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AIで強化され、AIのために構築された

AIデータベース

データ量と種類の増加は、業界を超えたデジタル・トラン

スフォーメーションに燃料を供給するために、新たな専門
知識、
プロセス、
インフラストラクチャーが必要となりま

す。
機械学習(ML)と人工知能(AI)は、
コンピューターが継
続的な人間の介在なしにデータを処理し、経験から学ぶ
という試みの主要部分です。

AIとMLは従来のコンピューティング・タスクや、分析、
ロ

ジスティクスから自然言語対話、作曲、化学設計、不正検

出まで従来型以外のコンピューティング・タスクを支援し
ます。
これらがデータ主導のインテリジェンスを企業に提
供するため、企業は何が起きたか、何が起きているか、何
が起きそうかを理解できるのです。

AI活用の道のり(AIジャーニー)ははしごのようなもので、
それぞれのコンポーネントが横木にあたります。
この道の

り(ジャーニー)へと進んだ人々は、はしごを強化して、
より
有効なものにします。

Modernize

Infuse

ビジネス全体で AI
を運用可能に

データをAIとハイブリッド・
クラウドで使えるようにする

Analyze

信頼性、
透明性のあるAIを
構築し拡大する

Organize

ビジネスに活用できるよう
データを整える

Collect

データをシンプルに、
アクセスしやすく

AI活用への道のり
（ジャーニー）は、強固なデータ・インフラストラクチャーを基

AIとMLを取り込んだ統合ソリューションはデータ管理を単純化、高速化、
インテ

タに対してアクセス、収集、編成できるようにし、
その種類やソース、展開場所

用できます。AIのケイパビリティーを運用からモデル構築やアプリケーション開

盤にしています。
このデータ・インフラストラクチャーとは、組織がすべてのデー

にかかわらず、
すべてのデータを分析に利用できるようにするものです。ML主
導のデータ管理を利用し、AIとは目的でもあり、
それを達成するための手段
でもあります。

リジェント化するので、開発者とデータサイエンティストはデータを新たな形で利
発まで業務全体で構築できます。
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AI
による強化
IBM® Db2®に組み込まれた機械学習とAI機能はこれまでの常識を超
えた、以下のようなデータ管理機能を活性化します:
– フルスタックのデータ仮想化

– 自動ワークロード管理とリソース最適化
– 10倍のクエリー・パフォーマンス
– 信頼度ベースのクエリー結果
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データ仮想化

それは何か

データ・フェデレーションと抽象化レイヤーの組み合わせです。
全ユーザー、
アプリケ
ーションが、基礎となるデータの種類、
フォーマット、
サイズ、配置にかかわらず、複数

データ・ソースと単一アクセス・ポイントから一度に対話する機能を提供します。
この
高度なアクセスによって、
データ・サイロを破壊し、
データをより高速に、
より効率的
に利用できるようになるので、AIが大規模に採用できるようになります。

それが重要な理由

データへの単一エントリー・ポイントには以下のメリットがあります:
– データ専門家向けの単純なデータ・アクセス

あらゆるデータに対する単一ビューによって、構造化、非構造化、
リレーショナ

ル、NoSQLなど多様なデータ・ソースの横断的なデータ検索とアクセスが、
デー

タを移動するための時間やリソースを費やすことなく可能になります。
開発者とデ

仮想化がなければ、
このデータと対話したい人は皆、
データベース管理者(DBA)か

らアプリ開発者、
データ・サイエンティストまで、
それぞれのデータ・ストアに対してカ
スタムのアクセス手段を実装する必要があります。
うまくいっても、関係者全員がた
いへんな苦労に悩まされることでしょう。
ユーザーが異なる種別のデータを互いに
比較して(たとえば顧客履歴をリアルタイム・ブラウジングでの振る舞いと)、探り出

せる洞察が制約を受けてしまいます。
最悪の場合、
データが破壊されたり、新たなセ
キュリティ侵害のリスクもあります。

エンタープライズ全体で多様なデータに対する単一アクセス・ポイントを提供するこ
とが、
データ・フェデレーションがここまで普及した理由です。
しかしながら、IBMデ

