援」

在では、キーワード検索のみで必要な情報にたどり着くこ

このように、多種多様な形態の異なる大量のデータか

とは非常に困難であり、検索技術はさらなる高度化を続

ら価値のある情報を探し出す能力があるかないかが、企

けています。

業のビジネス成功を左右するという認識は、今後さらに

また昨今は、さまざまな社会基盤に IT が組み込まれ

広まっていくでしょう。しかし、実際にビッグデータを活用
することは簡単ではなく、しかも活用を難しくする要因は、

収集できるようになりました。データの種類も、映像データ、

情報の多様化や膨大な量ばかりではありません。

画像データ、地図データなど多岐にわたり、SNS（Social

まず、昨今はあらゆるものが集中することにより、相互

Networking Service）やブログからは、非構造化デー

関連が複雑化して見えなくなっています。例えば、デー

タも収集することができます。しかし、情報を集約する

タセンターでは、従来は数百台のサーバーで管理され

技術がさらに高度化しなければ、
いくら膨大で多様なデー

ていたデータが、1、2 台の少ないブレード・サーバーに

タを蓄積していても、それを価値ある情報として活用でき

集められていますので、クラウド・コンピューティング環境

ません。

で、どのアプリケーションのどの処理が、どのマシンのど

こうした流れの中で、
「ビッグデータ」が注目されている

のブレードで処理されているのかを把握することは困難で

のは、膨大なデータを活用するかしないかが、ビジネス

す。新興国も含め、都市部に次々と人口が集中してい

の勝敗を大きく左右するということが認識されていることの

る現象も同様で、圧縮、複雑化する現象があらゆるレイ

表れでしょう。

ヤー、あらゆる単位で起きています。

データの価値は、それを見る人や分析する目的によっ
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たことで、数々のセンサーなどから莫大な量のデータを

さらに、問題となるのは、何かが起きた時に、二次災害、

てまったく変わる可能性があります。例えば、ニューヨー

三次災害へと、影響が複雑に連鎖して広がっていくカス

クの 5 番街に設置されたセキュリティー・カメラのデータは、

ケード効果の発生です。それが顕在化したのが 2011 年

何も事件が起こらなければ、人が歩いているだけの映像

3 月 11 日に発生した東日本大震災です。スマートフォンや

が延々と続くだけです。この映像はセキュリティーの観点

タブレット端末に使われる高周波回路の積層材料である

からはほとんどが意味のない情報ですが、例えば今年の

BT レジンで世界市場でも大きなシェアを握るある日本企

コートの流行色を調査する場合には貴重な情報になるで

業は、今回の東日本大震災により福島県の製造拠点が

しょう。蓄積された膨大なデータを単なるゴミの山にしてし

被災しました。操業停止の影響が世界の多くのセットメー

まうか、その中から宝を見つけ出すかの違いがビジネス

カーに及びました。セットメーカー各社は、リスク回避の

成功の鍵を握るのです。

ために複数の半導体メーカーから調達する体制を取って

また、世界最大級の小売業者が、ハリケーンの襲来

いましたが、その半導体メーカーのほとんどが、実は福

時に POS データやサプライチェーンを分析して特需を予

島の同じ会社から BT レジンを調達していたのです。つ
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が少なかったので、求める情報を得るためには Web ペー
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しよう」という意思決定モデルを
分析・解析、補間、説明

可能性のある
結果

シミュレーションと予測

ポイントの検出 フィールドの
再構築 点と点を線で結ぶ
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（仮説による解析）
マルチモデル、
マルチドメイン

