
分析機能を 
強化する
高度な分析に関する PoC から 
長期的な成功までの実践ガイド



半数以上のビジネスとテクノロジーの専門家が、 AI について現在
調査中であると述べていることからも、予測分析やマシンラーニン
グなどの高度な分析手法に対しての強い関心が増えていることは
明らかです。1  現在は利用可能なデータ量と種類が増え続けていま
すが、そのデータの潜在能力を発揮させるうえで足かせとなってい
るのは、データを収集、保存、分析する側の能力です。 

業界がデータ駆動型に移行するにつれて、 高度な分析がビジネス
の成功を導く例が数多く現れてきています。 具体的な例を紹介しま
しょう。

•   電話会社では、顧客の行動に関する情報を使用して、契約を取り
消すリスクがある顧客を特定し、個別に適切な働きかけを行うこ
とで、解約数を低減し、収益の向上につなげられます。

•   e コマース企業では、消費者に関するデータを使用して、一人ひと
りに合わせた体験やお勧め商品のラインナップを提供し、売上を
伸ばすことができます。

•   マーケティング会社では、最も購入してくれそうな顧客を特定し、
その顧客向けにカスタマイズした限定オファーを提供し、マーケ
ティング投資の効率を向上できます。2

既存のデータを使用して、高度な分析のユースケースを試してみる
ことは比較的簡単です。 ほとんどの組織では、 特定されたビジネス
ニーズに応える目的で用意された概念実証（PoC）を通して試用を
実施します。 そして、その多くは高度な分析の価値を実証することに
成功します。 ところが、この初期のハードルを乗り越えた後、多くの
組織では大規模かつ長期的な実装の段階で悪戦苦闘しているのです。 

高度な分析のイニシアチブを PoC から組織の中核機能へと拡張す
るには、多くの課題が存在します。 例えば PoC では通常、分析モデ
ルのテストとトレーニングを行いやすいように、限られた量の既存
のデータを使用しますが、より大容量のストリーミングとなる実際
のデータでは、 IT チームとテクノロジー ・リソースの負荷が増大す
る可能性があります。 また、 高度な分析ソリューションの結果に対
応できる新しいシステムの導入には、 主要な利害関係者の同意と
関与も必要となります。 分析ツールを主要なシステムやアプリケー
ションと統合し、すでに確立されているワークフローに対する変更を、
組織全体で継続して積極的に受け入れるには、関係者への事前ヒア
リングが必須となります。 また、主要な利害関係者にデータの使用
や統合の方法をトレーニングにより習得させることで、これらの分
析システムの採用の促進と、システムに対する信頼を構築できます。

インテルは、高度な分析の早期導入に苦労した数多くの組織（「キャ
ズム3」理論を参照）と緊密に連携し、高度な分析を促進する活動を
続けています。 Deloitte によれば、高度な分析の導入プロジェクト
の 21% は提供前にキャンセルされるか、使われないまま終わって
います。4 PoC から実稼動への移行時に行き詰まる理由の中で最も
多く目にするのは、高度な分析によるインサイトへ対応するための
計画に対する準備不足です。 このガイドでは、 導入を成功させるう
えでの決め手となる次の 3 つの取り組みに関してのベスト・プラク
ティスとフレームワークについて説明します。 

1.  分析機能の評価の実施 

2.  インサイト重視の組織横断型チームの構築 

3. 分析プロセスの定義

分析を活用して
大きな成功を 
収めるために



あなたの組織では、今すぐにでも高度な分析によるプロジェクトを立ち上げて、
新たなモデルの開発作業を開始したいと考えているかもしれません。 ほとんどの
組織は、あらかじめいくつかの候補となるプロジェクト（ユースケースの選択の
詳細は後述）を用意していますが、そうした場合であっても、戦略的な視点を持
つことは有用です。 効果的なアプローチとしては、分析ロードマップをビジネス
戦略全体にマッピングする能力主導型の戦略5 を採用することが挙げられます。 