ータ仮想化はフェデレーションにはとどまりません。
抽象化レイヤーを提供し、
ユー

ザーがデータ・アクセスのために自分の用語、方法論を定義できるようにしています
(図1を参照)。

ータ・エンジニアは、履歴データと新規データの両方で考えられる限りの種類の

In action

とができます。

ヨーロッパの銀行INGはIBMとの協力で、全世界の自社ユーザー全員に対す
るデータ・アクセスのシングル・ポイントを実装しました。
これによって同行は
グローバル・データ・インフラストラクチャーを管理しながら、必要なパフォー
マンス、
スケーラビリティ、セキュリティー、ガバナンス機能を提供できます。
こ
れによって領域が異なるビジネス間の分断も減らせます。

データにアクセスして、
そのデータの予想外の組み合わせから洞察を引き出すこ
– 単一点での制御、
ガバナンス、セキュリティー

管理者がすべてのユーザー、
アプリケーションを、
すべてのデータ・リポジトリへの

単一アクセス・ポイントに向けることで、セキュリティとガバナンスの準備が単純、
強固になり、故障もしにくくなります。

– データ転送の減少

データ処理は、最初にクエリーを投げられたデータをローカル・リポジトリに転送

データ仮想化

IBMソリューションを配置することで、世界中どこからでも新データをINGプ
ラットフォームに追加して、同行のグローバル・ユーザー誰もが、個々のデー
タ・アクセス・スキームやセキュリティ権限を変更なしに、
アクセスできます。

するのではなく、
リポジトリ自体の中で処理できます。
これによってレイテンシーと
帯域コストが劇的に下がります。

動作の仕組み

現代のエンタープライズ・データ環境は複数のデータストアに依存しています。

トランザクション・データはリレーショナル・データストアに、センチメント・データは
Hadoopクラスターに、顧客履歴データはデータウェアハウスに、eコマースのクリ
ックストリーム・データは高速データ・クラスターに格納されています。

データの仮想化とキャッシング・レイヤー
図 1。
仮想化が複数デー

タ・ソースの統合アクセス
とガバナンスを許可する方
法の説明

データウェ
アハウス

No SQL

リレーショナル・データベース

ビッグデータ:
Hadoop

スプレッドシートとテキス
ト・ファイル

適応型のワークロード管
理とリソース最適化
それは何か

データ・リソースを自動的に割り当てて、
さまざまな
ワークロードに対応するインテリジェント・テクノロ
ジーです。
このテクノロジーは自動化されていて、

適応力があり、過去の状況に対応して、将来需要も
予測します。

それが重要な理由

適応型のワークロード管理によって、安定した、高

パフォーマンス・システムがそのままで利用できま

す。
労力がかかるチューニングや設定は必要ありま
せん。
データ・プラットフォームが複雑で、手作業に
よるワークロード管理では故障率が高いため、現

代のエンタープライズには欠かせない機能です。

あまりに多くのワークロードが同時に集中すると、
データベースは過剰な要求を処理する方法を判断
する必要があります。
いわゆる
「オープンな」、ない

しは手作業にはフィードバック機構がありません。
ワークロードの数やサイズに関してユーザーが制

限を事前に決定して、
それを設定しておく必要があ
るだけです。
しかしこれらの制限は、複雑なワーク
ロード群に直面したとき、機能しません。
最善の状

況下でも常に人がモニターして、調整することが必
要です。
これはデータベースのパフォーマンス問題
や利用率低下、
さらには故障につながります。

これに対して、Db2は利用率のトレンドを検出し

て、予測するので、
ユーザーに通知することや、
トレ

ンドが深刻な問題になる前に自動的に修正するこ

とができます。
これはDBAの心理的負担を軽減し、
構成やチューニングに必要な実作業時間を減らす

ことで、各データベースの所有コストを低下させま

す。IBMのテストでは、
この利用率向上は全体的な
データベース・パフォーマンスを最大30%向上する
ことが示されています。
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動作の仕組み

