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はじめに 

人工知能（AI）に人工的な要素はありません。実業界はまもなく二分されることに

なります。AI を活用してプロセスを改善し、俊敏性を高める企業と、AIの採用に失

敗して淘汰される企業に分かれるのです。 

俊敏性は AI イニシアチブから始まります。 

今こそ変革に取り組むときです。 

昨今の AI の技術、ストレージ、処理能力における急速な進歩により、今日のビジ

ネス環境は劇的に変化しています。AIとビッグデータを活用して、革新的な新サー

ビスの提供、新たな収益源の創出、顧客体験の向上、ビジネスプロセスの効率化

に取り組む組織がますます増えています。ビジネスを既に確立している企業も AI

への取り組みを推し進めていますが、一方、新興企業も AI を活用して、実質的に

すべての業界で創造的破壊を引き起こしています。その結果、ビジネスを確立し

た企業に対する競争圧力が高まっています。 

 

マッキンゼーは、19 業種にわたる 400 以上のユースケースで AI を適用した場合

の利点を文書にまとめています。1 PwC は、2030 年までに AI が世界経済に貢

献する金額は 15 兆 7,000 億ドルにのぼると予測しています。2 ガートナーによる

と、シニアマネージャの 77%は、データサイエンスはすでに大きな価値を自社にも

たらしていると報告しています。3 

 

ビジネス環境のこうした変化に対応するため、インターシステムズは包括的なデー

タプラットフォームを開発し、さまざまな業界でデータ集約型のリアルタイム分析ア

プリケーションの開発、導入、維持管理を加速し、その簡素化を支援しています。 

 

この文書では、InterSystems IRIS Data Platform™が、AIを活用する企業のイニ

シアチブによる価値の創出を加速することのできる、さまざまな方法について詳し

く説明します。 

 

 

 

                                                           
 
1 https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-

value-of-deep-learning 

2 https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html 

3 Gartner, 2018. "Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms." 
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ビジネスで AI を採用4する理由 

 

 

 

                                                           
 
4 https://www.statista.com/statistics/747775/worldwide-reasons-for-adopting-ai/ 
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出典：Statistica 2017（世界中の 3,000人を超える企業幹部を対象にした調査）4 
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業界別の AI採用 

 

 

 

セクター サブセクター AI使用の潜在的影響 

医療 

自動車 

医療従事者/医療サービス 

医薬品/ライフサイエンス 

保険 

健康産業 

アフターマーケット/修理 

部品サプライヤ 

個人向けのサービスとしてのモビリティ（MaaS） 

OEM 

ファイナンシング 

金融サービス 

資産管理 

バンキングおよびキャピタル 

保険 

運輸およびロジスティクス 

運輸 

ロジスティクス 

テクノロジ、通信およびエンターテインメント 

テクノロジ 

エンターテインメント、メディア 

および通信 

小売 

消費者製品 

ポータル 

エネルギー 

石油/ガス 

電力/公益事業 

製造 

工業生産 

工業製品/高純度材料 

% 採用の成熟度 — 短期（0～3年） 

% 採用の成熟度 — 中期（3～7年） 

% 採用の成熟度 — 長期（7年以上） 

医療 3.7 

自動車 3.7 

金融サービス 3.3 

運輸およびロジスティクス 3.2 

テクノロジ、通信およびエンターテインメント 3.1 

小売 3.0 

エネルギー 2.2 

製造 2.2 

出典：PwCの AI影響評価指標に基づく。可能性のスコアは 1～5。5は AIによる潜在的影響が最も大きく、1は最も小さい。 

出典：https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf 
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インターシステムズのテクノロジは、80 ヶ国以上の何千もの企業アプリケーションに

採用されています。このテクノロジは 5 億人を超える患者の電子カルテを処理し、世

界中で毎日行われている株式取引の 15%を支えています。 

 

