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ターゲット組織の現状を探る場合、アナリティ
クス・プログラムやイニシアチブの洗練度を判
断するために、どのようなアプローチを使用し
ていますか？

まずは、その組織が「アナリティクスで何をやろう
としているか」について質問をします。例えば、どの
ような課題を抱えているのか？どのような質問がで
きるのか？使用しているデータはどこから取得して
いるのか？次に、データの形式に関する質問をしま
す。緻密にコントロールされた構造化データを使用
しているのか？まとまりのない雑多なデータを取り
込んでいるのか？そのデータは組織内の異なる部署
から取得しているのか？逆に、組織的な制約や技術
的な制約のために使用できないデータは組織内にあ
るか？まずはこのように、彼らがデータに何を求め
ているかという質問をします。その質問の答えが得
られたら次に、彼らがどのような種類の質問に答え
たがるかを把握するための質問をします。

そうしたアプローチは主に背景情報を明らかに
するためのものですか？あるいは、そのアプ
ローチ自体が彼らの成熟度を探るきっかけにな
り、成熟度を評価するための足がかりになるの
ですか�

もちろん、こうした質問をすることで、彼らの成熟
度を評価できます。その組織で非構造化データの合
理化が進んでいなければ、データセンター内のデー
タをモデル化する必要性を知る由もないからです。
古いタイプのアナリティクスでは、「Xに関するレ
ポートが必要だ」、「ウィジェットの販売実績を知り
たい」、「特定のグループのSKUや地域別のYTD（期
首から現時点までの）販売実績と収益はどうなって
いるのか」といった文言がビジネス・マネージャー
の間の定番でした。それに対して、アナリストはい
くつかのクエリーを実行して結果を報告したもので
す。こうしたアナリティクスでは、データが実際に
行と列の形で緻密に構造化されているシステムが
ベースとなっています。この行と列のデータがある
種のスキーマに結び付いています。こうした場面で、
アナリストはしばしば、「あちらのデータにアクセ
スできれば、この質問にもっと効率的に答えられる
のに」という状況に遭遇します。「あちらのデータ」
とは、別のデータベースで生成されるデータや、別
の事業部門が所有しているデータなどですが、そう
したデータを集約できればアナリティクスをさらに
強化できるというのがアナリストの考え方です。 
問題は、アナリストがそうしたデータにアクセスで
きないことです。

ディスカッションの概要
「組織の人間に質問すれば、そのアナリティクスの成熟度について
かなりのことを把握できます」 - インテルのビッグデータ・ 
ソリューション担当チーフ・データ・サイエンティストのボブ・ 
ロジャースが、International Institute for Analytics（IIA）リサー
チ・ディレクターのダン・マジェストロ氏と意見を交わします。
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長年、アナリストは、データにアクセスできないか
ら本当にやりたい分析ができないと訴えてきました。
そんな中、ビッグデータやHadoop*インフラスト
ラクチャー、その系列のSpark*やApache Flink*、
Cassandra*をはじめとするNoSQLデータソース
が登場しました。データを1つのデータハブやデー
タレイクに統合し、組織のあらゆるデータを一か所
にまとめて利用できる可能性が突然生まれたわけで、
これはまさに理想的な状況です。組織は、データレ
イクを構築すれば、そのデータレイクの水面にイン
サイトが泡のように浮かんでくるだろうと考え、ア
ナリティクス環境の整備に乗り出しました。その結
果分かったことは、データのどこかに現在足りない
ものがあると考えてデータをかき集めても、膨大な
量の残骸が手元に残るだけだということです。なぜ
なら、関連する保管場所、特に企業のデータ・ウェア

ハウスにあるデータを使用する際は、特定の形式と
構造に束縛されるからです。

具体的な相関形式なしでデータをデータセンター
に保存できたとしても、データの形式が不要になる
わけではありません。それでは、あなたの質問へと
戻りましょう。彼らに、「データセンターやデータハ
ブにあるこの非構造化データをどのようにモデル
化しているのか？」と質問すれば、うつろな目で見
つめ返されるのが常です。何を言っているのか彼ら
には理解できないのです。ここで私たちの出番です。
データのモデル化について簡単に説明し、データ
ピース同士の関係を理解する必要性を説きます。こ
うした知識はアナリティクスにおいては必要不可
欠です。

「適切なテクノロジーを備えた人材を加えるとともに、 
言葉でストーリーを語れる人材を確保することも重要です」
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質問によって確認できた洗練度をどのように分
類またはラベル化するのですか？

