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まとめ

多くの企業はデータを⼗分に収集することができており、データに溺れている企業もあります。
これまで以上に速く、⼤量に、そしてより多くのフォーマットで収集されています。理論的に
は、より多くの情報はより良い意思決定ができるようになるはずです。

しかしながら、現実はそれほど単純ではありません。データ収集のスピードと量が増えるにつ
れて、⼈間はそれに基づいて処理して決定を下すことが難しくなり、データ蓄積フォーマット
のバリエーションが多いため、従来の分析⼿法は⽇ごとに役に⽴たなくなっています。

データサイエンスがこの⼤量のデータ・情報とどのように戦っていくか、その⽅法を提供する
ことだと認識されているはずです。データサイエンスにより、⼤量のデータの分析とその後の
インサイトの⽣成を⾃動化することで、現象の理解を深めることに役⽴つでしょう。また、顧
客をリスクから守り、収集しているデータを実際に使⽤して、意思決定から不確実性を取り除
くことにも役⽴つでしょう。

このガイドは、データサイエンスプラットフォーム選定にあたり、備えておくべき機能の
チェックリストを提供するためだけに設計されているわけではありません。多くの企業がデー
タサイエンスによる問題解決を果たすのを妨げている課題を詳しく⾒て、適切な戦略と適切な
テクノロジーを組み合わせることで、課題を克服するための情報提供を⾏うことが⽬的です。
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企業におけるデータサイエンスへの期待は以前より下がってきています。約 90%のモデルが本
番稼働に⾄らず、期待通りの効果を発揮していないことから、組織はデータサイエンスの可能性
を疑っており、どのように実現すればよいのか分からない状態です。

課題は、データサイエンスプロジェクトが失敗する根本的な原因は、通常すぐ解決できるもの
ではなく、⼈、プロセス、およびテクノロジーにまたがるより広範で複雑な問題になっているこ
とが原因です (これについては後で詳しく説明します)。

10年以上この分野に携わってきたソフトウェアプロバイダーとして、ノーコードのプラット
フォームでそれについてチームを教育することが、問題の解決策であることをまずお伝えしたい
と思います。実際には、企業データサイエンスで成功するには、より包括的なアプローチが必要
です。組織のサイロ化を解消し、価値の⾼いユースケースに優先順位をつけ、最も価値のある場
所に予測モデルを埋め込み、⻑期的な価値を維持するための戦略を確⽴する必要があります。

このガイドは3 つのセクションに分け、ポイントを説明していきます。

1.組織の⻑期的な価値を維持する⽅法としてデータサイエンスに注⽬すべき理由

2. スキルアップに焦点を当てた戦略と適切なデータサイエンスプラットフォームの組み合

わせにより、より迅速で持続可能な成果を得る⽅法

3.データサイエンスプロジェクトをサポートするプラットフォームで何を探すべきか。
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データサイエンスプログラムの成功がもたらす
影響
会社のデータ戦略に関わっている⼈なら、デジタルトランスフォーメーションという概念はすでに
ご存知でしょう。デジタルトランスフォーメーションとは、事業のあり⽅を変え、顧客にとってよ
り多くの価値を創造するのに役⽴てるために、ビジネス全体にテクノロジーを組み込むプロセスの
ことです。多くの企業はすでに、最新のアプリケーションを利⽤したりクラウドファーストアーキ
テクチャへの移⾏など、これまでは隠されていた組織のデータにもアクセス可能となるデジタルト
ランスフォーメーションの取り組みを進めています。
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そこで登場するのがデータサイエンスです。データサイエンスは、明⽰的なプログラミングでは
なく、実世界の現象を表すデータからコンピュータが学習することを可能にする学際的なアプ
ローチです。データサイエンスは、企業が既存のデータを使⽤して将来起こりそうなことを予測
できるようにすることで、プロセス設計の変更、リスク評価、顧客⾏動の理解に役⽴ちます。そ
のメリットは特定の業界に限定されるものではありません。製造業からオンライン⼩売業者まで、
誰もがデータサイエンスを活⽤してよりスマートな意思決定を⾏うことができます。

問題はここにあります。利害関係者の理解不⾜、アプローチの不備、不⼗分なテクノロジー、あ
るいはこれら 3 つの組み合わせによって、ほとんどのデータサイエンスプロジェクトは失敗に終
わってしまいます。プロジェクトに参加した企業にとって、この失敗は無駄な投資、無駄なリ
ソース割り当て、期待値の管理ミスを意味します。

しかし、そのようなことはありません。データサイエンスへの期待は以前より低くなっているか
もしれせんが、努⼒が無駄だったということではありません。実際、データサイエンスプロジェ
クトを促進するために⼈材、プロセスとテクノロジーを早く調整するほど、ROI （投資対効果）
が⾼まることを⽰す証拠があります。最近のForrester Consultingの調査によると、データサイエ
ンスを早期に取り組み、モデルを本番稼働させることに成功させた企業のほとんどが期待してい
るような結果を得ていることが明らかになりました。

競争⼒の観点での
データサイエンスの
重要性

早期導⼊者の 25% が、データサイエンス
が今⽇の競争⼒にとって最も重要な要素で
あると述べています。

51%は、それが2〜3年で最も重要な

要因になると予想しています。

25%

59%

84%

51%

39%

90%

現在 2〜3年後

唯⼀最も重要な要素
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最も重要な要因の1つ
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実現された ROI と期待される ROI の違い
は、データサイエンスプロジェクトがエン
タープライズ環境で強⼒な結果をもたらす
ことができるだけでなく、成功にはイテ
レーションが必要であることも⽰していま
す。早期に開始した企業は、より多くのモ
デルを本番環境に持ち込むことができ、そ
の結果、データサイエンスをビジネスのよ
り多くの分野に組み込み、より⾼い投資収
益率を実現できるようになりました。