地球規模での事業展開に加えて、インターシステムズはサービスを提供しているお

客様にサポート窓口を通じて優良サポートを提供しています。熟練したエンジニアが

対応する 365日 24時間体制のサポートでは、当面の問題だけでなく、お客様のビジ

ネス全体を理解することを目標に掲げています。お客様の戦略、計画、パフォーマン

ス分析、移行、ひいてはビジネスの成功を支援する役割を私たちは担っています。 

 

AIを加速 

市場には AIのツールとフレームワークがあふれていますが、ビジネスの要件を満

たす AI アプリケーションを素早く導入する必要性に迫られています。

InterSystems IRIS Data Platform は、こうしたニーズに対処するさまざまな機能

を提供します。 

InterSystems IRISの機能： 

 水平方向の拡張性に優れたハイブリッド型トランザクション /分析処理

（HTAP）のデータベース管理機能による、きわめて大規模なデータセット

でのリアルタイム分析アプリケーションの実行 

 埋め込み機能による、構造化/非構造化分析機能と AIモデルの実行 

 必要な規模で AI の特徴量エンジニアリングに最適化された、柔軟なマル

チモデルデータベース 

 データやアプリケーションの統合、分析におけるデータの前処理、複雑な

ビジネスプロセスの構築および実行を可能にする、完全な相互運用性プ

ラットフォーム 

 高度な分析アプリケーションの開発と維持管理を簡素化する統一された

開発環境 
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AIの処理手順 

AIを使ったイニシアチブの開発と導入には、以下の手順を踏む必要があります。 

 データの準備 

 特徴量エンジニアリングと特徴量選択 

 モデリングとチューニング 

 AIモデルの実行と運用化 

 

データの準備 

今日の組織は、ソース、形式、意味表現が多岐にわた

る大量のデータを保持しています。分析対象のデータ

が増えるにつれて、ビジネスの利益を得る機会も増え

ますが、生データやダーティデータが正確な結果を生

むとは思えません。したがって、AIを最大限に活用する

には、大量の異種データを収集し、統合して正規化す

る必要があります。これは大変な作業です。IDG によると、通常、データサイエン

ティストは時間の 80%をこの一連の作業に充てています。5 

 

Kaggleによる 2017年の調査"State of Data Science & Machine Learning"(デー

タサイエンスと機械学習の現状)において、データサイエンスに携わる 7,000 人を

超える回答者は、最もよく見られる問題は、ダーティデータへの対処だと述べてい

ます。6 

 

 

                                                           
 
5 https://www.infoworld.com/article/3228245/data-science/the-80-20-data-science-dilemma.html 

6 https://www.kaggle.com/surveys/2017 

データの準備 

特徴量 

エンジニアリングと

特徴量選択 

モデリングと 

選択 
モデルの運用化 



 InterSystems.com/jp/ 

7 

データサイエンスの業務活用における障壁 

 

 

データサイエンティストの多くは、データの分析に時間を使いたいと考えています。

しかし、AI関連業務の大部分は、AIで役立つものにするために生データを変換す

る「データラングリング」で占められているのが実状です。 

 

InterSystems IRIS を使用すると、データサイエンティストは、正確な AI モデルの

構築とチューニングに必要なデータの収集、統合、正規化を迅速かつ容易に行う

ことができます。InterSystems IRIS は、こうした統合機能の完全なセットを製品と

して備えています。その例として、パッケージ化された多岐にわたるアプリケーショ

ン、データベース、業界標準、プロトコル、テクノロジに対応した、すぐに使用可能

な接続機能が挙げられます。グラフィカルデータの柔軟な変換機能をもち、これに

よりデータソース間、アプリケーション間、サービス間で生じるセマンティクスとデー

タスキーマの相違の解消が容易になります。このプラットフォームはまた、さまざま

な業界標準（医療、金融サービス、小売、通信など）、REST アーキテクチャ、Web

サービスの標準（JSON、XML、XPATH、XSLT、SOAP、DTD など）をサポートし

ています。 

 

