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はじめに — MLOp
と信頼できるAIへ
のデータ・ファブリッ
ク・アプローチ

お客様との信頼関係がますます重要になってきて
いる現代において、
どの企業も個人の人権、
プラ
イバシーおよび差別の撤廃を考慮しながら、倫理
的に説明可能な方法に従ってAIを使用しなけれ
ばなりません。
AIの信頼性が高まると、収益性とお客様満足度
が向上し、商品化までの時間が短縮され、競争上
の優位性も改善されます。ただし、
これらが考慮
されていない場合、監査で不備が見つかり、規制
当局による処罰が科せられると、
ブランドの評判
や収益も失われ、
その結果、企業に対する信頼度
が低下します。
AI/MLモデルを構築・導入・管理するには、信頼で
きるデータ、自動化されたデータサイエンス・ツ
ールおよびプロセスがベースとなります。
さらに、
ハイブリッド・マルチクラウド環境において、
さまざ

まなデータ・タイプやソースを統括できるテクノロ
ジー・プラットフォームが必要になります。データ・
ファブリックは、
あらゆる場所から適切な人が適
切なタイミングで、確実に高品質のデータを入手
できるようにするためのテクノロジー・アーキテ
クチャー・アプローチです。
データ・ファブリックでは、MLOpsと信頼できるAI
向けの強固な基礎を提供します。続けてこのス
トーリー全てをご覧になるか、
またはMLOpsと信
頼できるAIの無料トライアルをお試しください。
さらに、
データ・ファブリックは、
マルチクラウド・
データ統合、
データ・ガバナンスとコンプライアン
ス、
およびカスタマー360 (これらのユースケー
スは別のeBookで取り上げています) を実現し
ます。
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MLOpsと信頼でき
るAIを構築する理由
リスクを軽減し、望ましい分析結果を導きだすの
を目的として構築されている、適切に計画、実行、
制御されたAIには、信頼性の高いデータ、
モデル
およびプロセスが必要となります。
データへの信頼
正確性と高品質、信頼性の高さが、AIの強みと言
えます。
これらを活かすために、適切な関係者が
セルフサービス・データを利用できるようなデー
タ接続が必要となります。AIモデルでは、
オンプ
レミス、
パブリック、
プライベートクラウド環境に
おいて、異質な内部ソースと外部ソースからの構
造化データと非構造化データの両方を統合する
際に、
その強みが発揮されます。データの収集と
使用を成功させるには、
トレーニング・データの公
平性、来歴の追跡、複数の人物によるセルフサー
ビス分析を提供する際のデータ・プライバシーの
確保などが重要になります。

モデルへの信頼性
モデル・ライフサイクルの各段階で透明性と説明
責任を徹底させるために、MLOpsという自動化さ
れた統合データサイエンス・ツールを活用して、AI
モデルの構築・導入・監視の運用を実行します。
MLOpsは、
ワークフローを継続的に統合・配信・
導入する際の効率性を高め、
バイアス、
リスク、
ド
リフトを軽減して、
データ駆動の正確な意思決定
を実現します。また、MLOpsを導入する際に、AI
モデルのプロセスに公平性、説明可能性、頑健性
を盛り込む独自の機能もあります。

プロセスへの信頼性
モデルのライフサイクルにおいて、
モデルの構築、
配置、管理、監視などが自動化されていない場
合、整合性、効率性、透明性が欠如してしまう可
能性があります。AIガバナンスは、一貫性のある
再現可能なプロセスを推進する自動化を提供し、
本番稼働までの時間を短縮し、
モデルの透明性
を高め、
トレーサビリティーを確保し、大規模な
AI構築を実現します。
IDCでは、
2025年までに企業の60%が、MLOps/
ModelOpsを使ってMLワークフローを運用
し、
AIOps機能によるITインフラストラクチャーの
1
運用にAIを活用すると予測しています。
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MLOpsと信頼でき
るAIのビルディン
グ・ブロック