ほとんどの組織はデータサイエンスの可能
性について合意できますが、成功を⾒つけ
るために活⽤する必要がある⼈、専⾨知識、
データはすべて異なります。

しかし、エンタープライズデータサイエン
スでは、企業が2つの「万能」アプローチ
の1つ、つまりプロジェクトのアウトソー
シングを試みることがあまりにも多く、

コンサルタントに、またはデータサイエン
ティストのチームを雇っています。

データサイエンスへの⼀般的なアプローチの説明
組織がデータサイエンスにアプローチする⼀般的な⽅法は、アウトソーシング、採⽤、スキ
ルアップの3つです。この章では、これらの戦略の概要を説明し、それぞれの⻑所と短所をい
くつか⽰します。

主にアウトソーシング（外注）する

コンサルタントを雇うことは、特に社内にデータサイエンスリソースを持たない企業に
とって、⼀般的なアプローチです。表⾯的には、これは理にかなっています。コンサルタ
ントはクライアントの能⼒ギャップを埋めるのを助けるために存在します。

組織にデジタルトランスフォーメーションイニシアチブの⼀環としてのデータサイエンス
の使⽤に関する広範な計画がない場合は、必要に応じてプロジェクトをアウトソーシング
することが理にかなっているかもしれません。 ただし、企業全体のデータリテラシーを向
上させ、ビジネスのさまざまな分野にわたるさまざまなユースケースに対処することが⽬
標である場合、コンサルタントのみに依存すると、いくつかの共通の課題が発⽣します。
このセクションでは、これらについて詳しく説明します。

計画的な社内ユースケース作
成の重要性
早期導⼊者は、新規顧客獲得、既存製品または
サービスの改善、新製品またはサービスの⾰新
など、データサイエンスの使⽤⽅法に関する
より具体的な計画を持っています。

データサイエンスのROI
早期導⼊者は、現在、データサイエンスへの投資に対
して5.8倍のリターンを得ていますが、成熟度の低い
組織は3.8倍です。また、2〜3年後、早期導⼊者の予
想ROIは9.3倍ですが、後期採⽤者のROIは5.5倍です。

Now
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Next 2-3 years

後期採⽤者

早期導⼊者

3.8x 5.8x 5.5x 9.3x
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⻑期的価値を維持する

企業がデータサイエンスプロジェクトの処理を外部のコンサルタントに頼っている場合に最
初に表出する問題は、モデルのメンテナンスです。

データサイエンスソリューションが最⼤の ROI （投資対効果）を実現するには、時間の経過
とともに調整を⾏う必要があります。予測精度が⾼い最も強⼒なモデルであっても、⻑い間放
置されると、精度が低下し、根本的に⽋陥のある予測を⾏います。

繰り返しますが、望ましいリターンをすばやく⽣み出すことができる価値の⾼いユースケース
を1つまたは2つ特定した場合、これはそれほど問題にはありません。しかし、⻑期的な価値を
最⼤化することが⽬標である場合、社内チームがモデルを管理する⽅法を理解し、モデルがよ
り⼤きな持続⼒を持つことを知っておく必要があります。そうしないと、モデルができるだけ
⻑く運⽤環境にとどまらず、さらに悪いことに、不正確または問題のある予測に基づいて決定
を下すリスクがあります。

データ駆動型の組織⽂化

データサイエンスの価値を最⼤限に引き出すには、社内の全体的なデータリテラシーと分析の「ノ
ウハウ」を向上させる必要があります。データ駆動型の⽂化を持つことで、分析作業を専⾨家のみ
に頼って分析作業を⾏うよりも、⻑期的な結果が得られます（外部委託であろうと社内であろう
と）。

前述したように、プロジェクトをコン
サルタントにアウトソーシングするこ
とは、特定の問題に対してはうまくい
く可能性がありますが、社内でデータ
リテラシーを構築することは何もしま
せん。アウトソーシングはそもそも⾼
価であり、あらゆるデータサイエンス
にコンサルタントを招聘するというこ
とは難しいでしょう。ほとんどの組織
が何百ものユースケースを持てる可能
性があるため、社内のリテラシーを向
上させる⽅が結果的には近道となるで
しょう。

“しばしば古いデータ環境、古いビジ
ネス・プロセス、時代に適応できてい
ないスキル・セットおよび伝統⽂化
を持っている変化に消極的企業は、
データ量が増加し、AIによるモデル
運⽤が必要になればなるほど、⼤きな
課題に直⾯する。”

- RANDY BEAN, HARVARD BUSINESS REVIEW
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雇⽤と社内チームの孤⽴

社内でインパクトのあるデータサイエンスプロジェクトを作成する⽅法を考え始めたばかり
の場合は、データサイエンティストのチームを雇うことが最も明⽩な選択肢のように思える
かもしれません。収益⽬標を達成するために営業担当者を雇ったり、製品を構築するために
エンジニアを雇ったりするのと同じように、データサイエンティストを招いてインパクトの
あるモデルを作成して展開することができます。

分析チームにコーディングができるデータサイエンティスト（Pythonユーザー）がいること
は、主に肯定的なことですが、あまりにも多くの企業が唯⼀の戦略として雇⽤に頼るという
間違いを犯しています。データ駆動型の企業になるには⼤規模な変⾰が必要であり、データ
サイエンスチームを雇⽤して他のビジネスから隔離するだけでは効果がないだけでなく、分
析が組織全体のコアコンピテンシーになることを妨げます。

それを念頭に置いて、「雇⽤して隔離する」アプローチが通常機能しない具体的な理由をい
くつか⾒てみましょう。

データサイエンティストの採⽤は難しい

データサイエンティストの需要と利⽤可能な⼈材プールとのギャップはますます拡⼤しており、
企業がその役割に就くことは⼀般的な課題であり、ましてや⻑期的に従業員を維持することは
避けられません。実際、2019年のBurtch Worksの調査によると、データサイエンティストの
平均在職期間はわずか2.6年で、回答者の17.6%が前年に転職しています。