さらに、InterSystems IRISは、大規模な企業クラスに対応する高度なセキュリティ

を提供します。これには、機密データへの安全なアクセスを可能にする、単一行単

位のきめ細かいロールベースのセキュリティが含まれます。この機能を使用する

と、許可されたユーザのリストに個々の行を関連付けることが可能になり、承認さ

れたユーザだけが特定のデータ項目にアクセスできます。 

 

 

ダーティデータ 

データサイエンスの人材不足 

経営陣/財政の支援不足 

解決すべき問題が不明確 

データアクセスが不可能または困難 

意思決定者が結果を利用しない 

従業員へのデータサイエンスの説明 

プライバシーの問題 

特定分野の専門家による情報提供の不足 

データサイエンスチームを作る余裕がない 

多数のアドホック環境 

乏しいツール 

IT部門との連携が必要 

プロジェクトの効果への期待 

意思決定への成果の取り込み 

出典：7,276人を対象にした Kaggleによる 2017年の調査"State of Data Science & Machine Learning" 
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特徴量エンジニアリングと特徴量選択 

パフォーマンスに優れた正確な結果を生み出すには、分析のために最適な特徴

量のセットを特定し作成することが重要です。特徴量エンジニアリングは、目的の

分析に最適な一連の個別属性に生データを変換し、AI アルゴリズムで使用可能

な形式にするプロセスです。 

 

特徴量エンジニアリングには、生データから新しい変数または集約変数を作成し

て、変数の構造を変換する作業が含まれることがあります。これにより、生データ

単独の場合よりも有益な情報を提供できます。たとえば、新しい特徴量では顧客

ごとに、前月の収益の比率を過去 12 ヶ月の収益に関連付けることもできます。 

 

特徴量を新たに作成することで、分類別から数値へ構造を変換するなど、一部の

変数の変換やエンコードが必要になることがあります。たとえば、米国の各州

（ニューヨーク州、カリフォルニア州など）の出現頻度が分析に関連する場合に、文

字列値が複数ある 1つのプロパティとして表されるデータをアルゴリズムが受け付

けないことがあります。その場合、変換またはエンコードの作業例として、50 種類

の文字列値を含むプロパティ（米国の州）を 50種類の特徴量（州ごとに 1つ）に変

換し、その州の出現回数に対応する数値を各特徴量に付与することが考えられま

す。 

 

特徴量エンジニアリングに関連するもう 1 つの共通要件は、フリーテキストから意

味と感情を抽出することです。たとえば、ある概念がドキュメントに含まれる回数は、

その概念の相対的な重要性を示す場合があります。感情分析を使用すると、テキ

ストの論調が肯定的であるか否定的であるかを判定できます。 

 

InterSystems IRISは、特徴量エンジニアリングに関連するさまざまな作業を加速

し、その簡素化を図ります。ユーザは計算変数を新規に作成し、埋め込みのビジ

ネスインテリジェンス（多次元 OLAP）機能と分散 SQL 処理を使用して、きわめて

大規模なデータセットで複雑な計算を優れたパフォーマンスで実行できます。デー

タがデータベースに格納されると、リレーショナルアクセスと非リレーショナルアク

セスのいずれの方法でも柔軟にデータを利用できます。行と列を使用するとデー

タの処理が容易になる場合、開発者は SQL コマンドを使用してデータを操作でき

ます。あるいは、ドキュメント、オブジェクト、またはキー値データとしてデータにア

クセスして操作することもできます。 

 

InterSystems IRIS は、テキストから意味と感情を推論する自然言語処理（NLP）

機能を標準装備しています。さらに、事前作業や分野知識を必要とせずに、テキ

スト内の概念と関係を自動的に識別できます。こうした機能により、データサイエ

ンティストは、ドキュメント、注釈フィールド、ソーシャルメディアのフィードなどの

ソースから情報を抽出し、分析のために新たな特徴量を作成できます。 

 

 

 

