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あ ら ま し

企業にとって，自社や外部から得られる大量データを，いかにビジネスに活用するか

が課題となっている。一方，増え続ける大量データと，データから知識やルールを獲得

する技術により，人工知能はここ数年，目覚ましい進化を遂げている。富士通のデータ

サイエンティストであるキュレーターは，人工知能の技術をビジネスに適用し，データ

から知識やルールを獲得するというアプローチで，来店予測，故障予測などの特定目的

の人工知能と呼べるデータ活用モデルを作成している。この活動は，ビジネスのログと

して蓄積されたデータと計算機パワーを使って，業務革新や新規ビジネスを創造しよう

とするものであり，企業におけるICTの役割が変わることを意味している。
本稿では，大量データを活用するための分析フレームワークや探索的アプローチなど

のキュレーターの取組みを解説する。

Abstract

Making use of big data in business is a big challenge for many enterprises today.  
Meanwhile, artificial intelligence (AI) has been making remarkable progress for the 
last few years with ever-increasing amounts of data, and the technology to derive 
knowledge or patterns from it.  Fujitsu’s data scientists, called Curators, apply the 
same things to a business; that is, they apply the knowledge-deriving technology to 
big data in business.  They are developing data usage models focusing on using AI 
for specific purposes, such as predicting the number of customers when a store newly 
opens, and predicting what kind of faults could occur with a machine, and when.  These 
activities can change the role of ICT in business so that it serves to create operational 
innovation and new business from the accumulated log data, using the computational 
power available today.  This paper explains what the difficulties in exploiting the 
Curators’ efforts for utilizing big data such as their analysis framework and exploratory 
approach.
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タキュレーションサービスでは，最新の分析環境
を使って，お客様のデータをお預かりしてから最
短8週間でデータ活用モデルを作成できる。作成し
たデータ活用モデルが，そのままビジネス適用可
能な場合には，業務システムに組込み可能な実行
モジュールや，クラウドサービスとして提供して
いる。まず，データキュレーションサービスを利
用し，現状のデータで効果を得た上で，更に効果
を高めるための環境や人的資源やデータ充足を検
討するお客様も増えている。
本サービスは，表-1に示すような事例が約100件
ある。サービス開始当初からの分析対象データ量
の年変化を図-1に示す。2014年度のデータサイ
ズは，前年度に比べて約60倍に増えている。分析
の目標の複雑さにより変化する共用メモリサイズ
は，前年に比べて約8倍となっている。このように
2014年度から，大量データに対する複雑な活用が
多くのお客様に求められ始めている。
大量データを活用するサービスとして重要な点
を以下に挙げる。
・ 目標設定
お客様のビジネス課題を，データを使って解く
べき数理問題として設定する。
・ 分析フレームワーク
大量データから知識やルールを獲得するために
キュレーターの分析プロセスとノウハウを体系化
する。
・ 探索的な実行
アルゴリズムとパラメーターとデータによる膨
大な組合わせパターンの中から高精度なデータ活
用モデルを作成する。
次章以降でこれらについて解説する。

データ活用の目標設定

お客様が解決したい課題に対し，データで解く
べき数理問題を設定し，その問題を分析しモデル
化する。役立つデータ活用モデルを作成するには，
目標設定が重要である。
新たにデータ活用に取り組むお客様の中には，
最初は影響の少ない業務やサービスの問題解決を
目標に設定するケースがある。しかし，傍流の業
務自体，それほど頻繁に行われるわけではないた
め，そこから生成されるデータは，質・量とも十