#1

#2

#3

データ収集とアクセス
モデルやアルゴリズムは、
それを作成するために
使用されるデータがあって、
はじめてその良さが
発揮されます。データが不完全であったり、
偏りが
あると、
アルゴリズムが不正確になり、分析結果も
不正確になる可能性があります。これらのソース
を統合する場合、
その方法が重要になります。

モデルの構築と導入
データ・クリーニングとその準備は、手動で行わ
れるため、
データサイエンティストにとって最も時
間かかり、最も楽しくない作業です。データのマ
イニングやモデリングのほうが、好まれる傾向に
あると言えるでしょう。そのため、
これらのタスク
の自動化に役立つソリューションが必要になって
きます。

モデルの監視と管理
いったんモデルを導入したら、
そのパフォーマン
スを継続的に測定および監視しなければなりま
せん。モデルの劣化、
ドリフト、
バイアスなどによっ
てさまざまな変化が起こる場合があります。手動
のプロセスを使用してこれらの変更を検出するこ
とは、
コストがかかるばかりでなく、正確性やガバ
ナンスの欠如につながり、規制上の影響やお客様
の不信を招く可能性があります。

データサイエンティスト、
アナリスト、
デベロッパ
ーは、担当するプロジェクトの最適なデータにセ
ルフサービスでアクセスできる必要があります。
複数の人物のプライバシー制御の設定、
「適切
な」データ・ユーザーへのリアルタイム・アクセス
の提供、データ来歴の追跡は、適切なツールがな
ければ困難になる場合があります。

データサイエンティストの間では、
モデルの構築、
導入、
スケール化、訓練を行うための統合ツール
がないという不満がよく聞かれます。複数のスタ
ンドアロン・ツールを使用する面倒な作業は、ほ
とんどの場合、
ソフトウェアのマニュアル、FAQ、
ツールなどのユースケースが不足しています。統
合されたツールがないと、
ガバナンスとコンプラ
イアンスの間に問題が発生してしまいます。モデ
ルが構築されたら、
モデル・ビルダーと、
ソフトウ
ェア・エンジニアリング、
AI運用、
ビジネス・アナリ
ストなどの他のチームとのコラボレーションが必
須となります。これをタイムリーに行うには、自動
化されたプロセスを構築することが成功の鍵とな
ります。

モデルの監視と再訓練のプロセスを自動化し、
ラ
イフサイクル全体においてモデルのファクトを収
集することで、一貫性と透明性が高まり、
モデルの
公平性と規制要件への対応を自動化することが
できます。

5

TechTarget社の報告によると、企業
の83%がAIに対する予算を増額して
います。
また、
データサイエンティスト
の平均的な採用人数も76%増加し
ています。
しかし、
モデルの導入に1ヵ
月以上かかるという組織が64%に上
2
ります。
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データ・ファブリ
ック — 包括的ア
プローチ
前のセクションでは、
データ、
モデル、
プロセスに
対する信頼性を確立するために何が必要か、
ま
た、AIライフサイクルの各段階で適切なレベルの
自動化が実施されない場合に組織が直面する課
題について説明してきました。適切に計画、実行、
制御されたAIを確立するために、各段階で必要
な特定の技術的な構成要素についても説明しま
した。
次のような機能があります。
– さまざまな導入環境で、
さまざまなタイプやソ
ースのデータを統合する方法
– プライバシー・コントロールと来歴を追跡する
方法を備えたセルフサービス・アクセス
– モデルの構築・導入・スケール化・訓練・監視
の自動化
– ガバナンスの自動化によりデータ品質とコン
プライアンスを確保

企業全体で、
これらの構成要素をすべて配置し、
データの複雑性の課題を解決するには、統合デ
ータ戦略とアーキテクチャーが必要です。そこで
データ・ファブリックの出番です。
データ・ファブリックは、組織内のデータ・アクセ
スを簡素化して、
セルフサービスでデータを活用
できるようにするアーキテクチャー・アプローチ
です。統合アーキテクチャーの一部として以前に
挙げたような機能が組み込まれているため、多数
のポイント・ソリューションを統合する際のコスト
と複雑性を回避することができます。データ・ファ
ブリックでは、製品における断片化されたグルー
プをつなぎ合わせる代わりに、
シームレスに動作
するように構築された包括的な単一ソリューショ
ンを提供します。

