データサイエンス・チームのための
統合分析・AI プラットフォーム

IBM Watson Studio
データ分析環境の現状と課題
データ分析や AI プログラム開発は、データサイエンティストをはじめ、業務の専門家、データの専門家、作ったプログラムをアプリ
ケーションに組み込むアプリ開発者など、担当業務や専門領域の異なる複数のメンバーによる連携作業です。また、
AI プログラム
は一度作ったら終わりではなく、精度を維持するために繰り返し見直す必要があり、
チームで効率よく作業できることが必要です。
しかし実際には、以下のような課題により効率的な作業が妨げられています。
⃝オープンソースなど使い慣れたツールを使いたいが、各自がバラバラなツールや環境で作業を行うと情報連携や管理が難しい
⃝作ったモデルなどの成果物がメンバー個人の環境に保存されて共有されない。
メンバーが入れ替わるとノウハウや成果物が引き継がれない
⃝分析に使うデータソースがバラバラで簡単にアクセスできない。メンバー間で大容量データを簡単、安全に共有することが難しい
⃝作ったモデルをすぐにアプリケーションに組み込んで使えるようにしたいが、実装に時間がかかる

このような課題を解決し、チームの生産性を高めるのが IBM Watson Studio
（以下、
Watson Studio）です。

データサイエンス・チームの構成メンバー
業務専門家

データエンジニア

●AI利用のアイデア出し
●必要な入力項目の洗い出し

●学習用データの準備
●データ整形

データサイエンティスト

●モデル開発
●モデルの最適化

アプリ開発者

●できあがったモデルを
本番環境にデプロイ
●モデルを利用する
オンラインアプリの実装

データサイエンス・チームに必要な統合環境を提供する

Watson Studio

統合 AI プラットフォーム
Watson Studio は、AI システム開発に必要な機能をパッケージ化し、オールインワンで提供する統合 AI プラットフォームです。
必要なデータをつなぎ、分析し、作ったモデルをアプリケーションに組み込むまでの一連の作業を、統合ユーザーインターフェース
上で行えます。AI プロジェクトチーム全体の生産性を向上させ、
AI のビジネス活用をスピーディーに実現します。
データ分析をプロジェクトとして管理できるため、
プロジェクトメンバー間での情報共有がスムーズに行えるだけでなく、担当の引き
継ぎがあった場合やプロジェクトの終了後に再度その内容を確認したい場合にも、必要なデータやアセットを正確に引用できます。
さらに、環境を選ばないことも Watson Studio の特徴です。Watson Studio が実行できる環境としてクラウドはもちろん、
オンプ
レミス、
デスクトップもニーズに合わせて利用できます。
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Watson Studio の特長

1. データ基盤とのシームレスな連携
Watson Studio ではモデル開発に必要なデータへの接続、検索、プロファイリング、整形、可視化をシームレスに行うことができ、
開発生産性が高まります。
カタログ機能
定型、非定型それぞれに、数多くのデータソースに対応。IBM 製品をはじめ、Oracle Database、Microsoft SQL Server、Amazon

Redshift などのサードパーティー製品、FTP など約40種類の製品と連携しています。接続情報の一元化、アクセス制御が可能です。
データソースへの接続が定義されると、
その配下のテーブルを登録することもできるようになります。カタログ化されたテーブルは、
モデル作成用のデータソースとしても選択可能になります。
データ確認・加工機能（Refinery）
データ特性をグラフや統計量で網羅的に確認でき、モデル作成に必要なデータ項目の選択が容易になります。欠損値の除去や
列の分割、個人情報のマスキングなど、データ整形に必要な機能が提供され、
GUI で実行できます。また一連の処理を記録して
スケジューリング実行することも可能です。
可視化機能（Cognos Dashboard）
簡易な操作でデータをグラフ化し、
レポートを作成することができます。

2. チームで協働できる分析環境
Watson Studio は各メンバーが使い慣れたツールを選択し、各々の仕事を効率よく実行できるように設計されています。
Jupyter Notebook や RStudio などを含め 、データサイエンスの分野でよく使われているツールが連携されており、すぐに分析作
業が始められるようになっています。またコーディングに慣れていない人は GUI ツールによる分析もできます。
そして最大の強みが、
チーム間でデータやモデルを共有し、
フレシキブルに AI プロジェクトの実行が可能になっていることです。

