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バイヤーズ・ガイド
オープン・ソースや独自データベースを選択する際に、
すべての企業が問うべき実践的な質問
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オープンソース・データベース、独自データベース、IoTにフォーカスしたデータベースなど、
データ管理の範囲は広がっており、企業が自社のニーズにより見合ったソリューション
でデータを収集、管理、利用するまたとないチャンスとなっています。
すでに2種類以上のデータベースを活用している組織は、74％にのぼります｡1 とは言え、
これらのオプションは、必ずしも操作や統合を簡単にできるというものではありません。
複数のクラウドに散らばり、サイロ化されたデータ、オンプレミス展開、および選択された
さまざまなデータベースやワークロードのサポートの問題が原因で、問題が発生します。
同様に、AIアプリケーションのデータ需要の増加に対応し、データベースを一層最適化す
るためにAIを組み込むことができる独自データベースを選択することも困難です。多くの
オープンソース・オプションを比較すると、さらに複雑さが増し、IoTデータベースを独自に検
討すれば、このカテゴリを詳しく調べた人にとっては意外なものになるかもしれません。
データベース環境を使いこなそうとする場合、以下のような質問を自身に投げかけ、自社
独自のニーズに適したデータベースを探す際、これらの質問を候補となるデータベース・
ベンダーに投げかけると効果的かもしれません。

すでに2種類以上のデータ
ベ ー ス を 活 用 して い る
組織は、
74%にのぼります。
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1. マルチデータベース・
アーキテクチャーの
構築

複数のデータベース間のサイロをどう解消するか？
情報アーキテクチャーに複数のデータベースがある場合、データが絶対にサイロ化したままに
ならないようにすることが重要です。洞察力を総合的に知るためには、すべてのデータが
利用可能でなければなりません。
データを移動したり、組み合わせたりすることなく、確実にすべてのデータを一箇所で
アクセスできる点で、データ仮想化は、最良の選択肢です。仮想化は、ETL（抽出、変換、
ロード）プロセスよりも、コストと労働時間の両面で非常に効率的です。「Forrester
Total Economic Impact」レポートによると、適切なデータおよびAIプラットフォームと
データ仮想化とを併用すると、ETLリクエストを25～65%削減することができます｡2

IBM Db2 on Cloud Pak for Dataを使用したデータの仮想化の詳細については、動画(2:03)
をご覧ください

データベースの種類によって、サポート・チームは異なりま
すか？
データベースごとにサポート・チームを使い分けると、すぐに不満が出る場合があります。
何度も電話をかけなければならないのは良い方で、最悪の場合、サポート依頼があなたを
仲介役とした責任のなすりあいになってしまうこともあるのです。
よりシンプルな選択肢としては、マルチベンダー・サポートを提供するシングル・ベンダーを
選択することです。こうすれば、複数のオープンソースや独自データベースが含まれても、
お客様のアーキテクチャーにわたり起こり得るあらゆる問題を、電話一本で、ひとつの
チームが協力して解決していきます。マルチベンダー・サポートにより、保守サポート
費用（最大25％）、ハードウェア・サポート作業にかかる時間（最大20％）、ベンダー・
リレーションシップ・マネジメントにかかる時間（最大20％）の削減が確認されています｡3

スにまたがるデータの品質と見つけやすさを確保するには？
データの品質と見つけやすさを向上させるには、ガバナンスを標準装備したデータおよび
AIプラットフォーム上で動作するコンテナ型データベースを探し出す必要があります。
主要なデータおよびAIプラットフォームで見られる共通コードとデータ仮想化機能により、
どのデータベースに属していても、単一のアクセス・ポイントで均一なガバナンスを適用する
ことができます。
データ・クレンジング、メタデータ、ユーザー・アクセス、およびデータ・リネージは、
信頼できるデータを提供するためにそれぞれが明確な役割を果たすので、すべて考慮する
必要があります。また、信頼できるデータは、データ・サイエンティストやその他の
アナリストがデータを探す時間を短縮し、データで洞察を深めるのに必要な時間を増やす上で、
劇的な変化をもたらす可能性があります。また、信頼できるデータであれば、データ
関連の新たな規制にも融通が利きやすくなります。最近の研究から、このようなデータ
の仮想化とガバナンスのメリットで、932,569米ドル～2,424,681米ドルを節約できる
ことが実証されています｡4
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強力なユーザー・グループ・コミュニティーは存在するので
しょうか？
あらゆる種類のデータベースにおいて、ユーザー・グループ・コミュニティーが欠かせません。
こうしたグループのメンバーは、データベースの可能性の限界を押し広げ、他のビジネスの
青写真となるような利用シーンを提供し続けているのです。さらに、お客様のユーザーが
独自のアーキテクチャーで行き詰まったり、ただアドバイスが必要な場合でも、その
専門知識を活用することもできます。独自データベースやIoTデータベースには、ローカルな
交流会があることが多いので、活気のあるコミュニティーを探してみてはいかかがでしょうか。
オープン・ソース・データベースの場合、コミュニティーがさらに重要です。データ
ベースの作成、およびその後の更新にはコミュニティーそのものが役立ちますので、広く、
知的で、うまく組織化されたコミュニティーを持つことの重要性は過言ではありません。