すべての兆候は、データサイエンティストを雇うことはますます困難になるだけでなく、あな
たのユニークなビジネスに適した⼈を連れて来ることは⾔うまでもありません。より多くの企
業が⾒るにつれてデータサイエンスを通じてビジネスを変⾰するために、雇⽤不⾜はより顕著
になるだけです。

データサイエンティストとビジネス理解

多くの場合、データサイエンティストは、初めての業界で働くために雇われています。つまり、
彼らをプロジェクトに引き込むことは、関連するデータへのアクセスを許可し、ハンドルを握
らせるほど単純ではなく、成功するためには、そのデータが実際に何を意味するのかを完全に
理解する必要があります。製造プロセスからの歩留まりを最適化しようとしていて、凝縮器の
温度がわからないデータサイエンティストに主に頼ることを計画している場合、それほど遠く
までは⾏かないでしょう。

理論的には、データ サイエンティストは独⾃のビジネス内外の学習に時間を費やすことがで
きますが、この種のアプローチは価値実現まで想定以上の時間を要し、拡張することも⾮常に
困難です。⼀⽅、データ サイエンス プロジェクトの最初からビジネスの利害関係者をより密
接に関与させる⽅法を⾒つけることで、必要なすべてのコンテキストを確実に把握できます。
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ビジネス・ステークホルダーは結果を明確に理解する必要がある

分野の専⾨家、従来のアナリスト、経営陣がモデルの予測に基づいて意思決定を⾏うには、モデ
ルの作成にかかった作業を理解し、その予測を容易に解釈できる必要があります。これは、与え
られたデータパイプライン（分析プロセス）のすべてのステップを理解し、モデルの精度を超え
て、意思決定が収益に影響を与えることをイメージできる必要があります。

PythonやRを使⽤してモデルをカスタムコーディングする
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時は、最悪の場合、それを説明することは不可能で、でき
ても時間がかかりすぎます。データサイエンティストが、
データアクセスからテスト、検証までのパイプラインの各
ステップを⼿作業で⽂書化することはもちろん、ビジネス
ステークホルダーの関与なしに直感的な⽅法で結果を提供
することは困難です。

データサイエンティストが必要とされるのには理由があ
り、そのスキルは真に差別化されたソリューションを⽣
み出すのに役⽴ちます。しかし、採⽤だけが戦略であれ
ば、データサイエンティストがビジネスの問題を真に理
解し、コーディング以外の意思決定者と同じ⽬線に⽴つ
ことは難しくなります。

先に述べたように、データサイエンスで成功を収めるには、より包括的なアプローチが必要で
す。それには、既存の⼈材、専⾨知識、そしてデータの価値を最⼤限に引き出すことが必要で
す。

データサイエンスをビジネスに近づけるメリット
これまで述べてきたように、データサイエンスの取り組みから価値を⽣み出す最善の⽅法は、主要な
ビジネス⽬標やプロセス、さらには担当する⼈々とを密接に結びつけることです。

「⼈」のレベルでは、データサイエンスをビジネスに近づけることは2つのことを意味します。
コーディングスキルのない従業員でもアクセスできるようにすることと、ビジネスゴールとその
達成に役⽴つデータサイエンスの概念の両⽅を共有できるようにチームをスキルアップさせるこ
とです。

このとき、適切なテクノロジーは⾮常に役に⽴ちます。⽣産現場やマーケティングチームでキャリ
アを積んできた⼈が、Pythonを使ってモデルを作成する⽅法を学ぶとは考えにくいので、コードを
選択できるデータサイエンスプラットフォームに投資すれば、プロジェクトに参加するのを阻んで
いる最⼤の障害を取り除くことができるのです。

「ドメインエキスパー
ト」とは、ビジネスの機
能領域を担当する⼈のこ
とです。⼯場⻑、マーケ
ティング担当者、カスタ
マーサポートリーダーな
どがこれにあたります。
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アップスキルとは、従業員に新しいスキルを教えることであり、従業員のキャリアを向上さ
せ、組織により⼤きな価値を⽣み出す⼿助けをすることです。この⽂脈では、データサイエ
ンティストでない⼈がデータの準備、モデリング、結果の解釈、および⼀般的なデータサイ
エンスのベストプラクティスに関するスキルを⾝につけるのを⽀援することを意味します。

効果的なスキルアップは、データサイエンスを成功させるための前提条件です。McKinseyの
調査によると、アップスキルに投資した企業の70％が、その投資額以上のビジネス成果を報
告しています。

コーディングができない担当者がデータサイエンスの概念を学びながらプロジェクトに貢献
できるようにすることは、データスキルのギャップを埋め、社内へすぐに価値をもたらす素
晴らしい⽅法です。このセクションでは、データサイエンスを企業全体で利⽤できるように
し、アップスキルファーストのアプローチを優先させることで、データサイエンスをビジネ
スに近づけることの利点について説明します。

共有プロジェクトの所有権

知識・ノウハウの共有

先に述べたように、企業がデータサイエンスで解決しようとしてい
る問題は複雑であり、データサイエンティストが扱うデータを完全
に理解できるようになるには時間がかかることがあります。このプ
ロセスにビジネス・エキスパートを参加させることで、学習が加速
し、重要なコンテキスト（ビジネス背景）を提供することができま
す。

また、ビジネスの専⾨家は、⾃分たちが直⾯している課題や潜在
的な解決策を強く理解していますが、その解決策を構築するため
に必要なデータサイエンスの知識を持っているわけではありませ
ん。データサイエンティストと協働することで、⾃分たちが構築
しているモデルに関連する概念を学ぶことができ、将来的に新し
いプロジェクトでさらなる価値を⽣み出すことができるようにな
ります。多くのDSMLベンダーがコラボレーションを利点として
挙げていますが、その約束を実現する唯⼀の⽅法は、技術者では
ない利害関係者が、通常はコードに依存していることを⾏えるよ
うにすることです。