分類学は私の専門ではありませんが、基本的には、
初期のビジネス・インテリジェンス（BI）タイプの機
能がスタート地点になります。グループごとに異な
るアナリティクスの島があり、それぞれがデータポ
ケット、おそらくはローカル・データベースを使用
していたとしましょう。1台のマシン、1台のデスク
トップPCの上で運用されている場合もあります。
彼らは、ローカルに計算することはできます。そして、
「自分のグループの直近の四半期時点でのYTD収益
は？」といったタイプの質問には、答えることはで
きるでしょう。次の段階にレベルアップすると、処
理の自動化によってデータを迅速に読み込めるよう
になります。この段階に移行すると、「自分のグルー
プの先週時点でのYTD収益は？」という質問にも答
えられるようになります。タイムフレームを短縮で
きたわけですが、依然として対象となるのは自分の
グループのみです。

次の段階は、初期BIエンタープライズ・データ・ウェ
アハウス・レベルです。データを1つのリポジトリー
に集約して結合し、複数のグループ、あるいは複数の
部門単位で使用し始める段階です。この時点では、
「YTD販売実績と収益は？」という質問に答えられる
ようになります。データピースが拡大したので、「自
分が属する部門の先週までのSKUおよび地理別の
実績」のデータを集約できます。基本的には、リレー
ショナル・エンタープライズ・データ・ウェアハウス
でSQLクエリーを実行することで、この質問の答え
は得られます。さらに次の段階にレベルアップする
と、「自分が属する部門の昨日の営業終了時点での
SKUおよび地理別のYTD販売実績と収益は？」とい
う質問に答えられるようになります。ここで、ようや
く最新のデータを得られるようになります。しかし、デー
タ・ウェアハウスに取り込める情報の範囲は非常に
限られており、そのデータに関する俊敏性は得られ
ません。私の経験によると、半数以上の組織はこの段
階に達しています。

そこで、高度なアナリティクスや高度な運用アナリ
ティクスを行いますが、さらに洗練されたテクニッ
クでデータを処理していきます。履歴分析を行うこ
ともできます。つまり、「自分の担当するビジネスの
SKU別の販売実績と収益にこれまで影響を与えて
きた要素とは？」という質問ができるようになりま
す。さらに、「想定している顧客とは？」、「どのよう
な顧客像なのか？」という質問もできます。つまり、
各四半期で起きたことだけでなく、実際に見てきた
変化に影響を与えていると思われること、またそれ
が販売対象にどのように関係しているかを把握でき
ます。ここからは、流れが枝分かれします。

IoTを取り込むためのサブセットでは、業界ごとに
独自の質問を投げかけます。例えば、物流会社であ
れば、「貨物は今どこにあるのか？」と質問するかも
しれません。その企業に能力があれば、貨物がシス
テムのどこにあるかほぼリアルタイムで把握できま
す。このように、高度なアナリティクス段階にある
組織はタイムリーなアナリティクス機能を備えてい
ます。データは常に最新の状態に保たれ、アナリティ
クスは、ピボットテーブルだけでなく、いくつかの
視覚的なフォームで提示されます。ここで、影響を
与えている要因を明らかにするために、さらなる要
因分析も行います。この高度なアナリティクス段階
では、原因と結果が何よりも重要です。

次のピースは予測的アナリティクスです。基本的な
ビジネスデータだけでなく、構造化されていないこ
との多いコンテキスト・データを扱います。ここで、
人々の言動、インターネットでのやり取り、コール
センター業務などの非構造化データを含むタイム
リーなデータを分析するという領域に入ります。
ホットトピックを把握するだけでなく、トピックの
内容がポジティブなのかネガティブなのかも判断し
ます。

アナリティクスの範囲を明確にする
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この予測的アナリティクスの段階では、「来年予想
されるSKU別の販売実績と収益は？」といった質問
に答えられるようになります。つまり、予測が可能
になります。では、その予測の精度はどうでしょう
か？精度は極めて重要です。予測的アナリティクス
のレベルに達した組織は、単に予測するだけではあ
りません。予測だけなら初期BIタイプの環境から導
入しています。予測的アナリティクスでは、予測の
限界を正確に把握し、予測の精度に影響する要素を
把握します。その結果、「顧客は私たちの製品につい
て何と言っているか？」、「私たちの競合先について
どのようにコメントしているか？」という質問にも
答えることができます。種類の異なる膨大な量の情
報を使って判断を下します。

ほとんどの企業はこの予測的アナリティクスのレベ
ルにはまだ達していませんが、企業は今、こうした
質問の答えを切望しています。顧客と対話する場合、
彼らはビジネスに影響する要素を語りますが、彼ら
が本当に知りたいのは、そうした要素によって将来
やるべきことがどのように変わっていくかというこ
となのです。