物事の判断に必要とする情報、

意思決定
モデル

または処理できる情報の量には

（最適な／確固たる
行動）

限りがありますから、多種多様の

（規制 & ポリシー）

要素が存在する複雑な関係をモ

モデリング & オーケストレーション・プラットフォーム
観察する
世界

分散型エネルギー

ビルディング

サプライチェーン

デル化し、「こうだったらこういう

アクション

下水道システム

ことが起きるのではないか」「こ
こに影 響があるのではないか」
と、結果を予測できるようにする

キャプチャリング
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｜

導き出すことができます。人間が

背景 & 制約

高品質で
信頼性の
高いデータ

（デバイス、
センサー、画像、携帯電話）
忠実性の高い、継続的な人間の支援

実世界

アクション

ことが重要です。

コマンドとコントロール
集中的、分散、
ピア・ツー・ピア

データ & 測定プラットフォーム

さらには、その結 果 予 測を、

コントロール・プラットフォーム

判断の支援材料となるように発
展させていかなければなりません

図1. データ分析と意思決定支援サイクル

（図 1）。つまり、以下の 3 段階
の技術を駆使することにより、膨
まり、セットメーカーは、材料がどこから供給されているか

大なデータの分析結果を人間が簡単に把握できる状態

など、下流の複雑なサプライチェーンまでは見えないので、

に落とし込むのです。

リスクを分散しているつもりでも、実はリスク分散になって
マネジメント最前線

いなかったのです。

（1）分析（アナリティクス）により現状を把握

また 2011 年 7 月にタイで発生した洪水によるハードディ
スクの供給停滞も同様で、複雑なサプライチェーンが見

（2）モデルによるシミュレーションで予測
（3）意思決定を支援

えないために、どこで供給が滞ると自社の生産ラインのど
こにどれくらいの影響が出るのかが把握できていない企
業もありました。

この中で、今後の大きなチャレンジとなるのは、3 つ
目の要素である意思決定支援レベルでの技術革新で

では、こうした複雑化したネットワークの中にあって、

す。IBM はすでに「学習するシステム」や「質問応

ビッグデータを生かして競争力を高め
るにはどうしたらよいのでしょうか。部

静的な
「学習するシステム」
から自律的な
「学習するシステム」
へ

品の材料メーカーや機材をどこから
調達しているのかを把握しようとする
のもアプローチの 1 つかもしれません
が、万単位もの種類に及ぶ部品につ

自律的な
「学習するシステム」

いて、すべてをカバーするのは非常
動的な
「学習するシステム」

に困難です。
そこで有効なのは、
「モデル化」と

静的な
「学習するシステム」

「シミュレーション」です。多様なデー
タを収集して、コンピューターによるさ
まざまなシミュレーションを重ねること
により、どのようなメカニズムで何が起
きるのかをモデル化します。そうする
ことで、可能性のある状況を予測し
て「このようなことが起きた時にはこう
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キーワード
検索
1985

・ 動的なデータ収集
・より深い推論

・自然言語、画像、
センサー情報の理解
・ 仮説と質問の自動生成

Watson

自律性の拡大
現在

未来

静的な学習から動的な学習へ、広い分野にわたり正確な特徴抽出をする。
さらに、
自律的な学習する
システムを目指す。
図2.「学習するシステム」のロードマップ

答システム」をはじめとしたさまざまな研究に取り組ん

どの有事の際には、想像を超えるほどもろい側面があら

でいます。

わになります（図 4）。前述の BT レジンの例に見られる

質 問 応 答システム Watson は、その研 究・開 発の

ように、1 つの地域の自然災害で世界中のサプライチェー
ンが断絶されてしまうこともあります。航空ネットワークが

特別寄稿②参照）。Watson は、米国の人気クイズ番

世界的に発達した反面、チリの火山噴火がグローバル

組「Joepardy!（ジョパディ
！）」に挑戦するために開発

な飛行機網の断絶を招いた例もあります。ほかにも、遠

され、出題されるバラエティーに富んだ複雑な問題に対

隔地でのコールセンターを利用している企業は、そこで

して、事前に収集された大量のテキスト情報を分析し、

災害が発生すれば、ビジネスへの影響を被るでしょう。
今までは、地球の裏側で起きた災害の被害が、自分

グ・システムです。Watson のテクノロジーで注目すべき

の会社やその周辺地域に及ぶことを心配する必要はあり

ポイントは、導き出した複数の解答候補についてそれぞ

ませんでしたが、ネットワークが複雑になった今では、世

れ確信度を計算することにあります。このテクノロジーを

界のどこかの被害が、別の場所でも関係している可能

応用すれば、膨大な情報の分析結果を、確信度を付し

性があり、何らかの形でその影響を受けることになるかも

た状態で提示することにより、人間の意思決定を支援す

しれないのです。

ることが可能になります。

｜

IBM は、Smarter Planet の取り組みとして、地球

集し、より深い推論を可能にする「学習するシステム」、

ています（図 2）。
技術の進歩とともにデータは爆発し続け、50 年後、
100 年後もビッグデータにどう対応するかが、社会や企
業にとって重要な課題であり続けるでしょう。ビッグデータ
はそのままでは単なるデータにすぎません。それを「加

1900

1910

1920

1930

1940

1950

年

工」 することが重要なのです。IBM は、「分析・シミュ
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た「学習するシステム」の登場をロードマップとして描い

自然災害報告件数

さらにはさまざまな分野にわたる自律的な学習を可能とし

0

るシステム」 から、さまざまな形式のデータを動的に収

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

そして、IBM では Watson のような静的な「学習す

1960

1970

1980

1990

2000

2010

出典：EM−DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database
− www.emdat.be − Université Catholique de Louvain, Brussels − Belgium