適応型のワークロード管理は機械学習をフィードバ
ック機構の形で組み込んでいるので、
データベース
はさまざまなワークロードの期待実行時間と実際

の状況を常にモニターして、利用可能なリソースを

調整して、不足に対応しています。Db2データベース
はほとんどのワークロードで必要な最小限の設定

特に複雑な状況で手作業の設定が必要でも、
この

適応テクノロジーで容易になります。DBAは複数の
ワークロード・クラスを作成して、
それぞれに対して
パフォーマンス目標を指定できます。
適応型マネー

ジャーが到着するワークロードをモニターして、
それ
らの目標に合うようにリソースを割り当てます。

をするだけで、
そのまま利用できます。

In action

自動ワークロード管理

自動化された適応型ワークロード管理は、エンタープライズ・データベース管理に含まれた多くの共通の弱
点に具体的に対応します。

例えば、
データ・ウェアハウス設定では、
ストリーミングの取り込みから、
レスポンス・タイムが秒未満の低レイ
テンシー・レポート
（Webページ・ローディングなど)や完了まで数分かかる重いバッチ・レポートまで、広範な
ジョブをデータベースは受け取ります。
管理者はシステムが大きなジョブでとまって緊急のジョブが完了でき
なくならないようにしなければなりません。

適応型ワークロード・マネージャーではこれがきわめて容易なので、管理者はリソース・グルーピング(ワーク
ロードまたはサービス・クラスともいいます)を作成して、
システムの一定割合をそれぞれのグルーピングに割
り当てることができます。
するとデータベースはパフォーマンス目標を満たせるようにリソースをインテリジェ
ントに割り当てます。
これらすべては、手作業でモニタリングして、
ワークロードとリソースを個々にチューニン
グする必要なく、実施されます。
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AIはゴール
でもあり、
そのゴール
を達成する
ための手
段にもなり
ます。
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機械学習によ
るクエリー最
適化

In action

MLクエリー最適化
従来のコスト・オプティマイザーは統計とリソース・モデリングを用いて、特定クエリーの実行
ストラテジーを評価します。
下の図2に示した最初のオプションが返されます。
テーブル2組を
ジョインして、
その結果をジョインして、結果を返します。
しかしながら、機械学習アルゴリズム
は経験から学習して、もっと優れた実行ストラテジーがあることを認識します。1組のテーブ
ルをジョインして、
その結果に3つ目のテーブルをジョインして、
その結果に4つ目をジョイン
することで同じ結果が得られます。