2. 独自データベースの
評価

データベースを最適化するには？
データベースを最適化する方法によっては、その洞察速度やデータベース管理者（DBA）
の作業負荷に大きな影響を与える可能性があります。DBAがより価値の高い活動に集中
できるよう、最適化の自動化は欠かせません。最近のデータベースは、機械学習（ML）
を組み込むことにより、この自動化を改善しています。
ML最適化機能は、経時にわたり、SQLのパフォーマンスを監視し、特定のSQLステート
メントについて最適化されたモデルを作成します。したがって、より効率的なアクセス・
パス・コストの推計が作成され、クエリーの実行が高速化され、リソースの消費量が削減
されます。場合によっては、最大で10倍以上も高速なクエリーが報告されています｡5
データベースを最適化するもう1つの側面は、アダプティブ・ワークロード管理を活用する
ことです。これは、さまざまなワークロードを処理するためにデータ・リソースを自動で
割り当てる技術です。その結果、設定とチューニングにかかる時間が短縮され、データ
ベース全体のパフォーマンスが最大30％向上します｡6

「IBM Db2による機械学習（ML）‐SQL最適化」の詳細に関する動画(2:50)をご覧ください
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データベースは単一の導入モデルに制約されているのでしょ
うか？
データベースがオンプレミスのみ、あるいはクラウドのみという時代は、とうに過ぎ去り
ました。オンプレミス型のオプションは、優れた管理性で高く評価され、クラウド型は迅
速な柔軟性と拡張性で人気が高いというように、デプロイメント場所にはそれぞれ、独自
の利点があります。現状、マルチクラウド・デプロイメントやマルチベンダー・デプロイ
メントも注目を集めており、調査対象企業の98％が3年以内にマルチ・ハイブリッド・
クラウドの使用を計画しており､7回答者の81％が複数のクラウド・プロバイダーと提携
していると示しています｡8
2020年第3四半期Forrester Waveで最高ランクに評価された Red Hat® OpenShift®などの
マルチクラウド・コンテナー開発プラットフォーム上で動作するように構築されたコンテ
ナー型データベースを使用することが、最善の選択肢です｡ 9 この構成により、データ
ベースは、オンプレミス、単一クラウド、複数クラウド、および異なるベンダーから提供
されたクラウドのようなどのプラットフォームでも稼働できるようになります。
コンテナー化により、アプリケーションのポータビリティー、迅速な展開とスケーリング、
および簡易な管理と設定が可能になります。

開発者向けサポートはどの程度ですか？
データベースの機能は、DBAだけでなく、開発者もサポートしなければならないことを忘
れてはなりません。Python、JSON、GO、Ruby、PHP、Java、Node.js、Sequelize、および
Jupyter Notebooksといった一般的な言語とライブラリーをネイティブにサポートする
データベースを探します。開発者はこれらのうち1つ以上について熟知している可能性が
高いので、追加トレーニングに必要な時間を短縮することができます。
さらに、永久無料の開発者トライアルは、フル機能で利用できるはずです。これによ
り、一部の機能にしかアクセスできない時間制限付きトライアルの影響を最小限に抑える
ことができます。トライアルには、開発者がROIを素早く取得して配信したり、サポー
トがちょっとだけ必要なコーディング・タスクを簡単に実行できるようするための製品
ツアー、チュートリアル、およびその他のトレーニングも含まれている必要もあります。
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データベースには、グラフやSQL等のマルチ・モデル機能が
あるのですか？
どのデータベースも組織のデータ管理のニーズをすべてカバーすることは期待できま
せんが、いくつかの機能を組み合わせれば、コストを削減し、より良い洞察を提供でき
る可能性があります。
標準的な運用データベースにグラフ・データベース機能を含めることを検討してみてはい
かかがでしょうか。標準的な運用データベースとグラフ・データベース機能をマルチモ
デル機能と組み合わせると、企業はもうグラフ・データベース単体にお金を払う必要が
なくなり、クライアントは、年間20万米ドル以上節約できます｡ 10 その上、グラフは、
リレーショナル・データに対して直接稼働でき、SQL分析はグラフ・データに対して直接
稼働できます。
この機能は、ヘルスケアや金融等のグラフを多用する業界で特に重要です。グラフに
加えて、マイグレーションや複製をせずにJSONやXMLデータにアクセスするデータベー
スについて考えてみます。これらでも同様のマルチモデルの利点が得られます。