最後に、2つのカテゴリーがあります。処方的アナリ
ティクスと認知的アナリティクスです。処方的アナ
リティクスとは、アナリティクス・メディア業界の
人がよく話題にすることです。処方的アナリティク
スでは、アナリティクスが自動的に判断を促し、や
るべきことに関する情報を示します。この段階では、
「販売実績と収益に対する予測から判断して、新製品
開発をどのような優先順位として位置付けるべき
か？」といった質問の回答が得られます。つまり、「今
後の展開の単純な予想だけでなく、異なる製品や自
社製品に不足しているものに基づいて今後の展開を

判断し、どうすれば最も効果的に顧客にアピールで
きるかということも把握できる」ということになり
ます。このアナリティクスは、将来の計画の空白部
分を埋めるピースになります。つまり、将来に起こ
ることを予想するだけでなく、現在の計画のどの部
分に欠陥があるかを提示し、別の選択肢の下で計
画を進める際の順位付けを示してくれます。

このアナリティクスの真の価値は、「予測とシミュ
レーションから得た情報で人間の判断をどのように
補強できるか？」と質問できることだと、私は考え
ています。これが、IoTの場合ならば、「車両をどのよ
うに管理できるか？」、「どのルート、車両キャパシ
ティ、燃料の種類、運転パターンを選択すれば、車両
の寿命や年間運用費などの要素を最適化できるの
か？」という質問になるでしょう。これはシミュレー
ション・ゲームのようなものです。さまざまな選択を
することで、どのような結果が得られるか、何が結
果を変えるのかを見極める作業です。

そして最後の段階が、認知的アナリティクスです。
これまでとは全く異なり、人間が質問するのではな
く、アナリティクス・システムが質問をし、その質問
に自ら答える状態です。IoTでの現実的な例を考え
てみましょう。「予測機能を高めるためにシステム
に追加すべき測定装置やセンサーは？」という質問
があります。実際には、人間がアナリティクス・シス
テムとスムーズにやり取りし、柔軟な情報ピースを
組み込むことで成立する状態です。予測的アナリ
ティクスでも、非構造化データから価値を引き出す
場合、情報の確実性を考慮する必要があります。さ
らに、人間の行動を考える場合、物事の正確性につ
いて明確に考えることはしません。単に判断を下す
か、いくつかの選択肢に絞り込むだけです。

「あらゆる組織が予測的アナリティクスに固執しては
いけないというわけではありません」 
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質問に基づいてアナリティクスを評価するとい
うあなたのアプローチでは、プロセスやテクノ
ロジーよりも、人間の評価に重点を置いていま
すか？

はい。私にとって最大の課題の1つは、「現在のチー
ムを、次のレベルの質問に答えられるチームへと変
化させるにはどうすればいいのか？」ということで
す。通常は、さまざまな技術的専門知識を備えたア
ナリストを確保するなどして、レベルアップを図る
ことになるでしょう。統計や数学の知識を持つ者も
いれば、情報科学や高度なSQLのトレーニングを
積んだ者もいます。つまり、関連データベースで構
造化されたクエリーを実行する能力を備えた人材で
す。各分野のエキスパートが答えられる質問に基づ
いて、それぞれのスキルを質問に割り当てて、欠点
やトレーニングが必要なニーズを特定します。大抵
の場合、「質問のレベルアップを図るには、誰をこの
チームに入れるべきか�あるいは、どんなトレー
ニングをメンバーに受けさせるべきか？」という質
問へと集約されます。予測を行う場合は、予測の正
確さを理解できるメンバーが必要になります。少な
くとも、統計またはデータ・サイエンスに精通して
いる人材が必要です。なぜなら、予測精度の計算では、
統計学的な確率が重要になるからです。

チームが非構造化データの経験に欠けている場合は、
非構造化データを実際に処理してきた人材をチーム
に加える必要があります。そうしたメンバーが加わ
ることで、成果ががらりと変わるのです。さらにチー
ムには、抽出した情報ピースが必要な用途に適して
いるか判断するための人材も存在していなければな
りません。

複数のテクノロジー・ソリューションを使用す
る場合、洗練度の評価にどのように適合させて
いますか�あるいは、そうしたアプローチは洗
練度の評価を妨げる要因になるのですか�

良い質問です。視覚化は、ストーリーを難しくする
要素の1つです。なぜなら、視覚化をうまく活用す
れば、洗練度アナリティクスのいくつかのニーズを
実際に回避できるからです。例えば、データ・サイ
エンスの実践を構築した非常に力強いリーダーがい
る組織で、古いテクノロジーを利用している場合を
考えてみましょう。この組織では、150ノードのク
ラスターで真のビッグデータ・インフラストラク
チャーを構築し、データを集約してモデル化してい
るとします。しかし、実際にはデータをモデル化せ
ずに集約したため、役に立たない膨大な量のデー
タを抱えることになりました。このため、元に戻っ
てシステムを再構築し、データを明確にモデル化し
て、何がどこにあるか把握して注釈を加えられるよ
うにしました。その後、顧客との間で起こるイベン
トをスコアリングするための基本的なマシンラー
ニングとアナリストのパイプラインを構築するので
はなく、異なる製品分野ごとにデータキューブを構
築し、訓練を受けたアナリストが視覚化ツールを使
用してデータなしでインタラクティブな視覚表現を
作成できるようにしました。

適切なテクノロジーを持つ人材を加えるとともに、
言葉でストーリーを語り、その言葉によるストー
リーを必要に応じてアナリティクスに接続できる人
材を確保することも重要です。それが、チームにお
ける経験豊富なデータ・サイエンティストの最大の
役割の1つだと思います。つまり、アナリティクス・
ストーリーの一部として人間のストーリーの伝え
方を全員に教えるという役割です。

テクノロジー + 人間の役割 

「質問をすることで、組織がデータをビジネス目標とうまく
結び付けているかどうか把握できるのです」 
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IIAでは、マシンラーニングや認知的アナリティ
クスなど、最高のアナリティクスを目指してい
る組織を目にしてきました。これはベストなア
プローチと言えるのでしょうか�

認知的アナリティクス・ピースについては、性能を
強化して人間に近い能力を獲得したアナリティクス
が人間の行動を補うことができるのか、あるいは代
替として有効に機能するのかという問題があるで
しょう。人間の作業をコンピューターで置き換えた
環境において、高い価値が得られた事例は多くあり
ません。ほとんどの場合、人間の作業をアナリティ
クスで補強するという形で運用されています。これ
はむしろ処方的なアナリティクスに近いと言えます。
処方的アナリティクスと予測的アナリティクスの間
の領域です。あらゆる組織が予測的アナリティクス
に固執してはいけないというわけではありません。

処方的アナリティクスでは、適切に導入した場合に
非常に強力な効果を発揮するテクノロジーが重要に
なります。つまりそれは成熟度の問題です。優れた
処方的アナリティクスを構築したり、分析対象の本
質的な不確定性を考慮したうえで処方的アナリティ
クスを利用できるだけの成熟度に到達しているかど

うかが問題なのです。例えば、信頼性の高い予測が
得られなくても、そうした状況にあることを把握で
きなければならない場合があります。

90%程度の確率で予測するための環境を整備する
ために膨大な労力や資金を投じることは、誰もが避
けたいはずです。当然、アルゴリズムでもその答え
は得られません。予測を導き出すだけです。最も高
度なアルゴリズムでも予測するだけです。運が良け
れば、予測誤差も示してくれるでしょう。しかし、認
知的アナリティクスを目指す組織は、アナリティク
スがビジネスにどの程度有効なのか、使用する価値
はどの程度あるのか知っておく必要があります。

一方、将来に最も影響を与えそうな要素が実現する
確率を得ることは、何らかの認知を行う上で役立つ
でしょうし、少なくとも独自の意思決定プロセスを
開始するきっかけにはなるでしょう。つまり、最終
的にはあらゆる組織が予測的アナリティクスを目指
すべきだというのが私の答えです。ほとんどの組織は、
しかるべきタイムフレームでの予測的アナリティクスを
目指すべきです。アナリティクスの理解を深め、その限
界を知った上で、さらなる研究分野として認知的アナ
リティクスを追求するべきでしょう。

前進し続ける 
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一部の組織では、こうした質問に今すぐには答
えられないと思いますが、将来的には答えられ
るようになるのでしょうか�

はい。次世代のために構築しつつ、視点はさらに次
の世代に向けることが重要だと思います。質問は常
に頭の上に浮かんでいます。初期BIモデルから高度
な運用レベルに移行した段階で、予測的アナリティ
クスが目指すものが将来的な方向性と一致するか
どうか少なくとも考えるでしょう。

それだけの長期的なビジョンを持っていなければ、
「リスクが高すぎるので、高度な運用アナリティクス
といった次のレベルに移行するべきではない」と簡
単に結論づけてしまうかもしれません。障害という
鞭の先に、より視野の広い予測という飴がなければ、
危険を冒して行動を起こす者はいません。そうした
予測に関するビジョンがあれば、既存のインフラス
トラクチャーに関する恐怖を払拭できるはずです。
正直に言って、既存のクエリーおよびレポートシス
テムがビッグデータ・プラットフォームでも機能す
るということを彼らが理解していないのは興味深