成功とはどのようなものかの共通認識

モデルを効果的に作成し、運⽤するためには、すべての利害関係者が成功の定義を共有した上
でプロセスに参加する必要があります。モデルが満たすべき精度の⽔準と、収益への影響に関
する明確な⽬標について共通の認識を持つことで、プロジェクトを本稼働させる際に全員の⾜
並みを揃えることができるのです。
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ガバメント環境下でのデータ資産の共有

多くのデータサイエンスプロジェクトは、関連するデータの不⾜により、推進⼒を得ることが
できません。平均的な企業では数百のアプリケーションを使⽤しているため、重要なプロセス
データが異種システムにまたがって保存されています。関連するデータとプロジェクト作業を
⼀元化することで、与えられた問題の解決策を構築するだけでなく、複数の課題の解決に使⽤
できるため、⻑期的な価値を維持・最⼤化することができます。

データアクセスをできるようにしたとしてもセキュリティを犠牲にする必要はありません。適
切なデータサイエンスプラットフォームは、管理者（ITやセキュリティの専⾨家など）が、増
え続ける企業データに対するセキュリティ基準を満たしながら、アクセスを従業員レベルまで
コントロールすることを可能にします。

結果に対する信頼

導⼊への賛同を得やすい

複雑なデータサイエンスの問題に取り組むとき、⾃分が⾏っているすべてのステップと
データの変換⽅法を⽂書化しようとしない⼈がいるのは当然のことです。しかし、いざ導
⼊となると、経営陣が⼗分理解していないモデルに基づいて重要なビジネス上の意思決定
を⾏うことに抵抗があることも理解できます。

適切なデータサイエンスプラットフォームを採⽤することで、プロジェクトの各ステップが
⾃動的に⽂書化され、完全な透明性を確保するとともに、結果を直感的な⽅法で表⽰するこ
とが可能になります。

バイアスの検出と低減

企業におけるデータサイエンスの導⼊が進むにつれ、倫理的で健全な判断を⾏うモデルの作成が重
要視されています。モデルは、個⼈的な⾒解によって偏った判断を下したり、結果を誤って解釈し
たりすることはありませんが、与えられたデータに基づいて判断を下します。

データサイエンスプラットフォームを活⽤することで、モデルの作成と学習に使⽤されたデータ
を完全に理解し、時間の経過とともにどのように変化したかを確認し、その結果さまざまな形の
バイアスを回避することができます。

最良の⽅法の共有と再利⽤

データサイエンスの活⽤事例が複数ある企業では、使⽤するデータ、機械学習の準備⼿順、
テストしたモデルの運⽤⽅法など、プロジェクト間で重複が⾒られることがよくあります。

同じようなプロジェクトに参加する場合、⽂書化されたワークフローを参照できることだけが重
要なのではありません。新しいユーザーをすぐに使いこなすことができるようにすれば、今⽇多
くの企業で課題となっている従業員の離職に直⾯した際にも、モデルをより強固なものにするこ
とができます。
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将来性のある価値

既存システムへの組み込み

プラットフォームがデータサイエンスの実現を果たすためには、組織が持つ既存のシステムや
アーキテクチャと連携する必要があります。前のセクションで述べたように、プロジェクトは、
関連するデータへのアクセス不⾜の問題によって、しばしば中断されることがあります。有望
なプロジェクトは1,000万円以上のビジネスインパクトを持つことが多いため、データアクセ
スに邪魔されないようにすることが重要です。

適切なデータサイエンスプラットフォームは、こうした課題にすぐに対応できるとともに、将
来のインフラ変更に適応できる⼗分な柔軟性を備えています。企業は、関連するビジネスデー
タに保存されている場所からアクセスでき、分析技術スタック内の他のツール（結果を簡単に
視覚化できるBIツールなど）とも統合できるプラットフォームを探す必要があります。

プロジェクトのスムーズな引継ぎ

データサイエンスから運⽤への移⾏は、多くのプロジェクトが⾏き詰まる段階です。特に、
プロジェクトの実施責任者が、モデルの仕組みや望ましいビジネス成果を理解していない
場合です。モデルを本番稼動させるためには、チームはその依存関係をすべて理解する必
要があります。

データサイエンスプラットフォームを活⽤することで、モデルの運⽤担当者は、エンド
ツーエンドのデータパイプラインを完全に可視化し、必要なすべての情報を含むプロジェ
クトノートとログを⼊⼿することができます。

より⻑期的な価値を提供

効果的な⻑期モニタリングとイテレーションは、分析モデルの価値を最⼤化するのに役⽴ち
ます。しかし問題は、最先端のデータサイエンス技術を新しい問題に適⽤することを重視す
るデータサイエンティストにとって、保守作業は特に関⼼を引くものではないことです。こ
れは、計画性がない組織にとって、最終的にモデルが価値を失い、持続的な競争上の優位性
を提供できなくなることを意味します。

データサイエンスにプラットフォームを通じて誰でもアクセスできるようにすることで、企業は
コーディングしないビジネスエキスパートが直感的かつ効果的にモデルを監視し、劣化やデータ
ドリフト（元データの分布が変わる）などの脅威から守ることができるようになります。
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データサイエンスプラットフォームに
求められる機能
データサイエンスプラットフォームへの投資は、適切に⾏われれば、デジタル変⾰の取り組みを
推進し、従来のBIやレポート作成の取り組みから、新しい市場や収益機会の特定まで、あらゆ
ることにプラスの影響を与えることができます。もちろん、その投資は慎重に取り扱う必要があ
ることは⾔うまでもありません。

適切なデータサイエンスプラットフォームが、より効果的なモデルの作成と運⽤にどのように役
⽴つか、おわかりいただけたと思います。では、上記のようなメリットを実現するために役⽴つ
機能の種類をより詳しく⾒ていきましょう。
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あらゆるタイプのユーザーに対するエンドツーエンドのライフサイクル