「IBM Db2によるグラフ・データベース分析機能」の
詳細については、動画(2:38)をご覧ください

データベースをコンテナー化して、価値実現までの時間を短縮
できるでしょうか？
データベースで評価すべき重要な側面は、価値実現、もっと具体的に言うと、いかに早く
データベースを展開できるかということです。コンテナーは、アプリケーションとソフト
ウェア・ライブラリーをバンドルし、アプリケーションを非常にポータブルで、迅速にデ
プロイできるようにします。コンテナーは、高速で、操作が簡単で、自動化ツールとも互
換性があるので、データベースは、すぐに価値を発揮できるようになります。データベー
スをコンテナー化すると、マルチクラウドの互換性も可能になります。

データベースは、データやAIプラットフィームと統合されて
いるのでしょうか？
データベースをAIプラットフォームと統合すると、AIアプリケーションを実稼働環境へと
よりシンプル、かつ迅速に移動することができます。データは、AIアプリケーションの主
要要素であり、データ・プラットフォームに統合されたデータベースを利用すると、複数
の役職に携わるユーザーがデータを活用して、AIアプリケーションを開発、テスト、導入
できるようになります。
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洞察の発見を容易にするために、自然言語クエリーなどの
ツールを利用できるでしょうか？
データ・サイエンティストからビジネス・ユーザーまで、誰もが洞察へのよりシンプルな
ルートから恩恵を受けられます。最良のデータベースは、最新のテクノロジーを使用して、
ビジネスのすべてのレベルでこのシンプルさを実現します。その1つの方法が、自然言語
クエリーを使用することです。
自然言語クエリーを使用して、ユーザーは、GoogleやBingといった検索エンジンで入力
するような質問を入力して、基本となるデータに基づいて視覚的な洞察を得ることができ
ます。これにより、ビジネス・ユーザーは、データ・サイエンティストを介す必要なく、
これまで以上により迅速に洞察を収集し、よりデータ駆動型になるよう促進します。
もちろん、データ・サイエンティストにとっても、ビジネス・ユーザーの問い合わせを減ら
すだけでなく、自然言語クエリーで予備的な結果を得たり、理論を素早く検証したりする
ことができるという利点もあります。こうしたより機敏なチェックは、本格的なクエリーや
モデルを構築しなくても、最も収益性の高い仕事の道筋を知るのに役立ち、効率化が促進
されます。

次のebookをご覧ください。Db2-AIデータベース(20ページ)

統合を支援するAPIはありますか？
データベースとデータ管理は、ほとんどのアプリケーションにおいて基本的な要素です。
そのため、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)用のデータベー
スのサポートを検討することが重要です。例えば、REST APIを利用すれば、開発者は自
分のアプリケーションを組織内のあらゆる場所のデータへと統合することができます。

データベースには、高度な認証、暗号化、およびキー管理が
あるのでしょうか？
Key Management Interoperability Protocol 1.1に基づいて運用されているデータベース
で、一元管理型のキー・マネージャーと統合されているものを探してみてください。データ
ベースには、グローバルな規制に対応するために、世界中のデータ・センターでホスト
されているオプションも必要です。さらに、データベースは、最新のNISTおよびFIPSの
基準に準拠し、高度な承認、暗号化、および包括的なセキュリティー制御を備えている必
要があります。
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データベースは、地理的に分散したクラスターで基幹業務
ワークロードをサポートできるでしょうか？
地理的に分散したクラスターは、計画的あるいは偶発的な機能停止を軽減または無くすの
に役立つので、可用性の向上をサポートするために、このオプションを検討する必要が
あります。HADR戦略の管理方法を組織が選択できるようにするために、変更キューベー
スのレプリケーションと変更データ・キャプチャレプリケーションの両方が利用可能であ
る必要があります。データベースは基幹業務ワークロードをサポートするので、ダウンタ
イムを最小限に抑えることが最も重要であり、フェイルオーバー時間を秒単位で測定する
必要があります。

