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はじめに ー
ガバナンスと
プライバシーへの
データ・ファブリックの
アプローチ

データ・ファブリックは、適時、適切なユーザーが
高品質のデータにアクセスすることができるよう
サポートするためのアーキテクチャー・アプロー
チです。
データ・ファブリックのデータ・ガバナンスと
プライバシー機能は、
データの場所に関係なく
規制コンプライアンスを維持しながら、
ガバナンスとプライバシーの自動コントロールに
よりコンプライアンス対応を強化します。
さらに、
マルチクラウド・データ統合、カスタマー360、
そして信頼できる AI に向けた強力な
基盤を提供します。
ガバナンスを強化することで、
データに
アクセスする必要があるユーザーは、適切かつ
高品質のデータを見つけやすくなります。
一方で、不適切な機密データは非表示にするこ
とができます。また、
ビジネスの洞察を得るこ
とで、競争上の優位を確立することができます。
Forrester Analytics Business Technographics®
Data And Analytics Survey 2020によると、
高度な洞察に基づくビジネスでは、中小企業と
比較して、
コンプライアンスの定義、実行、
トレー

ニング、
および監視を含むデータ・ガバナンス戦略
が採用され、データ・ガバナンスを担当するエグ
ゼクティブが配置され、日常のデータ関連業務
においてAIをクラウド・ソースおよび組み込み
データ・スチュワードシップに活用している
可能性が高くなる、という結果が出ています。1
強力なプライバシー・パラメーターは、
オンプレミ
スまたはクラウド環境において、
コンプライアンス
対応とデータ保護の迅速な準備に役立ちます。
これにより、企業はデータの場所に関係なく、
業界固有の規制ポリシーとガバナンス・ルールを
理解して、迅速に適用することができます。
本ガイドでは、現代の組織が直面する最も
一般的なガバナンスとプライバシーの課題、
効果的なソリューション/アプローチの構成要素、
そして企業内の全データを自動化された統合
データガバナンスとプライバシーレイヤーとして
構築するために必要なテクノロジー基盤
について説明します。またデータ・ガバナンス
およびデータ・プライバシーの無料トライアル
などの有用なツールもご提供します。
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自動化されたデータ・
ガバナンスとデータ・
プライバシーを
確立する理由は？

組織がデータ駆動の意思決定の企業文化を確立
しようとする場合、動的な規制環境に準拠した
高品質のデータを活用することが重要です。この
ようなアプローチをとることで、組織は以下の
課題に対処できます：

拡張可能なデータプライバシーの必要性
コンプライアンス違反のリスク (法的処罰、顧客
信頼の喪失、企業イメージの悪化 など) は現実で
す。世界60か国以上の管轄区域において、
プライ
バシーおよびデータ保護法が制定または提案さ
れており、2023年までに世界中の企業の80％以
上がプライバシーに対応するためのデータ
保護規制に直面することになります。2
各課題に個別に対応する代わりに、
プライバシー
とデータ保護への積極的なアプローチをとること
は、組織が顧客との信頼関係を築くための絶好
の機会になります。しかし、
その実施にあたって、
データ責任者は、組織全体に適用される
広範なプライバシー・プログラムを構築する必要
があります。

データ・アクセス改善の必要性
複数のチームがエンタープライズ・データへの
アクセスを必要とする場合、安全なデータ共有が
重要な要素になります。共有の対象となるデータ
は追跡可能であり、許可されたユーザーのみが
使用するように制限しなければなりません。
しかし、複数のクラウドおよびオンプレミス
環境間を移動する際に、
データを保護していない
3
組織は、全体の7割にも上っています。
異なる環境間において、一定の基準で
コンプライアンスに対応しなければ、
チームは
部署間でのデータ共有がしにくくなり、
データの
サイロ化が進んでしまいます。こうなると、IT
チームは各データ・リポジトリーを個別に保護・
保証しなければなりません。各グループが独自
のリポジトリーをスピンアップする事態（シャドー
IT）
につながる可能性があり、
ますます複雑化が
進んでしまいます。

4

法律事務所DLA Piperに
よると、2021年1月28日
以降、欧州連合のデータ
保護当局が、管轄区域内の
GDPR法違反として罰金を
科した、
その合計額は12億
ドルにも上るとしています。
4
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自動化されたデータ・
ガバナンスとデータ・
プライバシーを
確立する理由は？