組織の能力としては、イノベーション、顧客重視、リーダーシップ、人材重視 6 な
どがあります。 最初に、現在の戦略、能力、将来の目標、組織のビジネスモデル
のサポート方法を決定します。 これは、適切なエグゼクティブ・スポンサーシップ、
戦略的な重要ポイント、 組織の同意を確実に得るために重要なステップです。
自分の組織がほかの組織と異なる点は何か、それらの差別化要因が顧客に現
在提供されているサービスとどのように結びついているかを検討します。 組織
はこれらの能力を活用して、来年、5年後、10年後にどのような新しいサービス
を提供できるようになるでしょうか。 多くの場合、これらの能力は経営陣やマネ
ジメント層から伝えられることになります。 高度な分析によるプログラムが、組
織の重要な目標に付加されることを確認してください。 顧客サービスやリスク
軽減のような特定の要素において、2つがどのように関連するかを明示したチー
ムの活動指針を作成するケースも想定されます。 組織戦略がまだ存在しない
場合に、データ中心の考え方を取り入れるよう検証したり、リアルタイムでの意
思決定を円滑に行うために、異なるデータソースをどのように統合したらよい
かの検討から始めましょう。 現在、先進的な組織の多くは、分析とビジネス戦略
をよりシンプルに適合させた「データ駆動型」をコア・コンピテンシーの 1 つと
しています。 

ステップ 1：
分析機能の評価を
実施する



プログラムの存在理由として幅広い組織戦略
にどのように適合するかを理解できたら、 現在
利用可能なリソースの評価へと進みます。 この
段階になると、多くの分野、特に人材と IT リソー
スを評価する必要が生じます。 最初の PoC にと
らわれずに、提案される分析ユースケースの長
期的な運用までを検討する、SWOT分析を実施
するようにします。 理想としては、 このような分
析を毎年実施して、 新しい分析やその他のイニ
シアチブを開始するときに、 進化するニーズと
能力を確認する必要があります。

次に、 特定した目標を達成するために、 組織内
にすでに存在する能力とツールを検討します。
通常、この分析は人的資源と技術的リソースに
分類することができます。

人的資源

既存のチームがすでに持っているスキルは何か、
またはそのスキルで容易に開発できるものは何
か、外部のベンダーやコンサルタントの力を借
りるのと、 組織内にチームを構築して強化する
のでは、どちらが合理的であるかを判断すること
が重要です。

例えば、 すでに内部に優秀なデータサイエンス
部門がある組織では、主として実装の支援に関
して外部サポートに協力を求めることになりま
す。 同様に、データサイエンスに関するサポート
の導入を選択する組織もあります。 重要なのは、
分析を採用した場合に組織でどの程度の変更
が必要になるかを考慮することです。 考え方の
大きな変革が必要な場合は、こうしたメッセー
ジやその後の変更管理プロセスを信頼できる
パートナーに推進させる方が簡単かもしれま
せん。 

外部のデータサイエンス機能の導入を決定した
場合は、 ベンダーがオーダーメイドのソリュー
ションを開発する必要があるか、 あるいはすぐ
に使い始めることができるオプションを使用す
るかどうかを検討します。 自分が携わっている
ビジネスおよび業界をベンダーに深く知っても
らう必要があるのか、それとも、ほかの業界の幅
広い手法における経験をベンダーから提供して
もらい、それを基に社内の人材が自社環境で作
業できるようにしたいのか、 ベンダーの専門知
識レベルも重要になります。 どちらにしても、プ
ロジェクトでは、ビジネス、技術、管理における

利害関係者との間に密接な協力と複数のミー
ティングが生じるため、これらグループすべての
内容を理解できるベンダーがプロジェクトを円
滑に進展させることになります。 

IT インフラストラクチャー

人材とスキルに加えて、利用可能なテクノロジー
も、コンピテンシーを発展させる際の重要な考
慮事項です。 顧客のテクノロジー ・プランで協
力して作業する場合は、データ管理と分析環境
のそれぞれについて複数のベンダーからのソ
リューションを検討して、x86 アーキテクチャー
のオープン性を最大限に活用することをお勧め
します。 単一のベンダーにとらわれず、ベンダー
ロックインを回避することで、分析プログラムを
試して展開する際の柔軟性を維持することがで
きます。 例えば、最初の PoC の直後に、選択した
ソリューションの構成要素がニーズを満たして
いないことに気付いた場合も、比較的簡単かつ
安価に別のソリューションを試すことができる
ようになります。