データベースでは、ストレージとコンピューティングの迅速
で独立したスケーリングができるのでしょうか？
導入とスケーリングができるだけでなく、これらを迅速にできる必要があります。従来の
方法では数時間で、あるいはコンテナー化されたアプローチでは数分で、データベースま
たは追加のクラスターを稼働させると、アーキテクチャーの拡張を合理化するのに役立ちま
す。圧縮やデータ・スキップなどの手法も、スペースを節約することで、スケーリングの
必要性を低減するのにも役立ちます。またこれらは、ストレージやコンピュートの独立した
スケーリングが必要です。独立したスケーリングにより、段階的なプランよりも、コスト
と容量をビジネスニーズに合わせて調整することができます。

3. オープン・ソース・
データベースの評価

オープン・ソースは、企業のスケーラビリティー、可用性、
およびセキュリティーの基準を満たすことができるのでしょ
うか？
オープン・ソース・データベースは、今の世界で生成される膨大な量のデータをコスト効
率よく活用するよう、ビジネスを位置づけます。コードは、大規模なコミュニティーに
よって構築、保守されており、無料で提供されます。かなり多くの開発者が関わってい
るので、高レベルのイノベーションが期待でき、バグはすぐに見つけられて修正されて
います。多様な種類のツール、プラグイン、そしてコードもインターネット上から取得
できます。
それでも、企業は、オープン・ソース・コミュニティーから提供されていない追加の機能、
セキュリティー、およびガバナンスを必要とすることが多々あり、そこで、ベンダーが役
割を果たすことができます。ベンダーは、セキュリティーとガバナンスを強化するために
コードを利用および拡張し、オープン・ソース・ライセンスに基づいてリリースすること
ができます。したがって、ベンダーは、オープン・ソースの品質、柔軟性、およびスケーラ
ビリティーを提供することができ、SQL-on-Hadoopエンジン等の企業が求める付加機能
を追加できます。

MongoDBはどのような場合に検討すべきでしょうか？
MongoDBは、スケール・アウト・アーキテクチャー上に構築されたJSONドキュメント・
データベースです。これは、リアルタイム分析用の高容量データ・ストレージ、
スケーラビリティー、およびキャッシングを提供するので、開発者がアジャイル方式でス
ケーラブルなアプリケーションを構築する必要がある場合に検討する必要があります。
さらに、スキーマを定義せずにデータを取り込めるMongoDBの機能により、かなりの
柔軟性が得られます。このアーキテクチャーは、コレクションやドキュメントに基づく
ので、階層関係が可能となり、配列を格納し、他のより複雑な構造を一層簡単に表現
します。
MongoDB
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EDBは、いつ検討すべきでしょうか？
EDB PostgreSQLは、強力なオープンソースのオブジェクト・リレーショナル・データ
ベース・システムです。従来型RDBMS(リレーショナル・データベース管理システム)に基
づくPostgreSQLは トランザクション、標準準拠、ACID(原子性、整合性、独自性、および
耐久性)準拠、すぐに使用できるデータベースソリューションが必要な場合に最適です。
さらに、PostgreSQLは、他のツールと適切に統合され、データの整合性や複雑な操作を
簡単に処理します。これはeコマースからデータウェアハウス・ソリューションといった
ユース・ケースに対応し、非常に安定しており、メンテナンスも容易です。
EDBの詳細については、こちらのホワイト・ペーパーをご覧ください

オープン・ソース・ベンダーの専門知識はどの程度でしょ
うか？
オープンソースのデータベースを他のいくつかのツールと共にパッケージ化し、エンター
プライズ仕様のオープンソース・ソリューションを手に入れたと言い張ることは、誰にで
もできます。ベンダーの専門知識やオープン・ソースの経緯などについて調べ、慎重に判
断する必要があります。オープン・ソース・ソリューションを販売しただけでなく、
複数のオープン・ソースの取り組みに貢献したベンダー、つまり、オープン・ソース・
ソリューションを業界の専門知識に基づいて頻繁に構築し、統合して、貴社のビジネスに特有
のニーズに合ったソリューションを設計できるベンダーを探しましょう。