組織全体でデータ品質基準を維持する必要性
入手したデータを完全に信頼している経営
5
幹部は、全体のわずか2割にすぎません。
最近のGartnerレポートによると、
データ品質の
低下によって、組織は毎年平均1,290万ドルのコ
スト負担を強いられています。Gartnerは、2022
年までに7割の組織が評価指標によってデータの
品質レベルを厳格に追跡し、
それを60％ 改善す
ることで、運用リスクとコストを大幅に削減すると
予測しています。6
組織全体のすべてのユーザーが使用しようとして
いるデータを完全に理解し、
その品質に自信を
持てるようにするには、
ビジネス定義とメタデータ
に関するデータ・ガバナンス基盤が不可欠です。
そのために、
ビジネス用語、
データ分類、参照
データ、関連するメタデータ、
およびデータ・
ガバナンス・ポリシーとルールを確立し、実施
しなければなりません。

データ来歴と追跡可能性の必要性
分析チームはデータ制作物 (ダッシュボード、
レ
ポート、機械学習モデルなど) を構築して展開し
た後、
それらの制作物がどこから来たのかを遡っ
て確認できるようにしなければなりません。監査
可能性とコンプライアンスに関するユース・ケース
(規制がある業界でしばしば見られる) の場合、
ビ
ジネスの意思決定をサポートするために使用さ
れる際に、
データが最初に作成されたトランザク
ション・システムから最終的な形式に変換される
際に、分析チームは、
データの存続期間中に実行
されたすべての手順を示すよう求められる可能
性があります。またエンドユーザーにとって、
データソースと変換を確認できれば、
ダッシュボ
ードを独自にカスタマイズし、作成する時間を大
幅に短縮できます。

データ消費を加速させる必要性
データが持つイノベーション力と破壊力を活かす
ために、企業はセルフサービス型でデータを活用
する必要があります。データ・アクセスとデータ利
用を簡素化するためには、組織内のデータユーザ
ーが、
メタデータ駆動型インデックスのカタログ
化された豊富なデータ資産を簡単に見つけて使
用できるようにする堅牢なフレームワークとアー
キテクチャーが必要となってきます。データ・ガバ
ナンスとデータ・プライバシーを積極的に取り入
れることで、企業はイノベーションを推進し
ビジネスの成果を上げることができます。
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ガバナンスと
プライバシーの
ビルディング・ブロック
ガバナンスの最終的な目標は、
データの情報源、
データの種類、
データへのアクセス権、
データの
廃棄時期などを知ることです。組織には、
すべて
のデータのプライバシー、
アクセス性、品質、
およ
び追跡可能性を統合、改善するために必要なテク
ノロジーのビルディング・ブロックがいくつか
あります。
それでは、
そのテクノロジーを見ていきましょう。

#1

#2

データ・カタログ
データの品質は、
その洞察に基づいて行動する
際にどのくらい信頼できるかで変わってきます。
低品質のデータが AI モデルに組み込まれると、
不正確、
コンプライアンス非準拠、
または差別的な
結果を招いてしまいます。最適の洞察を獲得する
ことで、一貫した分類法が活用され、新鮮、
クリー
ン、
そして関連性のあるデータにアクセスする
ことができます。データ・カタログは、豊富でメタ
データ駆動型インデックスに基づいてカタログ
化されたデータ資産を活用して、適切なデータを
簡単に見つけて使用する際に役立ちます。

自動化されたメタデータの生成
メタデータでは、
データの提供元、
プライバシー・
レベル、年齢、
および潜在的な使用目的を追跡
します。メタデータを手動で生成するのは面倒な
作業ですが、
機械学習を活用すればデータに自動
でメタデータをタグ付けすることで、人為的
エラーやダーク・データを削減できます。
メタデータの自動タグ付けにより、
アクセス・
ポイントでのポリシー適用が可能となり、
データ
の機密性を維持したまま、
コンプライアンスにも
準拠した形で使用できます。さらに、
メタデータは
データに関するコンテキストを提供し、
さまざまな
ソースからのデータをリンクさせるビジネス用語
の共通語彙の作成にも利用されます。この
コンテキストは、
データにセマンティックな意味を
追加して、組織内でデータをより見つけやすく、
そ
の利用可能性と一貫性を高めます。
これは、分析
とAIに向けたデータ検索に重要な要素です。

「最新のデータ・カタログに関する
完全ガイド」
をお読みください →
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ガバナンスと
プライバシーの
ビルディング・ブロック

#3

#4

#5

データ・アクセスとデータ来歴の自動化ガバナンス
データ来歴とは、
データが誰によってどのように
アクセスおよび使用されたかの履歴のことです。
データの提供元を知ることは、
コンプライアンス・
レポートだけでなく、説明可能な信頼できるAI
モデルの構築にも役立ちます。この自動化は、
アクセスを複雑化させることなく実行することが
できます。アクセス・ポイントに制限が直接組み
込まれると、
アクセスを許可されたデータ・
ユーザーのみが表示されます。それと同時に、
機密データを非表示にできるため、許可されて
いないユーザーに個人データを公開することなく
モデルとデータ・セットを共有できます。使用
できるデータと使用できないデータを明確に
区別することで、
セルフサービス型のデータ要求
が実行され、組織は業務部門のニーズに迅速に
対応できるようになります。