最初のスキルレベルに関係なく、組織内のすべてのユーザーがデータサイエンスプラット
フォームで⽣産的に作業できるようにする必要があります。

市場には、特定のユーザータイプに権限を与えるツールがあふれていますが、通常は他
のユーザーを犠牲にすることになります。例えば、コーディングするデータサイエン
ティストを対象としたプラットフォームでは、コーディングしない特定分野の専⾨家が
ビジネスプロセスやそこから収集されるデータについて最も精通しているにもかかわら
ず、そのようなユーザーを連れてくることができません。

データサイエンスベンダーは、様々なバックグラウンドを持つユーザーに対応するために機
能を追加しているように⾒えますが、それらのユーザーが相互に連携する機能は提供されて
いない場合があります。

適切なプラットフォームは、すべての⼈に具体的な体験を提供し、異なるタイプのユーザが⼀
緒に作業できるようにします。このセクションでは、さまざまなスキルレベルの従業員に対応
し、データサイエンスプロジェクトに積極的に貢献できるようにするために必要なさまざまな
機能について説明します。

プラットフォーム内のコーディングノートブック

データサイエンティストが、特に複雑なプロジェクトに取り組む際にコードを使うことを好む
ことは知られています。PythonとRはどちらも⽐較的シンプルな構⽂と豊富なライブラリを
持っているため、データサイエンス界では⾮常に⼈気があります。これらの⾔語の使⽤をサ
ポートするプラットフォームを持つことは不可⽋です。

また、コーディングするデータサイエンティストにとって、柔軟性が⽣産性を犠牲にする必要
はないことも重要です。モデルのプロトタイプや評価などのタスクに、より拡張された機能を
使⽤できるプラットフォームがあれば、インパクトのあるソリューションの作成に、より多く
の時間を割くことができるようになります。
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視覚的なMLとドラッグ＆ドロップのデザイン

これは、データサイエンスプラットフォームを購⼊するときに⾒つかる最も⼀般的なインターフェイ
スの 1 つです。ベンダーが使⽤する⽤語はさまざまですが、ベンダーが説明しているのは、複雑な
データサイエンスのアルゴリズムと関数を使⽤し、ドラッグアンドドロップのビルディング ブロッ
クで使⽤できるようにするユーザーインターフェイスです。これにより、技術に詳しくないユーザー
でも、データアクセスからデプロイまでのすべてを簡素化することで、コードを記述せずにプロセス
を作成できます。

機械学習の⾃動化

機械学習の⾃動化（AutoML）は、データ準備、モデル
選択、デプロイメント、モニタリングを通してユー
ザーをガイドします。より体系的な⽀援を必要とする
データサイエンス初⼼者が主に使⽤しますが、煩雑な
作業（例:前処理など）を省きたいコーディング データ
サイエンティストも使⽤することができます。

この時点では、ほとんどのベンダーが、モデルの選択や検証といった⼀般的なタスクの⾃動化機能
を備えています。データサイエンスライフサイクルのより微妙な側⾯を⾃動化することで、⾮デー
タサイエンティストをさらに強化することができるツールを探すことをお勧めします。

データサイエンティストを雇⽤し孤⽴させても成果が上がらないのと同様に、データサイエンスにお
いても、ソフトウェアだけに頼って仕事をすることは必ずしも現実的ではないことも⾔及しておく必
要があります。AutoMLソリューションがどれだけモデル作成を簡素化しても、現実のデータサイエ
ンスプロジェクトでは、モデルが与えられたユースケースとデータセットに適合するように、多少の
チューニングが必要です。簡単に⾔えば、AutoMLソリューションは、追加作業なしに企業が求める
タイプのROIを提供することはほとんどありません。
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⾮コーダーがデータ サイエンスにアクセスできるよ
うにすることで、より多くのプロジェクトを運⽤環
境に取り込むのに役⽴ちますが、⼀部のツールでは
基本的なタスクのドラッグアンドドロップのみがサ
ポートされ、コードと同じレベルの制御が提供され
ないことに注意してください。
これらのプラットフォームは、その機能の多くを
「視覚的」として提⽰しますが、実際には運⽤環境
で動作するためにコードが必要です。

これを確認するには、プラットフォームのドラッグアンドドロップ関数がデータサイエンスアルゴリズ
ムを超えて、真のコーディング要素を組み込むのに役⽴つかどうかを確認します。
複数のユーザーが独⽴した作業の基盤を構築できる中央コードベースを作成します。
また、ビジュアルインターフェイス内で使⽤するビルディングブロックはブラックボックスであっては
ならないことにも⾔及する必要があります。代わりに、ユースケースに応じて、その特性と動作を開い
たり、検査や編集したりができる必要があります。
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RapidMiner Vendor B Vendor C Vendor D

a

a

a

トータル

スコア

チェックリスト:全ての人に完全な体験を
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プラットフォーム内の
コーディング
ノートブック

視覚的な
ドラッグ＆ドロップ

での分析

AutoML
⾃動機械学習
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DATA SCIENCE 
LIFECYCLE

データの読込・可視化
データ加工

モデル管理

モデル作成

AIアプリ構築

説明可能性
透明性

コラボレーション

ガバナンス
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エンドツーエンドのライフサイクル
カバレッジ

データサイエンスプロジェクトは、相互に依存
する⼀連のステップで構成されており、それぞ
れのステップを慎重に処理する必要があります。
モデルは、適切に準備されていないデータに対
して有⽤な予測を⾏うことはできません。また、
⻑期にわたる効果的なメンテナンスがなければ、
望ましいROIを⽣み出すことはできません。

プラットフォームを購⼊する際、重要なのは最
初のデータ取り込みからドリフト防⽌までの各
ステップが、プロジェクトのボトルネックにな
らないように考慮されていることを確認するこ
とです。ここでは、データサイエンスのライ
フサイクルの各ステージにおいて、何を確認す
べきかを説明します。