データ・ファブリックは、
ハイブリッドクラウド環境
に分散され、
サイロ化されたデータを接続、統括、
保護し、
データ戦略を成功へと導きます。
Gartner社は、
データ・ファブリックを使用してい
る組織は、2023年までにデータ管理プロセスを
動的に接続、最適化、自動化し、統合データ配信
3
までの時間を30%短縮できると予測しています。
次のセクションでは、MLOpsと信頼できるAI、
デ
ータ・ファブリック・アプローチを導入した組織に
ついて見ていきます。
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MLOpsと信頼でき
るAIの成功事例

ヘルスケア:
Penn Medicine ↷
研究のスピードを速めたり、臨床医がより適切な
意思決定を行ったり、
カスタマイズされた医療を
通じて患者に適切な治療を提供するなど、AIは医
療業界を変革する可能性を秘めています。
Penn Medicineは、
フィラデルフィアにある世界
的に有名な学術医療センターで、国内でトップク
ラスの病院として知られています。この病院では、
早期の診断と疾患の予防的治療を進めるため、
重症の外傷性脳損傷患者における頭蓋内高血圧
(ICP crises) を予測するための最善の治療方法
を必要としていました。

IBMのData Science and AI Eliteチームは、頭
蓋内高血圧(ICP crises) の増加を事前に予測す
るための機械学習モデルを開発しました。
リード
タイムは20～30分で、脳神経外科医が介入して
危機を回避するまでに十分な時間を作ることが
できます。データ駆動型ソリューションでは、生理
学的な時系列データ内の隠れたパターンを明ら
かにすることができる機械学習を活用しました。
このモデルでは、一定の間隔で継続的な予測が
可能であり、臨床ワークフローで実施すると、重
度のTBI(外傷性脳損傷) 後の患者の治療効果が
改善される可能性があります。

Penn Medicineの神経外科医は、治療の決定に
さまざまな生理学的時系列データを利用してい
ますが、ICP crisesの監視は手動での作業とな
り、手間のかかるプロセスとなっています。
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MLOpsと信頼でき
るAIの成功事例

製造業
ABB社↷
企業の製造業務では、予測不能な顧客需要への
対応、供給網の非効率性、労働力不足など、多く
の課題があります。AIを使ったデジタル・テクノ
ロジーが発達することで、大幅に業務運用が効率
化され、生産性が高まり、供給網の管理が改善さ
れます。ABB社は、
スイスに本社を置く多国籍企
業で、ロボット、電力、電気機器、
オートメーション
技術の分野で事業展開しています。同社は、
パイ
プの仕様の履歴データを活用して高度な分析に
適用し、保持するだけでなく、退職するセールスエ
ンジニアの知識までも活用、共有する必要があり
ました。
同社は、次のようなエンドツーエンドのプロセス
を必要としていました。
– 不適切なデータ形式からデータの解放
– 分析に機械学習を使用
– このアウトプットを使用して、事業運営に真の
インパクトを与える

エンドツーエンドのパイプラインが作成され、
アソ
シエーション・マイニングや教師なしの機械学習
などの高度な分析技術に関する洞察が提供され
ることで、隠れたパターンが明らかになりました。
こうした伝統のある企業は、AIテクノロジーを導
入することで、
モバイルやセルフサービスのオプ
ションを提供するデジタル・チャネルに移行さ
せることができます。その結果をプロトタイプの
Webアプリケーションに反映させることで、ABB
社はセールス・エンジニアが使用する社内アプ
リケーションを開発できないかと、模索するよう
になりました。
その結果、ABB社は次のことに成功しています。
– 複雑性を軽減し、透明性の高いデータ・インフ
ラストラクチャーを提供
– 新しいデータ駆動型アプローチで、新しいセ
ールスエンジニアを訓練するための追加コス
トとリソースを削減
– パイプ仕様の作成にかかる時間を月単位か
ら日単位までに短縮
– 過去のパイプ仕様データに高度な分析を初
めて実行
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MLOpsと信頼でき
るAIの成功事例