データ仮想化
データ仮想化では、
すべての場所からデータ接
続が可能となり、異なるデータ・ソースが単一の
データベースとして表示されます。これにより、
データの場所に関係なく、
データが移動された
場合でも、管理され、
コンプライアンスに準拠
したデータ・アクセスが可能となります。単一の
仮想化された管理対象レイヤーを使用すれば、
ユーザーがデータにアクセスする場合、
各ソースごとではなく一箇所で定義されるため、
アクセス管理の複雑性が軽減されます。

レポートと監査
企業は、地域、業界、
およびデータの種類によって
変化する様々な規制を遵守しなければなりません。
それらの規制は、
ビジネスを実施する場合の
一連の明確なアクションでもある要件カタログに
分類する必要があります。規制情報を自動的に
取り込み、重複を排除して、
ワークフローに適用
する必要があります。
これらすべてのデータ・プライバシーとデータ・
ガバナンスのニーズをビジネス・チャンスに
活かすためには、
グローバル・データ戦略と
オープンかつ全体的なアーキテクチャーによる
テクノロジー・コンポーネントを採用することです。
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データ・ファブリック
ー 全体的なアプローチ
洞察獲得とビジネスの成長にデータを活用し、
最終的にデータ主導の企業文化を構築
するには、多数あるソリューションを手動で
パッチする必要のない効率的なデータ・
アーキテクチャーと戦略に基づく包括的な
アプローチが必要です。そのため、多くの組織が
データ・ファブリックを採用しています。
データ・ファブリックとは、組織におけるデータ・
アクセスと消費を簡素化するアーキテクチャーの
アプローチです。そのアーキテクチャーは、
データ環境、
プロセス、
ユーティリティー、
および
地域によって変わることはありません。データ・
ファブリックでは、異種のデータ・システムを
エンドツーエンドのデータ管理およびガバナンス
と統合し、
セルフサービスのデータ・アクセスを
実現し、
コラボレーションを簡素化します。

データ・ファブリックを使用すると、
データがどこに
あるかに関係なく、
企業は適切なデータを適切な
タイミングで提供して、
データの価値を高めること
ができます。また、
統一されたアーキテクチャーの
一部として前述のような機能をまとめ、
多数の
ポイント・ソリューションを統合することでコストと
複雑性を回避できます。データ・ファブリックでは、
断片化された製品グループをつなぎ合わせるので
はなく、
シームレスに機能するように構築された
単一の全体的なソリューションを提供します。

データ・ファブリックは、
データ
の場所に関係なく、
適切な
管理対象データへのアクセス
を適切なタイミングで提供す
ることにより、
既存のデータの
価値を高めることができます。

それに加えて、データ・ガバナンスとデータ・
プライバシーだけでなく、個別のユース・ケース
にも対応できる以下の 3 つ機能も備えています。
マルチクラウド・データ統合、カスタマ−360、
そしてMLOpsと信頼できるAI(別の
電子書籍で解説)です。

9

データ・ファブリックの導入に
より、2024年までにデータ
利用の効率性が現在の
4倍にも向上し、人間主導
のデータ管理タスクは
半分まで削減されます。
7
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データ・ガバナンスと
データ・プライバシー
に関する成功事例

金融サービス：
ING 銀行↷
57,000人を超える従業員を擁するオランダの
大手銀行INGは、世界40か国以上に点在する約
3,930万人の個人顧客に対応し、法人顧客および
金融機関にもサービスを提供しています。同社の
チーフ・アーキテクトFerd Scheepers氏は、
データ・ガバナンスのビジョンを実現するために、
自社のハイブリッドクラウド環境にデータ・
ファブリックのアプローチを実装したいと考えて
いました。
ING銀行では、
オンプレミス環境とクラウド環境
において、一環したデータ管理をする必要があり
ました。データ担当リーダーであるScheepers氏
は、以下の具体的な目標を設定しました：
–

管理されたデータとツールセットへの迅速か
つ簡単なアクセスにより、ING銀行のデータ
民主化を高めること。
– 複雑なグローバル・エコシステムにおける、強
力なガバナンスとプライバシー・パラメーター
を確保すること。
– 要件が変化するビジネス・ポリシーおよび複
数の管轄区域における規制に準拠すること。

ING銀行は、
すべての運用国において、単一の
企業運用モデルの実装と、
データ管理とアプリ
ケーション合理化に役立つデータ・ファブリック・
ソリューションを構築しました。