SWOT 分析を毎年実施して 
分析機能とニーズを評価します。 
評価に基づいてコンピテンシー開発の 
アクションプランを構築します。



ソフトウェアについても同様です。 Apache 
Spark* 7 など、 多くのオープンソースのフレー
ムワークとコンポーネントは、 オンラインで入
手でき、 コードを変更してカスタマイズしたア
プリケーションを開発する機能を最小限のコ
ストで提供できます。 最善の組み合わせによる
アプローチを採用することで、 Software as a 
Service（SaaS）アプリケーションを使用して必
要なツールをうまく組み合わせ、専門的なイン
テグレーターと協力してそれらをすべてつなぎ
合わせることができます。 現在、多くのクラウド・
サービス・プロバイダーが、 分析用に設計され
たツールと機能（AWS* SageMaker など）を提
供しており、能力を強化するのに比較的少ない
影響で活用することができます。 

オープンソースの要素を一部含めることは、オー
プンソースのツールセットを多用する傾向のあ
る、大学やその他の研究機関と強い関係を築い
ている医療機関にとっても有効です。 Red Hat
や Cloudera などが提供するエンタープライズ・
パッケージにオープンソース・コンポーネント
を含めることもでき、 オープンソースの柔軟性
を実現できるほか、サードパーティー ・ベンダー
によるサポートを受けられるというメリットも
あります。

また、 セキュリティーについては、 引き続き最
優先事項とする必要があります。 サードパー
ティー ・ソリューションの使用を検討する場合
は必ず、処理されるデータの安全性を慎重に検
討してください。 多くの場合、分析プログラムで
使用可能な強力なセキュリティー ・プロセスが
導入されます。

最後に、 分析ソリューションのエコシステムを
選択する際、次に何を実現したいかを念頭に置
いておきましょう。 プロバイダーは、時間の経過
とともにより成熟した分析、あるいは複雑な分
析にスムーズに移行できるような幅広い機能
を提供してくれるものである必要があります。
単一のユースケースのみに対応したソリュー
ションを提供するプロバイダーを探すのではな
く、 基本ツールから高度にカスタマイズされた
ソリューションまで、 導入を進めるうえで直面
するあらゆる課題やニーズをサポートしてくれ
る相手を検討する必要があります。 

自社の能力と技術要件を評価し、特定できれば、
欠けている部分に対処するアクションプランを
立てることができます。 追加の人材が必要な場
合に、 新規に雇用するのか、 既存スタッフをト
レーニングするのか、 またはコンサルタントや
システム・インテグレーター（SI）と提携するのか。
テクノロジーにおいては、 オンプレミスで新し
い環境を構築するのか、 クラウドリソースを使
用するのか、またはこの 2 つを部分的に組み合
わせるのか。 ビジネス部門と技術部門の主要な
チームメンバーをこれらの議論に参加させるこ
とで、 アクションプランがそれらの部門の戦略
とも一致するようにします。



プロジェクトのデータ管理と分析機能はもち
ろん必須の要素ですが、 それだけではありま
せん。 どのようなイニシアチブでも、成功するか
どうかは、 設計、 実装、 使用する人材次第です。
このため、 組織の構造や、 分析を実現するチー
ムの構築方法について考えることも重要です。
残念ながら、 ソリューションを構築した IT チー
ム、アルゴリズムを作成したデータサイエンスの
チーム、出力結果を使用する必要があるビジネ
ス部門の間で、 統合やコミュニケーションが不
足しているために分析プロジェクトが失敗に終
わることは、非常によくあるケースです。 出力結
果が非常に価値あるものでも、最終的にデータ
を使用するユーザーが開発に関与していない
場合、その使用を渋るケースも時折生じます。

エグゼクティブ・スポンサーシップ：長期的な
成功を達成するプロジェクトには、エグゼクティ
ブ・スポンサーが必要です。 上級管理職がデジ
タル・トランスフォーメーションに熱意を持って
取り組み、高度な分析がこのプロセスで果たす
役割を理解する必要があります。 

このエグゼクティブ・スポンサーは、PoC だけで
なく、 あらゆるワークフローや企業文化の変革
を実施し、 時間の経過とともにイニシアチブを
拡大できるように必要となるサポート、 資金調
達、トップダウンのリーダーシップを提供します。
多くの場合、エグゼクティブ・スポンサーシップ
は 1 つ以上の部門を代表する必要があります。
変更管理に関する John Kotter 氏の古典的書
籍の中で、 彼は「変革推進チーム」の構築につ
いて述べています。8 