オープン・ソースは、導入場所やデータの種類に対してどの
程度の柔軟性があるのでしょうか？
オープンソース・ソリューションは、本来コミュニティーベースの性質を持つので、導入
やデータ種類に対する柔軟性が極めて高いのです。ハイブリッド・クラウド、マルチクラ
ウド、およびモダナイゼーションは、市場において非常に重要であるので、オープン･
ソース・コミュニティーから大きな注目を集めています。一般的な開発ツールについても
同様です。
オープン・ソース・ソリューションも本質的に透過的で、ベンダーの囲い込みを回避する
のに役立ちます。コミュニティー全体でコードベースをすべて閲覧し、作業することが
できるため、ワークロード・ポータビリティーは第二の天性です。つまり、ハイブリッド
およびマルチクラウド環境が簡単に作成できるということです。
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4. IoT固有のデータ
ベースの利点

このデータベースは本当にIoT用に作られているのでしょう
か、それとも、IoTはただのオプションに過ぎないのでしょ
うか？
IoTデータを処理できるデータベースは、IoTを念頭に構築されたデータベースとは大きく
異なります。この2つを区別するには、データベースがIoTゲートウェイに組み込まれるよ
うに構築されているかどうかを分析すると良いです。データベースを組み込むと、データ
ベースをデータのソース近くに配置することで待ち時間を削減できます、これは、IoTで
使用する場合に重要になることが多々あります。
狭い占有スペース(以下の質問を参照)、簡単なインストールやロータッチ管理または
ノータッチ管理、カスタマイズ可能アラートを通じてすべての組み込みデータベースの
パフォーマンスを追跡するシンプルな方法を提供するダッシュボード等の複数の要因
により、データベースがどれぐらい組み込み可能かが決まります。検討中のIoTデータベー
スにこれらすべての構成要素が含まれていることを確認してください。

データベースの占有スペースは十分に小さいか？
IoTデータベースのユースケースには、多くの場合、IoTゲートウェイへの組み込みが含ま
れます。つまり、占有スペースを小さくすることが重要です。サイズは、個別のニーズと
アーキテクチャーによって異なりますが、最適性条件で100MB未満の占有スペースを
達成できるソリューションを見つけることから始めるのが最適です。

時系列解析や地理空間解析が可能なデータベースでしょ
うか？
IoTデータベースでは、IoTデータの生成でよく起こる状況により、ネイティブの時系列お
よび地理空間分析機能が非常に重要です。例えば、定期的または不定期のステータス更新
を送信するマシンは、そのデータを経時的に追跡する必要があり、データGPSロケーター
も同様に、空間全体で分析する必要があります。
オプションを比較する際には、ストレージ・コストで有効な特殊圧縮機能、粒度の細
かい1秒未満のタイムスタンプ、独自の座標系を使用する機能、およびベンダーが
データベースの一部として時系列分析や地理空間分析を提供している時間の長さを確認
してください。
時系列分析と地理的分析の詳細については、こちらをご覧ください

このデータベースは大規模な組織で実績があるのでしょ
うか？
IoTデータベースのパフォーマンス レベルを判断するには、いくつかの最大規模の組織で
どのように動作しているかを分析することです。営業担当者にFortune 100社のユース
ケースを紹介してもらいましょう。たとえ、それほど大規模なアーキテクチャーを必要と
しないとしても、このような大規模な実装を容易にするデータベースの性能は、そのシン
プルさと特定の状況における使い勝手について多くを実証するものです。
上記のような質問をすることで、データベース間で想定される統合、独自データベースの
AIによる差別化、オープン・ソース・オプションの比較法、組み込み型IoTデータベース
で最も重要な検討事項などについて、より深くご理解いただけると思います。
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5. その他のリソース

上記のような質問をすることで、データベース間で想定される統合、独自データベースの
AIによる差別化、オープン・ソース・オプションの比較法、組み込み型IoTデータベース
で最も重要な検討事項などについて、より深くご理解いただけると思います。
ここで検討したすべてのカテゴリーで業界トップのデータベースの一部と、それらを
ガバナンスと分析で統合するのに有効なデータおよびAIプラットフォームを詳しく見て
みましょう。また、データベースの専門家と30分間の無料面談を予約して、お客様の戦
略について話し合いましょう。
先進的なデータベース・ソリューションを探す
データベースとAIプラットフォームを見つける
分析用のデータ管理について、Forrester Waveを読む
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