データ活用の目標設定

ま　え　が　き

世の中のデータ活用の流れについて，IDC 
Japanは「2015年にビッグデータおよびアナリティ
クスの全体的な市場規模は，ソフト・ハード・サー
ビスを合わせて全世界で1250億ドルに達する」（1）と
予測している。また，Foresterも「ビッグデータ，
オープンデータ，新しいインテリジェンスアプロー
チを取る企業は，次世代のスマートシステムを作
り出し，それらは制約を克服し，ビジネスイノベー
ションを生み出す」（2）と予測している。更に，ガー
トナーの「2017年までに，コンピュータ・アルゴ
リズムで考案された，重大で破壊的なデジタル・
ビジネスが登場する」（3）といった予測なども，デー
タ活用の台頭を示唆している。
一方，2045年には人工知能が人間の知能を超え
ると言われている。（4）機能範囲や評価尺度など各種
見解はあるが，おそらく今後30年程度で実現する
と思われる。人工知能を進化させている大きな要
素として，データから知識やルールを得る「機械
学習」という技術がある。この技術は，大量デー
タを活用する技術として様々なケースで利用され
始めている。
こうした流れの中，大量データを業務革新や新
規ビジネス創造に活用するために，富士通ではデー
タ活用の専門家（キュレーター）（注1）を2011年に組
織化し，2012年にデータキュレーションサービ
スを開始した。このサービスでは，機械学習を利
用して，データから「顧客の来店を予測する」な
どの特定目的の人工知能と呼べるデータ活用モデ
ル（注2）を作成している。
本稿では，キュレーターの取組みについて解説
する。

データキュレーションサービス

例えば，前出の「顧客の来店を予測する」こと
で，業務革新をされようとしているお客様がいらっ
しゃるとする。その際，分析環境やスキルのある
分析者が必要である。また，分析目標に応じて適
切な環境や人的資源を，事前に判断することや短
期間で準備することは困難である。富士通のデー

（注1） 従来の意味は博物館の学芸員。
（注2） ビジネス課題をデータで解く際の設計図。

ま　え　が　き

データキュレーションサービス
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や製品品質を広範囲に理解するという目標も増え
ている。例えば，顧客行動や製品品質の一部と考
えられる予測問題や最適化問題を設定し，分析と
評価を繰り返すことで，顧客行動や製品品質がど
こまで理解できるかを求める。このようなケース
では，一つの問題を解くことに特化せずに，広範
囲の知識を抽出可能なデータモデルを作ることで
あり，汎用的な人工知能に向けた取組みの一つで
ある。

分析フレームワーク

目標設定に対して，キュレーターがデータ活用
モデルを作るための分析プロセスを「分析フレー
ムワーク」と呼んでいる。概要を図-3に示す。分
析フレームワークは，以下に紹介する二つのステッ
プを繰り返して行う。
（1） 有効なデータを作る
既存のデータを，目標設定した分析対象を表現
するように整理する。基になるデータを「1次デー
タ」と呼ぶ。「顧客の来店を予測する」場合には，

分析フレームワーク

分ではない場合が多く，良い結果は期待できない。
そのため，お客様には，重要な仕事で問題となっ
ていることや，メイン業務の課題の解決を目標と
して設定することをお勧めしている。図-2の例は，
状態と結果のデータを結び付けて，最適な対処方
法を求めるものである。様々な対処を含んだ「故障」
のような大きな事象に対して予測するのではなく，
「部品Aの交換」などの具体的な対処に対して予測
モデルを作ることで，ビジネスへの適用が迅速に
行える。
また，マーケティングや生産管理などの分野で，
具体的な一つの目標に限定しないで，顧客の行動

表-1　データキュレーションサービスの事例
カテゴリ データ活用モデル

新ビジネス創造
　－社会的課題を共創で解決－

・疾病リスク予測
・運転新評価指標作成

事業革新
　－ビジネスシーンに革新を起こす－

・会員の休眠/退会予測
・マーケティングの新指標作成
・売上予測
・売上の構成要因の分析
・複合施設のダイナミック最適化
・Web，広告，営業活動の評価指標作成

業務改革
　－ビジネス速度を飛躍的に向上－

・商品の売上/欠品予測
・店舗属性別の売上予測
・ロイヤルカスタマーの特徴抽出
・コールセンターの入電数予測
・製造・生産品質分析による品質指標作成
・歩留まりの改善
・営業施策の効果分析
・自動発注/欠品予測
・リアル/バーチャル最適化