いことです。そのビジョンがなければ、簡単にリス
クを回避する方向に動いてしまい、究極のアナリ
ティクスを求める道が中断されます。

現実的には、本当に価値のあるスキルとは、質問に
答えることではなく、質問を投げかけることです。
この激動の10年を見てきた私は、良い質問をする
ことで、いくつかの正解をただ提示するよりも多く
の価値をもたらすことができると思い知らされま
した。これはとても興味深いことです。こうしたひ
と続きのコンテキストのある質問は、非常に深い意
味を持ち、混乱や誤解を克服する効果が確かにあり
ます。

実際、質問をすることで、組織がデータをビジネス
目標とうまく結び付けているかどうかを把握でき
るのです。最初の質問ではこう聞きます。「答えを出
したいと考えている質問を特定するために、どのよ
うな戦略を用いていますか？そうした質問の例を
挙げてください」。次に、「どのデータに関連性が 
あると考えていましたか�そのデータを分析する 
ためにどのような戦略を使用しましたか？」と聞き 
ます。

この質問の良いところは、テクノロジーとは完全に
切り離されているという点です。そう思いません
か？つまり、「アナリティクスでできることをどの
ように理解していますか�異なるピースをどのよ
うに適合させていますか？」ということを聞いてい
るのです。そして、次の質問は、「プロジェクトを遂
行するためにチームをトレーニングしたり、評価し
たり、補強しましたか？」となります。こうした質
問をすることで、使用しているシステムがFlink*で
も、Spark*でも、Hadoop*でも、彼らの考え方を非
常に明確に把握できます。

処方的アナリティクスを
見据えるインテル
インテルは、トラステッド・アナリティクス・プラット
フォーム（TAP）イニシアチブで重要な役割を果たし
ています。これは、ビッグデータ・アナリティクスに
よってクラウドネイティブなアプリケーションの開
発を促進することを目的に立ち上げられたイニシア
チブです。TAPは、拡張可能なオープン・ソース・プラッ
トフォームです。データ・サイエンティストやアプリ
ケーション開発者がインフラの調達やプラットフォー
ムのセットアップに煩わされることなくソリュー
ションを展開できるように設計されており、アナリ
ティクスとマシンラーニングの導入を容易にします。



ボブ・ロジャース
ボブ・ロジャース博士は、インテルのビッグデータ・ソリューション担当チーフ・デー
タ・サイエンティストです。彼はビッグデータやアナリティクスに関する問題を解
決してきた経験を活かして、世界クラスのカスタマー・ソリューションの構築を目
指すインテルをサポートしています。インテルに入社する以前は、ヘルスケア関連
のビッグデータ・アナリティクス企業であるApixioの共同設立者としてチーフ・サ
イエンティストを務めていました。彼は、患者の状態、医師の行動、ヘルスケア・デリ
バリー・ネットワークの特性を正確に把握することがヘルスケアの将来の基盤とな
り、ビッグデータ・アナリティクスがこの変革を促すために欠かせない要素だと考
えています。

ボブのブログはインテル ITピア・ネットワーク（英語）でご覧いただけます。 

インタビュー・ゲストについて

インテルとIIAのソリューションについて

アナリティクス環境の構築
ビジネスデータから真の価値を引き
出すには、多くの判断を下す必要が
あります。あらゆる問題に適合する
万能なソリューションはありません。
アナリティクス・システムを構築する
前に、プロジェクトを成功に導くた
めの重要な要素を考慮してください。

1  データ処理の現場の近くにデータを保管することで、時間と転送コストを節約できます。多くの企業は、すべてのリッチデー
タを1カ所に保管するようになっています。

2  リアルタイム分析では、異なる需要が発生し、異なるツールが必
要になります。例えば、データの品質、フォーマット、レイテン
シーを考慮しなければなりません。

3  アクセス制御は、対象データの機密性と一致させるべきです。 
さらに、アナリストのアクセスを妨げることなくデータを保護
できるように、セキュリティーを考慮する必要があります。
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•  アナリティクスが実現するイノベーションについては、intel.co.jp/analyticsを 
ご覧ください。

•  IIAのアナリティクス成熟度評価の詳細については、 
http://iianalytics.com/services/benchmarking（英語）をご覧ください。

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/healthcare/blog/2016/03/15/5-questions-for-dr-william-hahn-harvard-medical-school
http://www.intel.co.jp/analytics
http://iianalytics.com/services/benchmarking
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