分析リーダーシップ ： エグゼクティブ ・ スポン
サーは、 全体を通して緊密に関わりますが、 組
織全体で分析を強く推奨するには助けが必要
になります。 エグゼクティブ・スポンサーとは別
に、上級および中級の管理職の中から、ビジョン
促進に寄与し、ビジョン達成支援にほかのメン
バーを参加させることができる人材を探します。
分析主導型のインサイトが自身の日常業務に
もたらす価値を理解し、 イニシアチブを発揮し
て実行することに強い関心を持つ個人を選びま
す。 そうした人材は、IT チームの担当者と協力し

て、これらのインサイトを既存システムやデータ
報告ツールと統合すべき方法と場所についての
作業支援で重要な役割も果たすようになるでしょ
う。9 分析のリーダーシップ・サポートの影響を
最大化する方法については、 HBR の「10 Must 
Reads on Change Management」10 が役立ち
ます。 組織変更時のリーダーシップの確立と測
定に関するいくつかの記事とフレームワークを
確認できます。

資金調達：分析プロジェクトの対応予算は、 組
織内のさまざまな資金源から割り当てられるこ
とがあります。 例えば、業務、IT 予算、ベンダー、

業界スポンサーシップなどから拠出される事例
もあります。 高度な分析が組織に与える効果が
広く認識されるにつれ、 組織全体でより多くの
資金が利用可能になるはずです。 例えば、 PoC
が組織全体で使用されるよう強化されるときに
どのような追加投資がいつ必要になるかなど、
ライフタイムを通してプロジェクトのコストがど
うなるかについて、負担する部門を明確に把握
できるようにしてください。

ステップ 2 ：
インサイト重視の 
組織横断型チームを構築する

ビジネス、技術、データサイエンス、管理など、 
各分野の利害関係者を最初から参加させます。 
プロセスのコラボレーションが増えるほど、 
結果が向上します。



組織設計：組織やプロジェクトのタイプに応じて、分析機能を構成できる方法は多様化して
います。 例えば、独立した分析チームを組織内に選定して、必要に応じて特定プロジェクト
のビジネスチームにサポートを提供することも可能です。 または、分析の責任を全体的な部
門管理下に置き、各部門に分割することもできます。 詳細はAccentureがまとめた「Building 
an Analytics-Driven Organization」11 を参照してください。 

ただし、分割を選択する場合は、必ず役割と責任を明確に定義することが重要です。 以下の
分割例では、3つのジョブコードを使用してチームの責任を定義しています（図1参照）。 

• 50% －  開発チーム（すべてのシステムがスムーズに統合されることを確認する技術/ ITチー 
 ムメンバーで構成）

• 30% － 分析チーム（データ・サイエンティストで構成）

• 20% － 製品チーム（社内の内容領域専門家 (SME)、サードパーティーの利害関係者、その 
  他のビジネスグループが分析/ 開発チームとスムーズなコラボレーションを行う 
  ための責任者で構成）

分析チームの配分

製 品
20%

分 析
30%

開発 /IT
50%

 
図1. 分析チームのジョブコードと配分 

分析を実装しようとしている組織にとっての主なスキルギャップの 1 つがデータサイエンス
です。 一流のデータ・サイエンティストを引き入れ、つなぎ止めることは簡単ではないため、
これを行う方法について計画を立てることも価値があります。 SWOT 分析に基づいて、必要
とする特定の技術スキルについて検討することで、その要件を満たすための採用活動に注
力できます。 データ・サイエンティストのキャリアパスを綿密に計画するなど、時間をかけて
その能力を保持、育成する方法も検討してください。 データ・サイエンティストの多くは典型
的な出世願望とは無縁で、自分の職務を遂行することに強い関心を抱く傾向があります。 

役割 責任

ビジネス / 各分野の 
専門家

• 問題に関するコンテキストおよび使用する責任と、信頼性の
高いデータが何かを定義。 ビジョンとユースケースを提供し、
データの制約や前提条件を伝え、 データ / 変数 / 機能の関係
を説明し、ビジネスニーズに対する結果を検証します。