図-1　データキュレーションサービスのデータ量の変化
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図-2　状態と結果を結び付けた予測モデルの作成
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タに対して何らかの加工を加えて生成したデータ
を「2次データ」と呼んでいる。キュレーターの
分析フレームワークでは，図-4の①～③に示す手
法により，大量の2次データを作り出して評価する
ことで，有効なものを採用している。これにより，
人の業務ノウハウに頼らずに，現状のデータから
顧客の行動に関する大量のヒントを自動的に取り
出せるようになった。

顧客ごとに「いつ，どの店舗に，何を買いに」の
ような1次データが必要になる。これらのデータは，
通常，顧客DB，売上DB，商品DBなどに散在して
いるため，各DBのデータをつなぎ合わせて新たな
データセットを作成する必要がある。
購買履歴や来店履歴などを期間集計したデータ
や，各属性値に四則演算などの処理を行ったデー
タ，外部データと結合させたデータなど，1次デー

図-3　分析フレームワーク

図-4　「有効なデータを作る」手法の例

様々な手法で2次データを作る
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データキュレーションサービスでは，学習アル
ゴリズムごとのパラメーターとデータの特性を関
連付けて，精度の高い学習が可能な組合わせを選
択するためのメソドロジを体系化している。これ
により，キュレーター個人のノウハウに依存する
ことなく，効率的な組合わせパターンを試行する。
しかし，業務革新や新規ビジネス創出に向けた新
しいデータ活用モデルを作成するには，相当数の
組合わせパターンを試行する必要がある。大規模
な計算機環境と，計算資源を効率的に使うための
探索的なアプローチにより，限られた時間の中で
最適な組合わせパターンを探しきるための取組み
が必要となる。

探索的アプローチ

膨大な組合わせパターンから，限られた時間の
中で最適な組合わせを得るために，分析フレーム

探索的アプローチ

（2） データから知識やルールを得る
特定の予測モデルを作成した場合の学習アルゴ
リズムごとのデータと精度の関係を図-5に示す。
データ数に応じて各アルゴリズムの精度の変化に
差があることが分かる。この例ではランダムフォ
レストが最も精度が高かったが，データや問題が
変われば違った傾向になる。各アルゴリズムは，
大抵，数個のパラメーターを持っており，データ
の分布に応じて適切な値を設定することで，精度
の高い学習をする。そのため，精度の高いデータ
活用モデルを構築するには，アルゴリズムとその
パラメーター，およびデータの組合わせを数多く
試す必要がある。

図-6は，ある問題に対して利用可能な学習アル
ゴリズムが23種あり，各アルゴリズムに100種の値
をとるパラメーターが3種，データが54項目あると
仮定した場合の組合わせパターン数である。アル
ゴリズムと動作条件に関する組合わせが10の7乗，
データの組合わせが10の10万乗となる。データの
種類が増えることで組合わせパターンが増加し，
データの量が増えることで一つのパターンを試す
計算量が増加する。したがって，ほとんどの場合，
全ての組合わせのパターンを実行して最も精度の
高いデータ活用モデルを採用するということはで
きない。

図-5　学習アルゴリズムごとのデータと精度の関係

図-6　組合わせのパターン数
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ワークの各プロセスの中で，効率的に探索するた
めのアプローチを取り入れている。また，効率的
アプローチを取り入れた分析フレームワークを自
動的に実行する取組みも行っている。大規模な計
算機資源を生かして，自動的に精度の高いデータ
活用モデルを探索するための留意点について，代
表的なものを以下に述べる。
（1） 評価関数を適切に設定する
目標設定に応じた評価関数を作ることで，評価
を繰り返しながら組合わせパターンを実行してい
く。評価関数の設計が不適切であると，偏った組
合わせが選ばれてしまう。従来，分析者のノウハ
ウで避けてきたオーバーフィッティング（与えら
れたデータに過剰に適応してしまうこと）なども，
探索を自動化することで起こりやすくなる。望ま
しい結果に対してのみ評価が高くなるような評価
関数を作成している。また，単位時間内に試す組
合わせ数を増やすために，評価関数の計算コスト
を小さくする必要がある。
（2） 探索空間（組合わせ）を適切に定義する
従来，分析者の判断または無意識で切り捨てて
いた選択肢を拾い直して，漏れなく定義すること
は困難な作業である。目標設定に対する知識では
なく，キュレーターの数理問題を解くセンスとし