当ソリューションは、ING銀行のマルチプラット
フォームにおける異機種環境に適応するオープン
なハイブリッドクラウド環境全体で実行されます。
既存のオンプレミス投資対象全体にデータ仮想
化を適用することで、
データのサイロ化が解消さ
れ、適切なガバナンスレベルと高いコスト・パフォ
ーマンスを実現し、
クラウドおよびオンプレミス
環境全体において、適切なデータにジャストイン
タイムでアクセスできるようになります。
ING銀行は、
データ・ファブリックを活用して、
一貫
したユーザー・エクスペリエンスを提供し、連携を
強化し、
アプリケーション管理を合理化し、
ライセ
ンス費とITコストの最適化を実現しました。
お客様事例はこちら →
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これらの
コンポーネントを
検討する
堅牢なガバナンスとプライバシー機能の採用は、
エンドツーエンドのガバナンスを獲得し、高品質な
データを提供し、最終的に連携性を高めるように
設計されたテクノロジー・スタックによって左右
されます。データ統合によってこれらの機能が
一体化された場合、企業にとってはデータ・ガバ
ナンスの価値が倍増し、
それによりクライアント
に関する包括的な視点が提供され、
データを最
大限に活用してビジネスの成果を上げることがで
きます。
最新のデータ・ファブリックの一環として、
データ・
ガバナンスとプライバシー機能では、
メタデータと
有効なポリシー管理に基づくエンドツーエンドの
ユーザー・エクスペリエンスを提供します。
これに
より、
ユーザーは、
データの物理的な形式を理解
しなくても、
それを複製または移動させることなく
表示、
アクセス、操作、分析できるようになります。

IBM データ・ファブリック・アプローチのテクノロ
ジー・コンポーネントを活用することで、企業の
データ資産に業界固有の規制ポリシーとルール
が自動で適用され、組織全体を保護することが
できます。
–

AIで拡張されたデータ・カタログにより、
ビジ
ネス・ユーザーは適切なデータを簡単に理解
し、適切なデータを対象としたコラボレーショ
ン、拡充、
そしてアクセスが可能になります
– すべてのデータ、分析、AIイニシアチブに関す
るメタデータとガバナンスの層により、
クラウ
ド上における可視性とコラボレーション能力
が向上します
– ユーザーが定義した粒度に合わせて、
データ
を動的かつ一貫的にマスクします
– データの整合性を維持しながら、匿名化され
たトレーニング・データとテスト・セットを作成
します

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Dataは、特にデータ・
ファブリック・アーキテクチャーを念頭に構築
されたプラットフォームであり、結果をより迅速に
予測し、場所に関係のないデータの収集、整理、
分析が可能になります。ハイブリッドクラウド環境
全体に分散しサイロ化されたデータをつなぐため
のデータ・ファブリックを構築するこの
プラットフォームは、生産性の向上と複雑性の軽減
に役立ちます。
IBM Cloud Pak for Data
についてより詳しく知る →
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これらの
コンポーネントを
検討する

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalogは、自動化
されたメタデータ収集とポリシー管理機能を備え
たインテリジェント・カタログを提供し、最大限の
透明性と再現性によりモデルの詳細を自動的に
収集、保存します。これにより、公平で、
バイアスに
対処し、説明可能なモデルとなり、
パラメーター
の変化に確実に適応することができます。
IBM Watson Knowledge Catalog
についてより詳しく知る →

IBM Watson Query
データレイク、
データベース、
およびウェアハウス
全体に厳格なガバナンス・ルールを適用するには
時間がかかり、多くの場合、
ユーザーが適切な
データにアクセスする際に長い遅延が発生しま
す。Watson Queryは、複数のソース間でのデー
タ・アクセスがある場合にガバナンスポリシーを
適用し、手動による変更やデータの移動または複
製を行うことなく、単一ビューでエンド・アプリケ
ーションにデータを迅速に提供します。
IBM Watson Query
についてより詳しく知る →
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07

理想的なガバナンスと
プライバシー・
ソリューションを作成
あらゆる種類とソースからのデータのアクセス
性、
セキュリティー、
コンプライアンスを向上させ
るための、統一された戦略とアーキテクチャーに
基づくアプローチを採用する準備が整ったら、次
のようなリソースを活用することをお勧めします。
まずは、
データ・ガバナンスとデータ・プライバシ
ーの無料トライアルです。
こちらは、
ユース・ケース
向けに設計され、
データ・ファブリックの実践的な
体験を提供します。次に、IBM のデータ・ガバナン
スとデータ・プライバシーWeb サイトにアクセス
し、
これらのメリットについて詳しくご覧ください。
そして最後に、IBMの担当者とオンラインで相談、
またはIBM担当営業かIBMのビジネス・パートナ
ーまで直接お問い合わせください。

その他のデータ・ファブリックの
ユース・ケース3つに関して、
ebookで確認してみましょう。
マルチクラウド・データ統合
カスタマー360
MLOpsと信頼できるAI
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