• 各分野の専門家の例：病院管理、医療専門家（医師、看護師、
サポートスタッフなど）、研究室スタッフ、臨床管理者

データ・サイエンティスト /
統計学者 / データモデラー
（まとめてデータ・サイエン
ティストと呼ばれる）

• 各分野の専門家と密接に協力して、ビジネス上の問題、情報
の使用方法、データの制約や前提条件、データ / 変数 / 機能の
関係、結果の検証方法を理解します。 

• ビジネス上の問題を分析（数学 / 統計）の条件に変換し、ビジ
ネス上の問題に戻すデータを説明できるように支援します。
データの前提条件がどのように問題に影響を与えるかをチー
ムに明確に示すことができる必要があります。 

• データ要件を定義します。 

• データを処理し（クリーニング、統合、保存、クエリー、分析）、
幅広い次元削減と予測モデリング技法を使用し、データを視
覚化して、データの関係と行動の前提条件を確認したり、それ
に挑む方法を理解します。 

データ管理者 /  
データ・アーキテクト /  
データエンジニア

• データ管理インフラストラクチャーの責任者として、タイムリー
にクエリーを実行するためにデータの処理と保存を可能にし
ます。 この作業の大半は自動化されている場合も、 データの
保存後ではなく、システムに取り込まれる時点で実行する必
要があります。 

• データの高速クエリーのための柔軟なデータスキーマを作成
します。 

• データ・サイエンティストのデータ要件をサポートします。

IT スペシャリスト /
コンピューター ・ 
サイエンティスト /
ソリューション・ 
アーキテクト

• データ・サイエンティストの計算、データ処理、データストレー
ジのニーズを満たすために、あらゆるテクノロジー ・ギャップ
を埋めます。 適切なハードウェアとソフトウェアのインフラス
トラクチャーを責任もって推奨します。



分析プログラムは、コアのビジネス機能と同様、リソースとプロセスの組み合わせです。 前の
セクションでは、いくつかの重要なリソースについて説明しました。 このセクションでは、以
下の3つのプロセスについて説明します。 

1. Cross Industry Standard Process for Data Mining（CRISP-DM）12 モデルなどのプロ
セスを通じたビジネス課題への対応

2. 分析ソリューションの成熟度段階を上げる 

3. データ処理マッピング・パイプラインの設計 

個別のコンポーネント、コンポーネント同士の結びつき、さらにソリューションを構築して成
功させるために必要な手順を理解することが重要です。 また、早い段階で失敗し、改善点を
学ぶことも重要です。 図2は、これらの手法コンポーネントの組み合わせを示しています。

各プロセスの議論を始める前に、指摘すべき重要な点として、それぞれのプロセスをだれが
所有しているのか、だれが貢献しているかを明確に定義することが必須となります。 これは、
以下のセクションを通しての前提条件です。 チームのスキル、組織的政策などの要素はすべ
て最終的な設計において機能するものであり、これに正解はありません。 このガイドでは、考
慮すべき主な役割と責任の一部についてすでに説明しました。 重要なのは、プロセスごとに、
適切なインプット、適切な利害関係者、適切なエグゼクティブ・スポンサーシップがあり、結
果がビジネス目標に沿い、実行可能であることを保証することです。

ビジネス上の問題との調整

前述したように、分析プロジェクトをビジネス目標に合わせることが成功するためには最も
重要です。 CRISP-DM13 は、データマイニング業界で広く13 認識されている手法の 1 つで、ビ
ジネス重視を推進し、分析ソリューションの反復性を含んでいます。 まず、ビジネスの理解か
ら開始して解決すべき問題を特定し、次に分析手法を介して問題を解決する方法を調査しま
す。 このプロセスを反復することにより、以下のことが可能になります。 

ステップ 3：
分析プロセスを  
定義する



• ソリューションをビジネス目標に合わせる

•  適切なデータがこれらのビジネス目標に対す
る望ましい効果を作り出す方法を評価する

• フェイルファーストの手法を採用して、何が機
能していないのかを学び、これらのビジネス目
標との相違点を再評価する

• 同意がとれたモデルをビジネス実施のために
導入する 

CRISP-DM は、 ビジネスニーズとデータを評価
し、調整された状態を維持させる高度な手法を
提供しますが、 この作業を実際にどのように進
めるべきかについての詳細情報までは提供され
ていません。 次の分析成熟度モデルでは、 未加