て養う必要がある領域である。複数のキュレーター
が，データの特性を基に検討して決めるようにし
ている。また，評価結果から探索空間の範囲の再
考を繰り返して実施している。
（3） 広大な探索空間を効率良く探す
遺伝的アルゴリズムなど，様々な探索手法が研
究されているが，各探索手法の特性を理解して適
用するノウハウが必要である。また，評価関数の
計算コストや，離散グラフと直交空間の組合わせ
のような複雑な探索空間があることも考慮して，
探索手法を選択している。
（4） 大量のマシンを効率的に使う

図-7の「有効なデータを作る」では，集計・ソー
トなどの処理が中心であり，ディスク I/O がボト
ルネックになることが多い。並列分散処理により
ボトルネックを解決するMap/Reduce系のツール
（Hadoop）やカラム指向DBなどを，状況に応じ
て使い分けている。また「データから知識やルー
ルを得る」では，機械学習や最適化の計算量の多
いアルゴリズムが中心であり，CPUがボトルネッ
クになることが多い。CPUの性能をフルに引き出
すために，オンメモリ前提の各種ライブラリを使
用する。特に，行列演算の形に帰着するアルゴリ
ズムについては，HPC（ハイパフォーマンスコ

ライブラリ

ハードウェア

有効な
データを作る

データ組合せ，項目の取捨選択，
集計，累積度数，

相関関係，標準化，
対移動平均比例法，
質的変数の数量化，
自然言語の数量化，

次元圧縮，対数処理 など

回帰分析（線形/非線形），
主成分分析，因子分析，

判別分析，アソシエーション分析，
時系列分析（ARIMA/GARCH など），

SVM，k-means，som，
決定木，ランダムフォレスト，
ニューラルネットワーク など

Hadoop，RDBMS など R，Python，
BI/BAソフトウェア製品

ディスクI/O クラスタ
大容量メモリマシン

 （CPUクラスタ）

ミドルウェア/言語

データから
知識や
ルールを得る

図-7　分析に必要な技術スタック
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大量データから業務革新や新規ビジネスを創造するデータキュレーションサービス

ンピューティング）で培ってきた技術を活用して
いる。

む　　す　　び

本稿で述べた各取組みは，特定の分析ソフトや
ツールにより解決されるものではなく，評価関数
のように独自に作成するものと，各種のツールの
特性を理解して，適切な使いこなしや使い分けを
行うものである。これらは，一人のキュレーター
のスキルで解決できるものではない。キュレーター
チームとして，大量データからの自動的な知識獲
得という大きなテーマで取り組むものであり，デー
タキュレーションサービスのコアコンピタンスと
なっている。
本稿で紹介したキュレーターによる分析フレー
ムワークと探索的アプローチは，データの増加に
合わせて，データ活用モデルの精度が自動的に向
上していく仕組みにもなり得る。この仕組みを取
り入れて，データの増加を精度向上へと転化する
機能を内包した新しいソリューションやシステム
へと発展させたい。
キュレーターの取組みは，富士通というICT企業
がビッグデータと計算機を使って，お客様の業務

む　　す　　び

革新やビジネス創造に推進するための活動である
と認識している。また，この分析フレームワーク
や探索的アプローチのノウハウを活用することに
より，今後のデータの増加に合わせた予測精度の
向上へ対応するソリューションやシステムの開発
も考えられる。
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