それは何か

機械学習なし

Db2 Machine Learning Optimizerとインテリジェン

テーブル・スキャン
在庫

ト最適化を1レベル追加して、監督されない機械学
習を利用して、従来のコストベースのクエリー最適

テーブル・スキャン
販売促進

化よりも改善されたクエリー実行ストラテジーを提
供します。

それが重要な理由

基本的なワークロード・コスト・オプティマイザーは
特定の1クエリーに対して実行ストラテジーを提案

できますが、
これは最近のデータベースの変更に敏
感ではありませんし、経験から学ぶことはできませ

テーブル・スキャン
カタログを返す

その代わりにAIアプリケーションの実装、
データ利

用戦略の開発、組織全体の業務ユーザーが利用可

能なデータをよりうまく使えるようにする支援など、
組織により大きな価値を提供する活動に集中でき
ます。

できますが、
それが期待通りに動作しなくても、同じ

動作の仕組み

これに対してDb2 Machine Learning Optimizerは

化して、
クエリーによっては8から10倍も高速に完了

ん。
最速の実行ストラテジーであるべきものは推奨
ストラテジーを勧め続けます。

実際のクエリー・パフォーマンスからのフィードバッ
クを組み込み、実際のデータ・インフラストラクチャ

ーで最善の結果を出す実行ストラテジーを推奨し、
実行のたびにクエリー・パスを改良します。

機械学習オプティマイザーがあるので、DBAはシス
テム・パフォーマンスをモニターして、
クエリーを最
適化することに時間を割く必要がありません。

Db2 Machine Learning Optimizerはニューラル・ネ

ットワーク・パターンをまねて、
クエリー・パスを最適
できます(IBMの社内テスト)。

テーブル・スキャン
理由

ハッシュ・
ジョイン
ハッシュ・
ジョイン

リターン

ハッシュ・
ジョイン

機械学習あり
テーブル・スキャン
カタログを返す
テーブル・スキャン
理由

ハッシュ・
ジョイン

テーブル・スキャン
販売促進

ハッシュ・
ジョイン

テーブル・スキャン
販売促進

ハッシュ・
ジョイン

リターン

図 2。
コスト最適化(上)と機械学習最適化(下）の実行ストラテジーの例

実行ストラテジーのこの様な変化は、実際のクエリー実行に応じて、
リアルタイムに適用できま
す。
不正検出などの時間が限られたアプリケーションでは、
このリアルタイム改善は重要になる可
能性があります。
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信頼度ベースのクエリー
それは何か

SQLクエリー結果を単純なイエス、
ノーではなく、確率で表す、
または｢ベスト・マッチ｣を

In action

それが重要な理由

警察データベースには身長、体重、年齢、
肌の色、目の色、特徴的な傷、
その他など、
かなりの変数が設定されています。
目撃者が
あてにならないので、事実上そのすべてが不
確実です。
従来のデータベース検索では、
きわめて複雑なSQLクエリーで、手作業で特
定の目撃証言に当てはまる値の
「範囲」を作
成して、
この不確実性を考慮していました。
たとえば、体重が195ポンドと報告されてい
たら、実際の体重が185から205ポンドまで
の容疑者にマッチするかもしれません。
こう
した範囲は使いにくく、目撃者が提供した値
が範囲からかなり遠いと容疑者が誤って除
外されてしまいがちです。
これに対して、目撃
証言を容疑者プロフィールとマッチさせよう
とする警官が信頼度ベースのクエリーを利
用して、単純な確率的SQL文を作成すれば、
個々のデータ・ポイントが許容できるマッチ
の元々の範囲から外れていたとしても、全体
的な目撃プロフィールにもっともよく一致す
る対象が見つかります。

返す高度な機能です。

信頼度ベースのマッチングは機械学習設定では利用されてきましたが、
このDb2機能

はそれをSQL表現に拡張しました。SQLエンジニアにとって、
この機能はデータサイエ
ンティストの参加なしに、実行可能なデータ・タスクの幅を劇的に広げます。SQLエン

ジニアのビジネスにとっての価値が向上し、
すでにオーバーワークのデータサイエンテ
ィストの負担を減らせます。

動作の仕組み

信頼度ベースのクエリーは深層順伝播型ニューラルネットを実装することで、機械学

習拡張をSQLに追加します。
このディープ・ラーニングの監督されていない変種は「類似

度」が高くて、
マッチの可能性が高い領域を発見します。
信頼性ベースのクエリーを適用
できるのは:

– 類似/相違クエリー

– 帰納法推論クエリー(たとえば意味上のクラスタリング、類推、仲間外れ)
– 意味上のグループ分け操作

– パターン異常(たとえば不正検出)

信頼度ベースのクエリー

– 画像とビデオ
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AI
のために構築
Db2はAI用に構築されてもいるので、
データ専門家は強力なAI主
導のワークロード・アップグレードとワークフロー改善を容易に行
えます。
含まれているのは:
– 自然言語クエリーでデータを高速探索

– 普及した言語の利用とコード事例でAIアプリケーションを構築
– 複雑な関係をグラフとSQLでモデル化

– ブロックチェーン・データをネイティブに分析
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自然言語クエリーでデー
タを高速探索
それは何か

Augmented Data Explorerは「グーグル風」のWeb

ベースのインターフェースで、複雑な業務データ探索
に用います。
ユーザー向けの自然言語検索と、開発
者向けのREST APIが提供されています。
自然言語

で提示された質問は、
すべての利用可能なデータ・
ソースから引き出したデータ視覚化とサマリーを生
成します。

それが重要な理由

データの世界はこれまで以上に複雑になっていて、

多くのユーザーがますます巨大になるデータ・セット
に直面しています。SQLクエリーや分析アプリを開

発するスキルは供給不足ですが、
これまで以上に多

くの人がデータからの回答を、
すぐに求めています。
Augmented Data Explorerは初期段階のデータ探
察ツールです。
これは高度なデータ・クエリーを、