「特徴量を考案することは 

困難で時間のかかる 

作業であり、 

専門知識を必要とします。 

機械学習の適用では、 

基本的に 

特徴量エンジニアリングを 

伴います」 

Andrew Ng教授、 

スタンフォード大学 
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特徴量エンジニアリングでは、大規模でまばらに存在するマトリックスを何万個（ま

たはそれ以上）も生成できます。インターシステムズのある医療分野のお客様は、

患者のリスクにおける AI モデルの開発をサポートするため、113,000 件もの特徴

量を個別に作成しました。こうした作業の処理効率を最大限に高めるため、

InterSystems IRISでは、多次元配列でデータをデータベースに格納し、水平方向

の拡張技術を使用しています。このように、特徴量エンジニアリングの作業におい

て、InterSystems IRIS は少ないハードウェアリソースで優れたパフォーマンスを

実現します。 

モデリングとチューニング 

InterSystems IRIS は高性能な SQL 機能を備えていますが、モデリングとチュー

ニングの多くの作業は専用のツールで実行します。Kaggle の 2017 年の調査で

は、49 の一般的なモデリングツールが挙げられています。最も広く使用されてい

るデータ分析言語として Pythonを認定し、それに続く言語として R と SQLを挙げ

ています。7 

 

xDBCプロトコルなどの標準のサポートに加えて、InterSystems IRISは、シャード

対応のネイティブコネクタを介してApache Sparkと直接統合されます。そのため、

InterSystems IRIS アプリケーションは Spark 処理を取り込むことができ、Spark

アプリケーションは InterSystems IRIS の分散データを取り込むことができます。

このコネクタは InterSystems IRIS データベースの分割特性を活用するため、

Apache Spark ワーカーノードは自動的にデータパーティションに直接接続し、隔

離されたデータに対して同時に作業することができます。こうした並列の直接接続

により、データスループットが向上し、水平方向の分散クラスタへの高速なデータ

取り込みが可能です。さらに、このアーキテクチャでは、実稼働アプリケーションか

らのデータの検出、ストリームを通じて、リアルタイムでモデルに徐々に学習させ

ていくことができます。これにより、データサイエンティストは、ビジネス状況や環境

変数の変化に応じて、最新の状態にモデルを保つことができます。 

 

 

 

 

                                                           
 
7 https://www.kaggle.com/surveys/2017 
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AIモデルの運用化 

アプリケーションによっては、AI モデルをバッチモードで単独実行するだけで済む

場合もあります。しかし、他の多くのアプリケーションでは、イベントやトランザク

ション、ユーザの操作に応じてリアルタイムで実行されるビジネスプロセスに AI モ

デルを取り込む必要があります。たとえば、不正検知モデルの多くは、不正行為

が疑われる取引を特定して中断できるよう、リアルタイムのクレジットカード取引処

理システムに取り込まれています。 

 

業界の造語「オペレーショナライズ」（operationalizing）は、ビジネスプロセスに AI

モデルを取り込むことを意味します。さらに、ガートナーは最近、2018 年のレポー

ト"Hype Cycle for Data Science and Machine Learning"(データサイエンスと機

械学習のハイプサイクル)で「継続的なインテリジェンス」（continuous intelligence）

という新しい用語を作りました。ガートナーは「継続的なインテリジェンス」を次のよ

うに定義しています。「現行データと履歴データを処理してアクションを指示するた

めにビジネスオペレーション内に統合される…リアルタイム分析。このイノベーショ

ンでは、意思決定の自動化や意思決定支援が提供され、拡張分析、イベントスト

リーム処理、最適化、ビジネスルール管理、機械学習などのさまざまなテクノロジ

が使用される」。継続的なインテリジェンスは、ガートナーが「変革をもたらす」と見

なしている、AIのごく限られた下位分野の 1つです。8 

 