Watson Studio では AI モデル開発に必要なアセット、実行環境、デプロイメントなどをプロジェクト単位でグルーピングし、アク
セス権限を付与。アクセス権を付与されたメンバーは、
Watson Studio にサインインするだけで、AI プロジェクトの成果物や必要
なリソースにアクセスできるようになります。
また開発者間でのやり取り、編集内容が共有できるようにコメント書き込み機能も提供されています。

AI モデルの自動生成

構造化データから機械学習モデルを自動生成する AutoAI を
提供。モデル生成に必要な一連のタスク
（データ整形、最適
なモデリングの手法の選定、
ハイパーパラメーターの最適化、
特徴量エンジニアリング）を自動化し、短時間で結果を出す
ことができます。

SPSS Modeler Flow

統 計 分 析 で 実 績 の ある IBM SPSS Modeler（ 以 下、SPSS
Modeler）同等機能が利用でき、GUI ベースで、データ整形、
モデル生成、
データ分析を行うことができます。従来の SPSS
Modeler で作成したストリームファイルを読み込むことも
可能です。

Experiment Builder

環境整備が比較的煩雑であった GPU によ
る Deep Learning 学習が、事前準備なしに
時間課金で簡単に行えます。TensorBoard
連携機能があるので、学習過程の視覚化も
簡単に行えます。

オープンソース IDE

オープンソースの代表的な IDE
（統合開発環境）
である Jupyter Notebook や RStudio も利用可能。

Decision Optimization

CPLEXという製品名で提供されてきた最適化エンジンを搭載。

Watson API 学習機能

IBM の AI Cloud サービス Watson API のうち、Visual Recognition（画像認識）とNatural Language
Classifier（文章の分類）の学習とテストを行うUI を提供。

3. 迅速な業務への組み込み
Watson Studio では作成されたモデルを管理し、業務に組み込む（デプロイする）機能を提供しています。
それにより、短時間で Web アプリケーション開発を進めることが可能になります。
モデル管理

AutoAI, SPSS Modeler Flow, Python(Scikit-learn/ Keras) など、さまざまな開発ツールで作成した機械学習モデルを一元管理
できます。

Web サービス化
機械学習モデルを簡単に Web サービス化して、REST API 形式でアクセスできるようにします。

Snippets(Web サービスにアクセスするコードの雛形 ) の生成や簡易テストも可能です。
モデルの本番運用

Watson Studio で Web サービス化したモデルは、AI モデルの管理・運用ツールである Watson OpenScale の管理対象にすることで、
説明性・公平性や性能管理など、本番運用時の問題に対応できます。

提供形態
Watson Studio はニーズに合わせて実行環境を選ぶことができます。

クラウド

デスクトップ

ローカル

IBM Cloudで

WindowsやMac OS上に
簡単にインストールして使える
Watson Studio。
オンラインでもオフラインでも
場所を選ばず作業できます。

ファイアウォール内の
セキュアな環境で利用できる、
エンタープライズ向けの
Watson Studioです。

サービスとして提供される
Watson Studio。
素早くスモールスタートできます。

※デスクトップ版はチームでの協業機能に制限があります。
詳細はお問い合わせください。

IBM の AI サポート環境
IBM は AI モデルの開発だけでなく、作ったモデルの実行や運用までトータルにサポートする環境を提供します。
「AIを作る」
モデル開発環境

「AIを動かす」
モデル実行環境

「AIを管理する」
モデル運用環境

Watson
Studio

Watson
Machine Learning

Watson
OpenScale

AIモデルの構築・トレーニング・
デプロイ・管理とデータ準備・分析する
統合開発環境

AIモデル構築後の
稼働およびフィードバックを行う
ランタイム環境

AIモデルの実行時の
管理・運用支援を行う
オープンプラットフォーム

AI開発を支えるデータ基盤

Watson Knowledge Catalog

社内外の利用可能なデータをカタログ化、
ユーザー自身が必要なときに
正しいデータをすぐに検索、
利用できる機能を提供

まとめ
Watson Studio には非常に多くの機能がありますが、その特長を整理すると以下のとおりです。
⃝必要な機能がオールインワンで提供されているので、
AI ライフサイクルをチームで効率よく実行することが可能です
⃝使い慣れたツールや最適な環境を自由に選択できるので、
AI モデルの開発に専念できます
⃝ AI モデルの設計と最適化を自動化することで、
AI ライフサイクルが加速され、AI をより迅速にビジネスに組み込むことが可能です

企業における AI システム開発のスピードを速め、生産性向上を支援する統合プラットフォームとして、

Watson Studio は AI プロジェクトチームを強力にサポートします。
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