「2019年の売上」、
「10月には雨が何回降るか」
と

いった自然言語クエリーを入力したいだけの技術系
ではないユーザーに開放します。
これがSQL文を生

成して、
すべての関連データにクエリーを実行し、望

まれた結果を自然言語か、動的なデータ視覚化、
ま
たはその両方で返します。

これまでは、業務ユーザーは手作業を組み合わせ

て、自然言語クエリーを必要なSQLクエリーに翻訳
して、
それで生じる避けられない障害については専

門家の助言に従うのが一般的でした。Augmented

Data Explorerは両方の必要条件を不要とし、
すでに
持っているデータの新たな価値を発見する道を提供
するように設計されています。

データサイエンティストやもっと高度なユーザーが
Augmented Data Explorerを使って、馴染みのな

い、
または大規模なデータ・セットに対する初期クエ
リーを実行すれば、
どんなものがそのデータ・セット

に入っているのか、
どこから調査を始められるかを把
握できます。Augmented Data ExplorerはREST API
も提供しているので、開発者は自分のソリューション
をコーディングするのに時間を費やすことなく、
それ
らの自然言語検索や予測機能を自分のアプリケー
ションに容易に埋め込めます。
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動作の仕組み

Augmented Data ExplorerはMLテクノロジーを利

用して、
データをクロールし、
インデックスを作成し

て、隠された洞察を明らかにします。
そのAI機能はさ
まざまな学問、分野のコンテキスト、同義語、文法の

理解という自然言語サポートに集中しているだけで
なく、検索用語の興味ベースの関連トピック予測も

重視しています。
ツールはデプロイメントと管理を容
易にするためにコンテナ化されていて、明快な Web
ベース・インターフェイスが特徴になっています。

グラフ機能も含まれていて、
どのデータ・セットにエ

クスプローラー・エンジンが実際にアクセスして、
ク

ロールしているか、一目でわかります。
ユーザーはど
のデータ(スキーマ、
テーブルなど)に頼って回答がシ
ステムから提供されているか、容易にわかります。

Augmented
Data Explorerの価値
Augmented Data Explorerの価値が最も高いの
は、
データ・ユーザーが何を質問していいか、はっき
りわかっていない場合です。
こうしたユーザーが質
問を提示し、
データの中の関連性を発見し、行動可
能な洞察を生み出すのが容易になります。
さらにこ
うした業務上の難問に対応できる人人の集団が拡
大されます。
ユーザーがさまざまな責任を持ち、常
に変化するビジネス環境では、Augmented Data
Explorerが、現在利用可能な膨大なデータ量を克
服して、
そこから新たな価値を導くための最初の手
順になります。
某小売企業のセールス・マネージャーを例にとりま
しょう。
日々、ないしは月々、多くのさまざまな質問
を抱えていることでしょう。
地域ごとに売上を分解
することから、顧客の維持率の理解、
ショッピング・
カートが放棄された原因の追求、常連客が消えて
しまうことがある理由の予測、天候が在庫の出荷
リードタイムにどの程度影響するのか、など。

Augmented Data Explorerは新たな質問を明確化
し、
それに答えるよう設計されているので、AIケイ
パビリティーを業務のより多くの領域に広げます。
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普及した言語の利用とコ
ード事例でAIアプリケーシ
ョンを構築

それは何か

それが重要な理由

Java、Node.js、Sequelize、Jupyter Notebooksな

ことで、IBMはデータ管理と、MLとAIを重視したデ

Db2 11.5はPython、JSON、GO、Ruby、PHP、
ど、普及した言語やライブラリーをネイティブにサポー
トしています。
データ専門家はAIアプリケーションを

すでに知っている言語で構築して、
それをDb2内のデ
ータにシームレスに接続できます。

普及した機械学習言語をネイティブにサポートする

ータ・エコシステムでの迅速なアプリ開発のギャップ

に、橋をわたしました。
開発者とデータサイエンティス
トはデータをエンタープライズ・データベースに置い
たままで、既存の普及した開発言語、
ライブラリーを
利用できます。