レーション・意思決定支援」のサイクルをさらに革新し、
お客様のビッグデータによる新しい価値創造のお手伝い

図3. 世界で増大する自然災害

をしていきたいと考えています。

ビッグデータの活用は、レジリエント
な社会の実現から概念や意識など
の無形の価値創造へと広がる
この 100 年間に報告された自然災害の数
を見ると、近年は指数関数的に増加してい

気候の
温暖化

人口の
増加

気象災害の
増大

都市部への
人口集中

加速する
都市化

るのが分かります（図 3）。この増加の背景
には居住エリアが拡大したことや、インフラが
十分に整っていない国に工場が進出して被
害の頻度が増えたことなどが考えられます。
一方、技術の進歩によって高度にネットワー
ク化され効率化された世界は、自然災害な

複雑化する
物流
グローバルな
労働力市場
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短時間で最も適した解答を導き出す分析コンピューティン

特集 ビッグデータ活用時代

最 初の成 果です（PROVISION70 号 69 ページ以 下：

フラット化
する世界

災害に対する社会
の脆弱性が増大

災害の影響を
受ける確率が
増加

報告される
人的被害の
指数関数的な
増加

混乱の
波紋の広がりが
拡大

報告される
経済被害の
指数関数的な
増加

図4. 有事がもたらす被害の増大と社会の脆弱性
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上にある無駄や非効率、リスクをテクノロジーで排除し、

充実した製品ポートフォリオと将来への
ロードマップがビッグデータの活用を支える

より豊かな社会の実現にチャレンジしています。交通、
電力・水道・ガス、医療・福祉など、社会や経済活動を「ス
特集 ビッグデータ活用時代

図 6 は、レジリエントな Smarter Planet を実現するた

効率化やスマート化に加えて、
「レジリエントな
（Resilient：

めの意思決定サイクルに必要な技術として、IBM が提

持続可能な）」 強さを備えることで、大災害やテロなど

供するソリューションのポートフォリオです。

予想し得ない事態にも迅速・適切に対処できるようにし

革新的な洞察に導かれる次世代のビジネス戦略

｜

マートにする」プロジェクトを数多く推進していますが、

IBM では、IBM リサーチが中核となり、今後 5 年か

ていかなければならないと考えています。そのためには、

ら10 年先に主流となる技術動向の予測をIBM 技術戦略

ビッグデータを分析し、さまざまな事態をシミュレーション

（Global Technology Outlook：以 下、GTO）として

する能力を備えることはもちろん、さまざまな分野にまた

毎年策定しています。ビッグデータに関しても以前から注

がる複雑な情報を自律的に学習して、それらの情報の

目し、新しいテクノロジーの研究・開発に取り組むと同時に、

相互関係などを読み解き、意思決定を的確に支援する

ソフトウェア、ハードウェア両面から製品、ソリューションも

システムの実現が必要です。今までの科学技術は、経

充実させてきました。ビッグデータの分析ソフトウェア IBM

済性、機能性、効率性、利便性を高めることを目的とし

InfoSphere BigInsights や IBM InfoSphere Streams

てきましたが、これからの科学技術は社会・経済のレイ

（本誌 46 ページ以下：解説②参照）
、最大 10 ペタバイ

ヤーを超えて、概念や意識のレイヤーにおいても、文化・

トものデータを数分で分析できるデータ・ウェアハウス・ア

芸術、人生観などの向上に貢献することが求められると

プライアンス IBM Netezza（本誌 24 ページ以下：イン

考えます（図 5）。

タビュー②参照）
、従来の 4 倍のデータ転送速度を実現

マネジメント最前線

目指すべき「レジリエントな社会」とは、自然と共生で

したハイエンド・ディスク・ストレージ IBM XIV Storage

きる高度な持続性を持った社会であり、想定外の事態

System（本誌 52 ページ以下：解説③参照）などがそ

にも柔軟に対応でき安全安心を保障できる社会、物質

の代表的なものです。

だけでなく真の豊かさを実感できる社会です。IBM は、

前述の「分析」「シミュレーション」「意思決定支援」

真にレジリエントな社会実現のために、ビッグデータ活用

というビッグデータを活用する技術要素の 1 つである「分

へ向け、さまざまな技術や製品、ソリューションの研究 ･

析」に関するソリューションは充実してきており、
2 つ目の「シ

開発に取り組んでいます。

ミュレーション」は、Smarter Planet のさまざまなプロジェ
クトを推進しながら取り組みを強化しています。
3 つ目の「意思決定支援」は、
今後 IBMリサーチが中心になって