データアクセス
関連する全てのデータに接続できないプラットフォームは、あまり意味がありません。最も⼤事
なことは、柔軟性のあるプラットフォームを⾒つけることです。つまり、現在の⾃社のアーキテ
クチャに適合し、データ管理戦略の変更にも対応できるようなプラットフォームを⾒つけること
です。

構造化データと⾮構造化データという形で考えてみるとよいでしょう。 構造化データとは、
簡単に分類でき、スプレッドシートやソフトウェアプログラムにうまく適合するデータを
指します（名前、住所、連絡先などの標準的な顧客プロファイルを想像してみてくださ
い）。⾮構造化データとは、従来の構造に当てはまらず、リレーショナルデータベースに
ネイティブに格納できないデータのことです（Webページのテキスト、ソーシャルメディ
アの投稿、画像などがこれにあたります）。

インパクトのあるモデルを作成するには、通常、構造化データと⾮構造化データの組み合わせ
が必要になるため、こうした情報すべてにアクセスできるプラットフォームが不可⽋です。例
えば、顧客がどの程度離反する可能性があるかを予測したいとします。過去の取引履歴と顧客
⽣涯価値に基づいて予測するモデルが有⽤であることは間違いありませんが、顧客の電⼦メー
ルのやり取りやソーシャルメディアへの関与も考慮できるモデルは画期的なものです。
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データ準備

最近まで、データサイエンティストは80%近くの時間をデータ準備に費やしていたことは広く知
られています。適切なフォーマットで管理されたデータがあれば、データサイエンスプロジェク
トでより望ましい結果を得ることができますが、データ準備に多くの時間を費やすと、チームが
モデルの作成とテストに費やす時間が奪われてしまいます。そのため、データ準備に関連する煩
雑な作業の多くを排除できるデータサイエンスプラットフォームを⾒つけることが重要なのです。

まず、適切なプラットフォームは、データの結合、追加、重複の削除といった基本的な機能を備
えています。さらに、学習⽤、検証⽤、テスト⽤のデータセットを分けるなど、⽬的に応じて
データを分割する機能も必要です。

最後に、データサイエンスプロジェクトの特有のステップである「ラストマイル データ準備」を
真にサポートするプラットフォームを⾒つけることが極めて重要です。このうち最も重要なのは、
データエンジニアリングです。 作業中のユースケースに基づいて有⽤な機能を提案できるプラッ
トフォームは、このプロセスを効率化する上で⼤きな役割を果たすでしょう。

データ探索

データサイエンスプラットフォームは、チームがデータセットを調査してその特性を理解するのを
⽀援するもので、通常は図表やその他の視覚化を使⽤します。この段階では必ずしも「最終⽬標」
があるわけではなく、パターンや傾向、その他の重要な関⼼事を把握することが⽬的です。

適切なデータサイエンスプラットフォームは、a.) 興味のある領域を発⾒するのに役⽴つ様々な可
視化オプションを提供します。 b. ユーザーが作業内容を理解するのに役⽴つ統計情報を⽣成しま
す。

ビジュアルについては、チャート（棒グラフや⾯グラフなど）、グラフ（折れ線グラフや散布図）、
3D機能などを組み合わせて使⽤することができます。ユーザーがデータを理解するのに役⽴つ統計
情報としては、平均値、中央値、標準偏差などの数値属性や、カテゴリ数、⽋損値などのカテゴリ
属性があると便利です。

最初にデータを探索するための適切なツールを提供することで、チームが⽬指すべき⽅向性を把握し、
モデル作成のプロセスを加速させることができます。
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モデルの作成と検証

チームが適切なデータにアクセスして、分析に適した状態にし、さらに調査する価値のあ
る領域を特定し始めたら、いよいよモデルを作成します。

モデル作成に「万能」なアプローチはありません。通常、どのような⽤途であれ、役⽴つアル
ゴリズムは多数存在し、その中からインパクトのあるモデルを⽣成できる最もシンプルなもの
を⾒つけ、それをトレーニングするのがコツです。

採⽤するプラットフォームは、教師あり、教師なしを問わず、さまざまなアルゴリズムや機械
学習技術をサポートする必要があります。また、ディープラーニングのような⾼度なデータサ
イエンス技術に対応するベンダーの能⼒も調べる価値があります。

チームが有効なモデルを作成したら、本番運⽤を開始する前にそれをテストする機能も必要
です。様々なモデル検証⼿法（交差検証、分割検証など）をサポートするプラットフォーム
を探すとよいでしょう。

モデルの運⽤化

あなたのチームは、与えられたビジネス上の問題に対処するためのモデルを構築しました。残
念ながら、多くのデータサイエンスプロジェクトは、運⽤化で⽴ち往⽣してしまうのです。

運⽤を開始する際には、コンテナ化と柔軟な運⽤という2つの重要な領域について検討する必
要があります。

コンテナ化は、モデルとその依存関係を、あらゆる基盤で実⾏可能な環境（コンテナ）にパッ
ケージ化するのに役⽴ちます。コンテナの作成を⽀援するプラットフォームを採⽤すれば、モ
デルを最も有⽤な場所で実⾏できるようにするため、必要なフレームワーク、ライブラリ、依
存関係をパッケージ化することによって、ソリューションの背後にあるコード以上のものを確
実に考慮することができるようになります。Dockerのような技術を使ってコンテナを作成する
能⼒を提供し、Kubernetesのような技術を使ってコンテナの管理と「オーケストレーション」
を⽀援するプラットフォームを検討してください。

柔軟な展開とは、現在のデータ アーキテクチャに適合しながら、将来の変化にも対応できる
モデルのことを指します。例えば、現在は⾃社運⽤でソリューションを展開したいが、将来
的にはクラウドファーストのインフラに移⾏することを決定するかもしれません。このよう
に戦略が変化する可能性があるため、データサイエンスプラットフォームは、あらゆる場所
にモデルを展開できるようにする必要があります。⾃社運⽤、選択したクラウド、あるいは
リアルタイムシナリオのエッジでソリューションを実⾏できるようにすることで、作成した
モデルが無駄にならないようにすることができるのです。
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結果の評価