言語、
ライブラリーのネイティブ・サポートによって、複
数のメリットが生まれ、AIのすばやく、容易な開発に
つながります。

– 開発者は普及した言語、
ライブラリーとGitHub上
の業界固有のコード・サンプルを活用して、自社
が利用するアプリをすばやく構築できます。

– 開発者はDb2データをネイティブに利用するアプ
リケーションを容易に書くことができます。カスタ

ムのバックエンド・コードでDb2データにアクセス
する必要はありません。
アプリの単一共通故障点
や単一管理点もありません。

– 新データベースは必要ならクラウド上にすばやく
デプロイ、
スケールして、
アプリにシームレスに接
続できます。

– 開発者は機械学習開発環境(IBM Watson®

Studio)に同じデータベース・エコシステムの中で
アクセスできます。

– データサイエンティストはデータベースのアクセ

ス問題の解決ではなく、機械学習モデルでの作業
に時間をあてられます。

– 企業は必要なスキルを持った人を雇って、
データ
を分析させられます。
まずデータにアクセスする

ために新たなスキルや言語を学ぶ必要はありま
せん。
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動作の仕組み

AIアプリケーション開発プロセスにはいくつか重要な質問があ
ります:

– 関連データはどこに保存されているか?

– それにどうやってアクセスして、調査すればいいのか?

– アプリを構築しながら、
どうやって機械学習の実行を適用すれ
ばいいのか?

– どんな言語が使えるのか?

IBMエコシステムの中には、
これらの質問すべてにエン

タープライズ対応の回答があります。
データはDb2、Db2

Warehouse、Event Store、Hadoop、
クラウド上、
オンプレミス

など、事実上どんなデータベースの組み合わせでも保管できま

す。
どれにも共通しているのはエンタープライズ対応、
フル・サポ
ート、信頼性、
パフォーマンスです。
共通のDb2コードベースとそ

の下の共通SQLエンジンが意味しているのは、
アプリケーション
がどのエコシステム・コンポーネントからでもデータに対してク

エリーを実行できて、書き直す必要なしにエコシステムの別の部
分で動作することです。
さらに、主要なオープン・ソース・プログラ
ミング言語やフレームワーク向けのドライバー群も新たに利用

できるようになったので、Db2を利用したアプリケーションを分
析し、機械学習モデルを構築するのは容易になっています。

データのプロは、Augmented Data Explorerでデータに含まれ

ているものをすばやく理解するといったように、
この電子ブックで
説明している他の機能を利用することもできます。Db2に一旦

保存されると、
データはWatson Studioの機械学習開発環境に

直接接続できます。
業界固有のライブラリー、
コード・サンプル、
テ
ンプレートによって、開発者は実用的なアプリの構築で一歩先ん
じてスタートできます。

そして最後に、一群のネイティブ・ドライバーが、選択した言語で
さらに開発を続けるために、SQL文をML言語固有のモデル(た
とえばPython)に変換します。

ネイティブな言語サポートの
価値

AI対応アプリケーションの潜在的な市場は膨大で
す。
いくつか、例を紹介します:

小売:レコメンデーション・エンジン、的を絞ったコン
テンツ、販売促進
保険:不正分析、
アプリケーション処理
物流:フリート管理、予測保守

輸送:交通量、天気その他に基づいたリアルタイムの
ルート探索
開発者とデータサイエンティストの軍団がマーケ
ットで働いて、通常はPython、Javaその他の普
及した言語を用いて、
スマートなアプリやアルゴリ
ズムを開発しています。
これらのアプリに供給さ
れるデータは複数のデータベースに存在していま
す。Pythonにネイティブ接続するデータベースが
ありますが、一般にそれらはエンタープライズ・スケ
ール、
パフォーマンス、信頼性を備えていません。
しかしながら、選択したML開発言語とその下のエ
ンタープライズ・データベースの間にネイティブな統
合がなければ、開発者はアプリケーション自体を必
要なデータにつなぐのが困難で、面倒なものになり
ます。