工データを効果的なインサイトに変換する方法
を示し、データ処理マッピング・パイプラインで
は、 このデータ変換をサポートするプロセス ・
インフラストラクチャーの要件について説明し
ます。 チームは、これら 3 つのコンポーネント手
法の間で流動的に活動し、 確実に正しい評価、
作業、要件を満たして、ソリューションを成功に
導く必要があります。

分析成熟度の向上

何かを作るときは、まずは原材料から始め、それ
らを成型することで、 信頼できる製品を製造す
る必要があります。 例えば、 自動車を組み立て
るには、 まず金属を溶かして鋳造し、 自動車の
各部品を製造します。 そして、 部品を連係させ、

運転可能な車を製造できるかどうかを確認する
慎重な公差設計の後に、 自動車の組み立ては
行われます。 分析ソリューションも同じように
計画します。 この場合、 原材料は未加工データ
であり、最終製品がビジネス上の課題に応える
信頼できるインサイトです。 

次に、新たに処方的分析ソリューションを開発
する際に、組織が分析成熟度の最初の 4 段階を
どのように進めるかを見ていきます。 前述した
ように、4 つの段階すべてをすぐに進めるための
スキルやテクノロジーがまだ社内にない場合も
ありますが、このプロセスにおける仕組みのロー
ドマップを用意して、 前述した能力の評価を補
完することができます。

記述的段階 – 起きたことを理解する

データ・サイエンティストは各分野の専門家と
協力して、 ビジネス上の問題に答えるために収
集が必要なデータを特定し、データ収集を開始
します。 データ・サイエンティストは履歴データ
を確認して、 さまざまな過去データの行動の識
別可能な結果や観察を記述します。   

診断的段階 – 起きた理由を理解する

データ・サイエンティストが過去に起こった行動
を理解したら、次のステップは、これらの行動が
発生した理由を理解することです。 ここでは、特
徴を作成する抽出作業を開始します。 これらの
特徴が、 行動が発生した理由を説明し、 次の段
階で予測モデルの基盤作成を開始するうえで役
立ちます。 

予測段階 – これから起きることを予測する

特徴が特定され、抽出されると、データ・サイエン
ティストはこれらの特徴を使用してモデルを構
築し、必要な結果行動を予測します。 これらのモ
デルを構築する際、 数多くの異なるアルゴリズ
ムを使用して、データの精度、前提条件、最適性
をテストできます。 この作業はサイエンスという
よりもむしろアートに似ており、使用するアルゴ
リズムは主に、使用するデータ型と作成するデー
タの前提条件に基づいて選択します。 データ・サ
イエンティストは、 モデルの複雑さ、 精度、 モデ
リングコストの一連のトレードオフによって最
良のモデルを選択していきます。

評 価

データの理解 データの準備 モデリング

優先順位付け
された質問 データソース データ処理

データ
モデリング

回答された
質問の確認

記述的
起きたことを理解する
データを収集して、
過去の事象を理解する

診断的
起きた理由を理解する
変化した内容を調査し、
因果関係を特定する

予 測
これから起きることを予測する
これから起きることを
確実に予測するモデルを作成する

導 入

処方的
これから起きる理由を理解する
影響が予測にどのように
作用するかを説明する

ビジネス上
の質問

データ収集、検証、クリーニング、 

統合、処理、格納、クエリー
ƒ (x)データ

ストレージ

ビジネスの理解

CRISP-DM
モデル

分析の成熟度

データ・
パイプライン・
マッピング

ビジネス上
の回答

ダッシュボード/
ビジュアライ
ゼーション

図2. 各手法（CRISP-DM、分析成熟度、データ処理マッピング・パイプライン）の構図



処方的段階 – これから起きる理由を理解する

このステージでは、予測が起きた原因を理解したり、入力した特徴がモデルの結果に与える影響を
示したりします。 この情報は、望ましくないアクションを移行させ、望ましい結果を利用するうえで
役立ちます。 明らかに望ましくない原因を監視し最終的には制御することにより、どのような決定
がいつ行われる必要があるかを判断する能力を企業に提供します。 