モデルの導⼊が成功したら、今度は予測の
分析を開始し、より多くの情報に基づいた
意思決定を⾏うためにモデルを利⽤します。
適切なプラットフォームは、モデルの精度
を測定するだけでなく、特定の意思決定が
ビジネスに与える影響の推定値を定量化す
るのに役⽴ちます。これは、収益の改善、
コスト削減、全体的な収益性の予測という
形で提供されます。

また、これらの結果は、直感的に理解で
きるように表⽰される必要があり、その

⻑期的なメンテナンス

企業は、意思決定を⾏うためにモデルを運⽤し、それに依存しますが、⻑期間にわたって適切
に保守することを怠ることがよくあります。メンテナンスされていないモデルは、劣化やドリ
フトが発⽣する可能性が⾼く、予測の有⽤性が⼤幅に低下します。

実稼働中のモデルが、仕事に最適なものであるこ
とを確認する必要があります。そのための1つの⽅
法は、展開環境で他のモデルとテストすることで
す。新しいモデルが現在使⽤しているモデルより
も優れている場合、戦略を⾒直します。（そして
潜在的に調整する）

また、モデルの基礎となる仮定が正しいかどうかを
検討することも重要です。 コンセプトドリフトが発
⽣した場合、それを適時に検知して対処しなければ、
⻑期的な影響を及ぼす可能性があります。

モデルの最新のパフォーマンスと予想されるエラー
率を⽐較して複数のモデルをテストし、ドリフトを
監視することができるデータサイエンスプラット
フォームがあれば、最⼤限の価値を得ることができ
るようになります。

コンセプトドリフトの⼀例
として、経済全体の⼒強さ
を考慮せずに購買⾏動を分
析するモデルを作成するこ
とが挙げられます。マクロ
経済の⼤きな出来事によっ
て消費習慣が⼤きく変化し
た場合、そのモデルの予測
はあまり役に⽴たなくなり
ます。
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結果にづいている⼈々は、簡単に検討し、さまざまなシナリオを実⾏して、意思決定を⾏うこ
とができます。直感的に表⽰される必要があります。そのため、データサイエンス・プラット
フォームは、ネイティブ機能であれ、TableauやPowerBIなどの広く使⽤されている可視化ツー
ルとの統合であれ、何らかの形でインタラクティブなダッシュボードを備えている必要がある
のです。

https://rapidminer.com/
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a

a

a

a

a

a

a

チェックリスト:エンドツーエンドカバレッジ
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完全な透明性と説明可能性

前のセクションで述べたように、⼿順が完全に説明され、⽂書化されたモデルこそ、導⼊さ
れるのです。もともと意思決定のプロセスを変えるのは簡単なことではありませんが、多く
の⼈が完全に理解していない予測に基づいて意思決定を⾏うよう求めると、反発を受ける可
能性が⾼くなります。

そのため、様々なデータサイエンスプラットフォームを評価する際に、説明可能性が重要な
考慮すべき事項となるのです。説明可能性は、⼤きく分けて、モデル全体の⼿法と結果に特
化した⼿法の2つに分けられる。それでは、ベンダーがあなたの仕事を⽰すのに役⽴つはず
のいくつかの⽅法について⾒てみましょう。

モデル全体の⽅法

まず、データサイエンスプラットフォームでは、データパイプライン全体を俯瞰することが
できることが極めて重要です。作成するモデルは当然その重要な⼀部ですが、モデル作成の
前（取り込み、探索、準備）と後（精度監視、ドリフト防⽌）で⾏われる多くのステップが
あります。例えば、モデルをトレーニングしたデータが、本番で分析する必要のあるデータ
と⼤きく異なる場合、モデルのパフォーマンスに影響を与えますが、データパイプラインを
完全に理解しない限り、根本原因を切り分けることができないかもしれません。

可視化は、モデルが全体としてどのように動作しているかを識別し、プロセスの各ステップで
使⽤されているロジックを理解するのに役⽴つため、ここでも⾮常に役に⽴ちます。決定⽊や
ランダムフォレストのような可視化できるプラットフォームを探してみてください。

最後に、特徴量の重要性を再確認しておきましょう。適切な⼊⼒を選択することが、インパクト
のある機械学習モデルを作るための前提条件であることは既に述べたとおりですが、それらの⼊
⼒が予測を⽣成する上でどのような役割を果たしているかを理解することも同様に重要です。適
切なデータサイエンスプラットフォームは包括的な特徴量の重み付けによって、モデルが個々の
⼊⼒にどれだけの重みを与えているかを評価するのに役⽴ちます。
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成果主義的な⼿法

包括的な特徴量の重みと同様に、部分的な依存関係は⼊
⼒と予測値の関係を理解する上で重要な役割を果たしま
す。これは、単⼀の⼊⼒値の変化に対してモデルがどの
ように反応するかを⽰すことによって実現されます。例
えば、顧客との関係の⻑さをモデルがどの程度重く評価
しているか、例えば、顧客が使った全体的な⾦額とは対
照的です。このような関係性をマッピングし、理解する
のに役⽴つプラットフォームを探してください。

真の説明可能性を得るためには、局所的な特徴量の重み付け、つまり単⼀または⼩さなデー
タポイントの集合に対する特徴の重み付けを理解することが必要です。これは、予想外の予
測を個⼈レベルでトラブルシュートするのに役⽴ちます。データサイエンスプラットフォー
ムは、LIMEやSHAPのような業界標準の⼿法で局所的な特徴の重みを計算する機能をサポー
トする必要があります。