Db2と普及した開発言語のネイティブな統合で、開
発者はDBAやSQL専門家の関与なしに、
データにア
クセスできます。
結果として開発者とデータサイエ
ンティストの生産性がよくなり、
アプリは堅固になり
ますし、開発期間も短縮できます。

AIはあらゆる
レベルのユー
ザーに、
これま
で以上にデー
タで出来るこ
とを増やす力
を与えます。
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複雑な関係をグラフとSQL
でモデル化
それは何か

Db2はグラフ機能をリレーショナル・データ、SQLと深く統合するので、
グラフ・アプリケーションはリレーショナル・データで
直接実行できます。
そしてDb2 SQLエンジンはグラフ・データに直接クエリーを実行することができます。

それが重要な理由

グラフは印象的なツールで、重要な洞察を提供してくれますが、
これまではトランザクション・システムやOLTPシステムと

互換性がありませんでした。
この非互換性を回避するために、組織は通常のリレーショナル・インフラストクチャーを保持し
て、特定のデータをそこから引き出して、
グラフ・データベースに入れて、
グラフ・アプリをそこで動作させなければなりませ

んでした。
この種の重複、遅れ、
オーバーヘッドは今となっては受け入れられません。
組織にはリレーショナル・データでグラ
フ主導の洞察が必要なのです。
しかも、秒単位で。

多くの業界のユーザーはグラフ・インサイトを既存の分析的洞察のツールキットに追加することを望んでいます。
しかもデー
タ・インフラストラクチャーを壊したり、
グラフをサポートするためだけに新たなデータベースを追加することなしに。Db2
ならこれが可能です。

動作の仕組み

グラフ・データはDb2やDb2 Event Storeのリレーショナル・フレームワーク内のテーブルに保管されます。
つまり、SQLエン

ジンがグラフ・データに直接クエリーを実行できますし、
グラフ・アプリケーションはリレーショナル・テーブルにデータを直

接クエリーを実行できます。このアーキテクチャーはGremlinやTinkerpopといったオープン・ソース・グラフ・クエリー言語
もサポートしています。

Db2のリレーショナル・データとグラフ機能の深い統合はいくつか重要なメリットを提供します:

– グラフを既存のリレーショナル・データで直接実行して、SQLベースの分析に新たなレベルの洞察を追加できます。
– SQL分析をリレーショナル・テーブルに保存されたグラフ・データに対して直接実行できます。
– グラフ・アプリケーションはカスタムAPIまたはSparkを利用して、Db2に接続できます。

– ACIDトランザクションは既存のリレーショナル・アプリケーションを妨げることなしに、
グラフをリアルタイムに更新しま
す。
つまりグラフは分析だけでなく、
リアルタイム・トランザクション処理にも使えます。
– たとえばヘルスケアや金融などの、
グラフを多用する業界向けに業界固有のソリューションが利用できます。

ネイティブなグラフ・サポートの価値

グラフベースの洞察が新たな効率、
リレーショナル・データとのワークフローを
可能にする事例がいくつもあります。
たとえば、小売業はリアルタイム・グラフ・
リレーションシップを使って、複数拠点での特定品目の返品パターンに着目でき
ます。
この洞察を使って、小売業のトランザクション・データベースをすぐに更新し
て、
その日のうちにその品目を棚から引き上げることができます。
別の分野では、保険の不正調査官はグラフを使って、支払請求の数と規模、請求
者、
サービス・プロバイダーの身元の関連性など、複数のデータ・セットを一緒に
できます。
グラフで浮かび上がった関連性が不正の可能性を明らかにしてくれる
かもしれません。
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ブロックチェーン・デー
タをネイティブに分析
それは何か

Db2のネイティブなBlockchain Connector APIは前例のない透明性と洞察を、
ブロックチェーン元帳に
含まれる高度に圧縮したデータに提供します。

それが重要な理由

ブロックチェーン・テクノロジーは多くの業界で急速に採用されていますが、
これが分析にボトルネック

を生じています。
価値があるかもしれない大量の情報がそれぞれのブロックチェーン台帳に圧縮された
形で含まれていますが、
その情報を表示、分析する単純な方法がありませんでした。Db2 Blockchain