金融サービス
NatWest Group社 ↷
現在のお客様は、高度に統合されたオムニチャネ
ル・エクスペリエンスを期待しています。小売銀行
や信用組合、
そのほかの金融機関は、継続的なア
ドバンテージを作り、信頼性を維持するために、
お客様の現在と将来のニーズに対する洞察を入
手し、
それに対応しなければなりません。
お客様には、家の購入という大きな夢があり
ます。銀行が提供する住宅ローンは、
その夢
を実現する上で、必要不可欠な要素だといえ
るでしょう。しかし、規制や製品、
プロセスの
進化に伴い、住宅ローン契約のプロセスは、
ますます複雑になっています。銀行は、住宅購
入プロセス全体を通じて、顧客固有のニーズ
にリアルタイムで対応し、正確なポリシー情報
を適用できるようにしなければなりません。
Royal Bank of Scotland (RBS) は、現在
Natwest Groupとして、
デジタル・モーゲージ・
サポート計画でこの問題を解決しています。AIを
活用したクラウドベースのプラットフォームを構
築することで、住宅ローン・コールセンターの従
業員は、住宅購入者向けにリアルタイムのデジタ
ル・モーゲージ・サポートを活用できるようになり
ました。このプラットフォームは「Marge」
と呼ば
れ、RBSのデジタル・トランスフォーメーションの
価値のある新しい資産となっています。

Margeは RBSのチームの一員として意図的に
擬人化され、性格も進化しています。Margeはク
ラウド上に直接構築され、RBSの既存のデータ
構造に組み込まれています。
コンテンツの更新や
お客様とのやり取りがあると、1分ごとに新しい
データが更新されます。RBS住宅ローン・コール
センターの従業員にとって、Margeは、
コグニティ
ブ・エンタープライズのデジタル・モーゲージ・サ
ポートの窓口の一つとなっています。
お客様と電話をしている間、RBSの従業員は、
コ
ンソールにキーワードを入力することで、
Margeか
ら迅速なデジタル住宅ローンに関するサポートを
受けることができます。コグニティブ・エンタープ
ライズ・テクノロジーを迅速に利用することで、新
規および既存の住宅購入のお客様をサポートで
きます。
デジタル・モーゲージ・サポート・ツールを導入し
て以来、RBSは顧客NPSが20%向上し、通話時
間が10%短縮されました。デジタル・トランスフ
ォーメーションが進み、Margeが進化するにつれ
て、Royal Bank of Scotlandの従業員は、効率的
に業務を実施することができます。

10

「住宅ローン業界は、絶えず変化し
ています。規制、製品、
プロセスなど
が、変化しているためです。お客様が
自宅の購入プロセスに集中できるよ
う、必要なサポートと情報を得られ
ることは必要不可欠だと言えるでし
ょう。
」
MaryAnn Fleming 氏
ホームバイイング・サービス・ヘッド
Royal Bank of Scotland
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構成要素を検討する

IBMはエンドツーエンドのデータサイエンス・プラッ
トフォームを提供しています。
ユーザーはセルフ
サービスでアクセスでき、統合、
サポー ト、自動化
されたツールを使って、
モデル構築や本番稼動ま
での継続的なモデル提供をすることができます。
機能リスト:
– 統合プラットフォーム上でデータとAI機能を
統合
– エンジニアリング・タスクを自動化することで
データ統合を強化
– アクティブなメタデータによってガバナンス、
データ保護、
セキュリティーを自動化
– 提携ツールの提供
– 専用のAIモデルによるリスク管理を提供
IBMのデータ・ファブリック・アプローチは、AIが
組み込まれたクラウドネイティブのデータ・プラ
ットフォーム上に構築されています。
セルフサービ
スのデータ利用とAIモデルに向けたハイブリッド
クラウド環境全体で、
あらゆるタイプ、
ソース、
ワ
ークロードのサイロ化されたデータ接続を実行
することで、生産性を向上させ、複雑性を軽減で
きます。