予測モデルの特徴パラメーターによって、予測に対するその重要性と影響（感度）へのインサイトが
提供されます。 処方的段階を成功させるには、これらの特徴を、データ・サイエンティストが探し出
して、理解、利用する必要があります。 

以上の各段階は、CRISP-DM 手法に沿って、成熟度段階ごとに未加工データからインサイトを抽
出できる方法を示しています。 記述的段階と診断的段階は、ビジネスの理解、データの理解、デー
タ準備の手順を実行します。 予測段階と処方的段階は、モデリング、評価、導入の手順を実行します。

データ処理マッピング・パイプライン

チームがデータを処理してインサイトに変換する際、データの処理方法をマップに表す必要があり
ます。 このマップは、チームが CRISP-DM およびプロジェクトの分析成熟度によって動作するよう
に設計します。 全体的な分析ソリューションのデータおよびインフラストラクチャーの要件を規定
します。 自動車の製造ラインと同様、データは、未加工データの状態から最終的に信頼性の高いイン
サイトを抽出するまでの処理ラインを流れます。 数多くの品質検査、処理、統合手順を経て、フォー
ルトトレランスとインサイト抽出までの時間も考慮する必要があります。 

データの収集と保存

データ処理を開始する前に、さまざまなソースから過去と現在のデータを収集する必要があります。
ソリューション・アーキテクトは、データ・サイエンティストや各分野の専門家と協力して、収集が
必要な未加工データ、データの保存場所を決定し、現在のシステムとの不一致を検証する必要が
あります。 多くの場合、組織は、複数のサイロ化されたシステムから情報を収集するデータレイクの
ような新しい統合環境を構築することになります。 

適切で信頼性の高いデータソースを特定するには、長い時間がかかる可能性があります。正しいデー
タが収集されない、測定が難しいなどの問題が多く発生します。 さらに、データソースが特定され
たら、次はデータをどのように統合し、保存するかが課題となります。 例えば、保存するデータの分
解能のトレードオフ（未加工データか要約データか）、さまざまなデータタイプとメタデータの統合、
タイムリーにデータをクエリーする機能など、いずれもかなりの困難を伴う作業になります。 範囲
外データや不完全 / 欠落フィールドといった問題データを特定または修正するために、データの品
質チェックをこれらの手順に組み込む必要があります。 手順は、データ・サイエンティストが分析成
熟度プロジェクトの作業を通して定義します。 これらのチェックが早く適用されるほど、プロセス後
半で行わなければならない作業を減らすことができます。 こうした先行投資のメリットとは、新しい
データソースの統合が将来的にはるかに効率的になることです。

このプロセスには多くの場合、データ・サイエンティスト、インフラストラクチャー ・エンジニア、ソ
リューション・アーキテクト、ビジネス担当者など、さまざまな役割のスキルセットが関与します。 チー
ムは、データのサポート接続インフラストラクチャー、データの移動、保管、クエリーの方法、データ
品質チェックと要約の処理能力について検討する必要があります。

データ処理

データ処理には、未加工データの取得と、モデルの学習またはモデルを通した推論またはスコアリン
グと呼ばれるデータ評価のためのデータ準備が伴います。 モデル学習の数学的なエンジンである
多くのアルゴリズムでは、何が処理されているかを理解するために、データの構造化およびフォー
マットを必要とします。 このデータ構造化は骨の折れる作業で、特に未加工データとさまざまなタ
イプのメタデータを統合する必要がある場合は大変です。 

さらにデータ品質チェックも行う必要があります。 データの潜在的要約とモデリングの前に、デー
タとその感度に応じて、要約統計量または次元縮小の手法、データ標準化、テキストのステミング、
その他の手法の実行と自動化を行う必要があります。

データモデリング

データモデリングには、学習と推論（もしくはスコアリング）の2つのコンポーネントがあります。 こ
こで、データ量、モデルの複雑さ、モデル数の 3 つの要因に基づいた負荷が分析インフラストラク
チャーにかけられます。

モデルの学習とは、アルゴリズムの使用を介してモデルを特定し、構築するプロセスです。 データ・
サイエンティストは、調整したパラメーターを持つモデルを出力するアルゴリズムを通じて学習デー
タを送信します。 次に、テストデータを使用してこれらのモデルを評価して、精度、前提条件、その他
の評価を決定し、これらのモデルがビジネス要件を満たしているかどうかを判断します。 