Connectorがこの現状を変えます。
これらのコンパクトで、透明性があり、制御可能で、変更不能なブロッ
クチェーン台帳はエンタープライズ内の他のデータ・ソース同様に分析対象になりました。
エンタープラ
イズはパフォーマンス、柔軟性、
スケーラビリティ、セキュリティーというDb2エンジンのあらゆる利点を

生かせます。
ブロックチェーンだけのために泥縄でレポート作成ソリューションを開発する必要はありま
せん。

このブロックチェーン・コネクターはDb2で利用できる他のデータ種別とのネイティブな接続、相互運用

性があるので、
そこにも価値があります。
エンタープライズは他のデータストアの追加データを容易に統

合して、
コンテキストを取得して、
ブロックチェーン・データの新たな分析の可能性を開きます。
最後に、
こ
のコネクターはAIアプリ向けにブロックチェーン・データを利用する可能性を開きます。
これはブロック

チェーン・データ自体がこれまで事実上サイロになっていたため、
ひどく扱いが難しかったユースケース

です。AI開発者は今では容易にブロックチェーン・データ・セットを、
アプリのプライマリー・データ・ソー
スとして、
または細かな詳細を補うものとして組み込めます。

動作の仕組み

ネイティブなブロックチェー
ン・サポートの価値

ブロックチェーンは保険、金融、物流、医療など
の業界に不変の取引記録としてすでに利用さ
れていますが、
これらの業界ではデータをもっと
よく理解するために分析の実行が求められてい
ます。
たとえば、保険会社は特定の地域の顧客
あたりの支払請求の件数を知りたがります。
船
会社はコンテナや船を追跡したがっています。
ヘルスケア企業は患者の治療記録の理解を望
みます。
カスタム・バックエンドにこのデータを抽出する
かわりに、単純にDb2をブロックチェーン・デー
タに接続して、他のデータでやっているのと同じ
ように分析を実行することができます。Db2本
来の接続性、柔軟性のために、
ブロックチェーン
の取引データを追加のコンテキスト・データと対
応させる(たとえば特定の船積み期間の天気、
ある保険請求者と同じような支払請求をした関
連会社)ことができて、
それぞれの取引が自社の
ビジネスにどんな意味を持っているか、豊富で
包括的な理解が得られます。
ブロックチェーン・
データで直接実行されるAIアプリは今のところ
は可能性です。

Blockchain Connectorはブロックチェーン台帳に圧縮され、保管されたトランザクション・データを表面
化して、Db2のリレーショナル・テーブルに存在しているように見せます。
強固なキャッシング・ストラテ
ジーが既存Db2機能を利用して、
ブロックチェーン・データのキャッシュ・テーブルを作成して、
クエリー
のパフォーマンスを向上しながら、必要なときには最新データのフェッチを可能にします。
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AI指向の組織
でのDb2の位
置付け
Db2機能を従来のオンプレミス・デプロイメ

ントでも、
クラウド・リレーショナル・データベ
ースないしはウェアハウス・インスタンスで

も、
サブスクリプションベースのHybrid Data

Management Platformでも、新しいIBM Cloud
Pak™ for Dataでも、
その他のデプロイメント・

モデルでも、根底のテクノロジーは刺激的なも
ので、業務上のメリットは劇的です。

Db2は、AIをどんな規模の組織のユーザーに

対しても、真実に迫るお手伝いをします。
提案で
きる価値は明確です。
エンタープライズAIを、

オンプレミス、
クラウドなどすべてのインフラス

トラクチャーで構築、実行、管理します。
物理的
にどこにあっても、
すべてのデータ・ソースを利
用します。
データベースに導入されたAI機能

を活用して、
データ主導の判断のために予測

インサイトやプロアクティブな洞察を提供しま

す。Db2をデータ基盤として利用することで、
企業はより効率的にAIアプリケーションを構

築、接続し、実行可能な洞察をすばやく取り入

れ、
これまで以上に多くの人々がAIにアクセス
できるようになります。

Db2、AIデー
タベースに着
手。
お問い合わせ→
→
詳細情報→
→
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