InterSystems IRIS は、リアルタイムのデータと分析を主体とするビジネスプロセ

スの開発、実行に必要なツール一式を提供します。このビジネスプロセスは、社内

外のデータソース、アプリケーション、サービスとつながっています。さらに、プロセ

ス、ルール、ワークフローのダイアグラム作成を容易にして、インテリジェントなビ

ジネスプロセスをサポートするグラフィカルなツールも利用できます。 

 

加えて、組み込みの HTAP 機能により、イベントとトランザクションで AI モデルを

リアルタイムにトリガし、ミリ秒単位の応答時間で実行できます。これは、購入時点

での消費者詐欺の検出や、コールセンタースタッフの顧客対応時における顧客離

れのリスク検知など、ミッションクリティカルなアプリケーションに欠かせない機能で

す。 

 

外部のツールやアプリケーションを使用して作成した AI モデルは、PMML

（Predictive Model Markup Language）を介して InterSystems IRIS アプリケー

ションに取り込むことができます。PMML は、外部の AI アプリケーションやフレー

ムワークを使用して開発されたモデルのすべてのパラメータを完全に定義する

XML 標準です。AI の主要なツールとフレームワークの多くは、PMML 標準を介し

たモデルのエクスポートが可能です。InterSystems IRIS は、PMML ランタイムエ

ンジンを標準装備しており、外部ツールで開発したモデルを実行できます。そのた

め、ツールの追加使用やシステム間でのデータの受け渡しが不要になります。 

 

こうしたアーキテクチャ上のアプローチにより、複雑なリアルタイムのビジネスプロ

セス内で AIモデルをシームレスに実行できます。 

 

                                                           
 
8 Gartner, 2018. "Hype Cycle for Data Science and Machine Learning." 
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AIモデルを運用化して InterSystems IRIS 

アプリケーション内で実行 

 

スケーラブルな構造 

InterSystems IRISのデータベース管理機能は、ミッションクリティカルな企業アプ

リケーションのトランザクション（OLTP）と分析のどちらの処理でも、優れたパ

フォーマンスを大規模に発揮することが実証されています。非常に高速なデータ

の取り込みが可能で、リアルタイムデータと大規模な一連の非リアルタイムデータ

（履歴データ、参照データなど）の分析を、汎用ハードウェアで同時に処理できま

す。このように、Intersystems IRIS は、大規模にパターンと異常を特定することで、

リアルタイムの意思決定を必要とするアプリケーションに最適なプラットフォームと

なっています。さらに、このアーキテクチャは、ワークロードで予期しないスパイク

が発生したときでも、規模に応じて確実に実行されます。 

まとめ 

InterSystems IRIS は、データ集約型のリアルタイム分析アプリケーションの開発、

導入、維持管理を加速し、その簡素化を図る包括的なデータプラットフォームです。

このプラットフォームは、AI のモデリングおよびチューニング作業のサポートに必

要なデータの前処理と、リアルタイムのビジネスプロセスへの AI モデルの取り込

みを行う重要な機能を提供します。こうした方法により、InterSystems IRISは、組

織が AI とビッグデータを活用して、革新的な新サービスの提供、新たな収益源の

創出、顧客体験の向上、ビジネスプロセスの効率化に取り組み、競争優位を獲得

して価値実現を速やかに達成できるよう支援します。 

 

InterSystems IRIS Data Platformはお客様の AI イニシアチブを加速し、迅速な

開始を可能にします。 

 

インターシステムズは、世界の最も重要なアプリケーションを支えるエンジンを提

供しています。生命や暮らしに関わる医療、金融、行政、およびその他の分野で、

インターシステムズはお客様の大切なことを支えています。インターシステムズは、

1978年に設立され、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置く、世界中に

拠点をもつ株式非公開企業です。その製品は世界 80 ヶ国以上の数百万のユー

ザによって、日々利用されています。 

 

詳細については、InterSystems.com/jp/をご覧ください。 

 

入力 

PMML 

クラス 

サンプル入力 

サンプル出力 

予測モデリング/機械学習ツール

（Spark、R、SPSSなど） 

モデル 
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大切なことを、支える力に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