学習済みモデルがこの評価に合格すると、設計されたビジネスインサイトを提供するビジネス・ア
プリケーションに組み込まれます。 ここでは、必要なデータ量と学習時間に対する感度を理解する
ことが重要です。 多くの場合、データ・サイエンティストは、いくつかのアルゴリズム・タイプを試して、
この作業から最良のモデルに磨き上げる必要があります。 データ・サイエンティスト自らが、こうし
たニーズに合わせて拡張することが可能なインフラストラクチャーを持つことが重要です。 

組織のデータ利用が高度化するにつれ、  
分析の成熟度が進化します。



データ・ビジュアライゼーション

モデルから抽出したビジネスインサイトは、その
ままの形式では解釈が難しい可能性があります。
コンテキストが不足している場合や、大量の情
報を解読しなければならない場合など、優れた
設計のデータ・ビジュアライゼーションにより、
ユーザーはデータが何を伝えようとしているの
かを理解でき、出力関連の必須コンテキストを
作成するのに役立ちます。 データ・ビジュアライ
ゼーションはそれぞれ、 データの利用者から質
問されることが予想される問いに答える必要が
あり、 ビジネス結果における発生理由を深く掘
り下げることができます。

ビジュアライゼーション段階の重要な考慮事項
は、 モデルの結果を既存のワークフローに戻す
仕組みです。 場合によっては、モデルの結果を既
存のアプリケーションに組み込むことが最善の
ソリューションになります。 あるいは、 全く新し
いアプリケーションを開発する方が適切な場合

もあります。 例えば、 アプリケーションを特定の
デバイス向けに高度に最適化する必要がある場
合などです。 どちらの方法を選択するにしても、
アプリケーションに明確なフィードバック・ルー
プを組み込んで、 モデルが正確な結果を生成し
たときも不正確な結果を生成したときもユー
ザーが入力を行えるようにすることが重要です。
また、より定性的データを収集することが役立つ
場合もあります。 一例としては、ユーザーがモデ
ルによって提案されたアクションコースに従った
行動を選択せず、直感に従うことを選択するとい
うシナリオがあります。 この決定を行った理由を
把握することは、 モデルの精度と全体的なユー
ザー体験の両方を評価して、 将来的にモデルの
利用率を高める効果を持つ必要性があります。

まとめ

各分野の専門家、データ・サイエンティスト、デー
タエンジニア、 ソリューション・アーキテクトの

チームが協力し、 分析ソリューションを確実に
作成してビジネスインサイトによる成功をサポー
トする必要があります。 CRISP-DM、 分析成熟
度モデル、データ処理パイプライン・マッピング
など、いくつかの手法コンポーネントを使用し、

適切なビジネスフォーカス、データ・ワークロー
ド、データ処理を確実に発展させることで、分析
ソリューションの実装を成功へと導くことがで
きます。

インテル® テクノロジーを利用して目標を達成する：
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー：この実証済みの世界中で使用されている高
度に統合されたプラットフォームは、多彩な分析手法、AI およびその他のデータセンター ・ワー
クロード（マシンラーニング、ディープラーニングを含む）の拡張性の高いパフォーマンスを
実現し、ディープラーニングのバッチ推論と最高級のマシンラーニングのワークロードに対
する総保有コストを抑えます。

インテル® Select ソリューション：企業の高度な分析に対応したインテル ® Select ソリュー
ションは、データベースのパフォーマンスと柔軟性を最大限に引き出す検証済みのハードウェ
アとソフトウェアのスタックであり、企業のビジネスに必要なサービスレベル・アグリーメン
ト（SLA）で業務遂行を促進します。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/solutions/select-solutions/analytics.html


将来への基盤
高度な分析が運用、財務、ビジネスのパフォーマンスを向上させる可能性が高く評価され、
新しい高度な分析プロジェクトが急増しています。 包括的な計画を立てることで、PoC から
実稼動ソリューションへ移行する際の成功率を高め、その規模を拡大することができます。
この計画の一環として、分析機能の評価を実施し、インサイト重視の組織横断型チームを構
築するために戦略的に作業を進め、分析プロセスを明確に定義することをお勧めします。 そ
の結果、高度な分析への投資から、最高のビジネスリターンを獲得することが可能になります。
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