最後に、これらの関係をインタラクティブに探索することができるプラットフォームは、⼊⼒
と予測の間の関係について持っている「もしも」の疑問に答えるのに役⽴ちます。異なるモデ
ルの⼊⼒を意図的に操作したときに予測値がどうなるかを⾒ることで、モデルが実稼働時にど
のように動作するかを確認できるだけでなく、その動作を確⽴されたドメインの知識や専⾨知
識に照らして確認することができます。

この例では、モデルが顧客と
あなたとの関係の⻑さをどれ
ほど重く評価しているかを確
認することが挙げられます。
これは、顧客が費やした全体
的な⾦額とは対照的です。

RapidMiner Vendor B Vendor C Vendor D

モデル全体
の⽅法 a

成果主義的な⼿法 a

トータルスコア

チェックリスト: 完全な透明性と説明可能性
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⼀元化されたデータとプロジェクト資産

データサイエンスで最も成功を収めている組織は、⾃分たちの努⼒を継続させるための⼿段
を講じています。単発のプロジェクトに参加して終わりではなく、異なるチームや機能領域
で作業を共有し、⾃分たちが既に⾏った作業から他の⼈々が利益を得られるようにする⽅法
を模索しているのです。

データサイエンスプラットフォームは、データサイエンスのためのコラボレーション環境を促
進するだけでなく、プロジェクトとその関連資産を⼀元的に保存することで、これを⽀援する
必要があります。 過去の仕事のリポジトリを作成し、それにアクセスできるようにすることで、
あらゆる成功や学習が組織全体に広がるようにすることができます。.

データ＆プロジェクトリポジトリ

多くの場合、特定のユースケースで使⽤されたデータは、他のユースケースにも適⽤されるた
め、Server上のデータリポジトリを持つことが不可⽋です。よく整理されたリポジトリは、
データの接続や準備のステップなどの時間を節約し、組織内の他の⼈があなたの以前の仕事の
恩恵を受けることができます。

プロジェクトリポジトリは、モデル、プロセス、結果などのプロジェクトコンポーネントへの
共有アクセスを提供します。これらのコンポーネントが明⽰的に再利⽤されない場合でも、
チームが過去に取り組んだソリューションと類似したソリューションを開発する際に参照する
ことができます。
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セキュリティ、監査、ガバナンス

データサイエンスプロジェクトでは、データやプロジェクトの資産を適切に保護・管理するこ
とが必須条件です。近年、⼤⼿企業でもデータ漏洩事件が発⽣し、顧客の情報が危険にさらさ
れ、被害を受けた組織は⻑期にわたってブランドへの影響を受けることになりました。

認証と権限付与

他のビジネス・アプリケーションと同様に、データ・サイエンスプラットフォームも、管理者
がユーザーを効果的に認証し、アクセスできる対象を制御できるようにする必要があります。
特に、複数のデバイスから業務アプリケーションにアクセスしようとする従業員が増えている
ため、強⼒な認証と承認のプロトコルは、企業セキュリティの標準的な側⾯になっています。

プラットフォームは、シングルサインオン（SSO）、⼆要素認証（2FA）、OAuth 2.0 など
の認証プロトコルをサポートする必要があります。ユーザーのアイデンティティを確認し、
ユーザーがアクセスできる範囲を細かく制御することで、データサイエンスプラットフォーム
は、機密情報が不正にアクセスされることがないようサポートする必要があります。
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データの暗号化

暗号化は、組織のデータを保護するための最も重要な⼿順の 1 つです。正しく処理された場合、
認証やデータの完全性など、セキュリティのいくつかの分野に影響を与えることができます。

トランスポート・レイヤー・セキュリティ（TLS）などの広く採⽤されているプロトコルをサ
ポートするプラットフォームを探し、プライバシーと暗号化に関する企業標準をサポートしてい
ることを確認します。

監査とデータリネージ

モデルを展開するためには、組織内の意思決定者が、その予測の根拠となるデータを信頼する
必要があります。これには、そのデータがどこで⽣まれ、時間の経過とともにどのように変化
してきたかが含まれます。

データサイエンスプラットフォームは、管理者やプロジェクトリーダーがプロセスやモデルを⻑
期にわたって監査できるようにする必要があります。プロセスのコミット履歴や変更をすばやく
確認できる機能は、各変換をチームのメンバーにまでさかのぼるのに役⽴ちます。

RapidMiner Vendor B Vendor C Vendor D

認証と権限付与 a

データの暗号化 a

監査と
データリネージ a

トータルスコア

チェックリスト:セキュリティ、監査、ガバナンス
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DSMLプラットフォームのチェックリスト
データサイエンス市場には、特定のペルソナや⽬的のために設計されたツールが溢れています。
ここでは、⼀般的なカテゴリーがどのように分類されるかを⾒てみましょう。
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rapidminer.com 24

https://rapidminer.com/


あなたのDSMLプラットフォームチェックリスト
このテンプレートを使って、デジタルトランスフォーメーションのために検討しているベンダーを評価し

てください。これまでの詳細なチェックリストのスコアを合計し、ここに入力してください。
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まとめ

エンタープライズデータサイエンスを成功させるには、それを実際のビジネス上の問題に近づける方法

を見つける必要があります。多くの場合、企業は自社内またはアウトソーシングされたデータサイエン

ティストのコーディングだけに頼ってプロジェクトを進めています。アップスキル・ベースのアプローチを

優先させることで、ビジネス上の問題を理解している誰もが、データ駆動型のインサイトを生成し、それ

を簡単に共有、消費し、プロセスの変革に役立てることができるようになります。

データサイエンスソフトウェアは、すべてのプロジェクトと関係者に1つのプラットフォームを提供し、

AIのライフサイクル全体をサポートし、ガバナンスやセキュリティを犠牲にすることなく結果を簡単に

説明し理解できるようにすることで、このようなアプローチの推進を支援します。

正しい戦略と正しいツールを組み合わせることで、エンタープライズ・データ・サイエンスの約束を実現

し、その結果、ビジネスのやり方を変革することができるのです。
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