無形の価値
文化・芸術

積極的に開拓していく分野です。

人生観

概念・意識

幸福観

金融・経済

社会・経済活動

電力、水道、
ガス

有形の価値

取り組みも始まっており、あらゆるタ
医療・福祉

物流、小売
サプライチェーン

自然

通信

交通

イプのデータを収集・分析し、意
サービス業
ほか

リオをさらに拡充させていきます。
こ の ように、 レ ジリエ ントな
Smarter Planet の実現を見据え

建造物

て、IBM ではビッグデータを処理

工業製品
農業製品

図5. Smarter Planetの今後の発展
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思決定を支援するためのポートフォ

物質、構造物

社会・経済活動から、
概念・意識の領域へ、有形の価値だけでなく、無形の価値の向上への貢献を目指す。
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トにおける研究成果を、実際のデー
タ活用システムに適用しようとする

コミュニティ−

行政
経済

例えば、前述の Watson プロジェク

する技術や製品を豊富に取りそろ
え、そして、将来に向けて描いた
ロードマップに基づいて研究・開発

分析
意思決定と制御

最適化

Q&A
特集 ビッグデータ活用時代

シミュレーション
モデリングと
シミュレーション

データベース
ストリーム・
コンピューティング

キャプチャー

大規模解析
ストレージ級の
大容量メモリー

ナノ・テクノロジー

コンピューティング基盤

エクサ・バイト
規模の
システム

セキュリティー

｜

基盤ソフトウェア

クラウド・コンピューティング

実世界

センサー
位置情報

センサー
映像／音声データ

センサー
数値データ

センサー
テキスト・データ

センサーによる情報収集
ビッグデータ活用に必要な製品、
テクノロジーを充実。

革新的な洞察に導かれる次世代のビジネス戦略

新しい
コンピューティング・
アーキテクチャー

行動モデル

図6. 意思決定サイクルにおけるIBMのソリューション・ポートフォリオ

関からデータが集まり、市の至る所に設置されたカメラか

が集まってきても、それを活用しなければ意味がないのと

らの情報などが壁一面に広がる 40 面のディスプレーで共

同じように、ビッグデータを分析、シミュレーションする技

有されます。IBM が開発した気象と洪水の予測システム

術がそろっているだけでは、レジリエントな社会は実現し

も活躍しています。しかし、
本当に素晴らしいのは、
こういっ

ません。次にご紹介するリオデジャネイロの事例から、ビッ

た施設やコンピューター・システムだけではありません。

グデータを有効に活用するための重要なポイントを理解す
ることができるでしょう。

マネジメント最前線

を積極的に展開しています。しかしながら、ビッグデータ

センターにいる 31 機関の代表者に、その場で意思決
定する権限が与えられており、さらに、センター長が市長
と同格の決定権を持ち全体を統括しているのです。これ

これからの社会を支えるのは
先進テクノロジーとそれを活用する発想力

により、救援チームの派遣、受け入れ準備、避難所へ

リオデジャネイロの「インテリジェント・オペレーション・セ

ダーシップによるガバナンスとプロセスが情報としっかり連

ンター」は、レジリエンシーを兼ね備えた Smarter Cities

結されていることで、各機関が迅速に機能できるのです。

（スマートな都市）の先進的な事例です（PROVISION 71

の物資準備などが、市長の承認を得るプロセスを必要と
せずに、迅速に手配されます。つまり、センター長のリー

リオデジャネイロのプロジェクトを通じて学んだことは、

号 42 ページ以下：解説①参照）。同市は、頻発する

先進のテクノロジーを実際どう活用していくか、それらを

水害や衛生面、治安の問題など、早急に改善しなくて

取り巻く人々がどのように行動して、実社会にどうつなげ

はならない課題を抱えていましたが、2014 年のワールド

ていくかというアイデアが最も重要であるということです。

カップ、および 2016 年の夏季オリンピック開催に向けて、

IBM は、技術や製品のポートフォリオに加えて、こうした

Smarter Cities に生まれ変わるべく、市の運営の大幅な

数々のプロジェクトを通じて培った経験やノウハウを生か

見直しを決断しました。市の全関係部局を横断的につな

し、ビッグデータをどう活用するかというコンサルティングも

ぎ、行政サービスやオペレーション、治安を中央でつかさ

含めた総合的なソリューションを提供し、レジリエントな社

どる体制を確立しました。同センターでは、31 の政府機

会の実現に貢献してまいります。
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