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak®for Dataは、
データ・ファブリッ
ク・アーキテクチャーを念頭に置いて構築された
プラットフォームです。結果を迅速に予測し、
あら
ゆる場所からデータを収集、整理、分析すること
ができます。このプラットフォームは、
ハイブリッド
クラウド環境に分散されているサイロ化されたデ
ータを統合し、
データ・ファブリックを構築するこ
とで、生産性を向上させ、複雑性を軽減するのに
役に立ちます。

IBM Watson Studio
IBM Watson®Studioには、
データの検索、
モデル
の構築 (ビジュアルまたはコードによる)、説明性
と公平性のあるエンドツーエンドのライフサイク
ルを使用し、
これらのモデルの導入と監視を行う
ためのツールが含まれています。Watson Studio
は、MLOpsを使用してあらゆるツールからのモデ
ル作成を簡素化し、
モデルの自動再訓練を提供
し、透明性を高め、時間の経過に沿ってモデルの
精度とバイアスを監視します。

テクノロジー運用のアジャイル性とインパクトを
高めながら、AIとDevOpsの運用を統合するため
のコストとリスクを軽減します。IBM Cloud Pak
for Dataには、広範なエコシステムがあるため、
オープンなサードパーティの投資を拡大し、IBM
の最新AIイノベーションを活用できます。AIエン
ジニアリングの構築の一環として、最新の情報ア
ーキテクチャーを利用して将来に備えることがで
きます。

Watson Studioの不可欠な機能であるIBM
Factsheetsでは、各モデルの開発方法と導入方
法を追跡しています。透明性の向上により、AI利
用者はモデルやサービスがどのように作成され
たかをよりよく理解し、特定の状況やニーズに適
しているかどうかを判断することができます。

IBM Cloud Pak for Data
の詳細はこちら →

IBM Watson Studio
の詳細はこちら →

IBM Factsheets
の詳細はこちら →

12

06

構成要素を検討する

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を使用して精
度の高いカタログを作成し、
モデルの詳細を自動
的に収集して保存し、最大限の透明性と再現性を
実現します。公平性があり、
バイアスに対応し、説
明可能であること、
モデル・パラメーターの変化へ
に適応していることが保証されています。

IBM OpenPages with Watson
IBM OpenPages with Watsonを使用すると、
モ
デル開発のライフサイクル全体において、
リスクと
コンプライアンスを特定、管理、監視、
レポート作
成できます。
さらに、現在使用されている AI/ML
ツールの要件は変更されません。

IBMは、
オープンソースのAIガバナンス・ツール
キットも提供しています。AI Fairness 360は、AI
アプリケーションのライフサイクル全般で、
モデルの
バイアスを調査、報告、軽減するのに役立ちます。
AI Explainability 360は、
モデルのプロセスと意
思決定を説明するための指標が含まれています。

IBM OpenPages
の詳細はこちら →

IBM Watson Knowledge Catalog
の詳細はこちら →

13

07

理想的なMLOpsと
信頼できるAIソリ
ューションを作る
AIへの信頼度をさらに高めたいとお考えの場
合は、IBMの無料リソースをご活用ください。
MLOpsと信頼できるAIのトライアルです。
このユ
ースケース向けに設計されたデータ・ファブリック
を実際に体験いただけます。当社のMLOpsと信
頼できるAI Webサイトの情報をご覧いただき、
メ
リットの詳細を確認できます。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3つのデータ・ファブリ
ックのユースケースに関して
は、eBookをご覧ください。
マルチクラウド・データ統合
データ・ガバナンスとプライバシー
Customer 360
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