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Enterprise Data Preparation
メリット
分析プロジェクトに最適なデータ

分析データの発見、準備、管理をコラボレーティブに実現

を発見

21 世紀において、データが競争優位性を高める要素となっていることに疑いはありませ

データの信頼性を把握

ん。企業は、Apache Hadoop などの新しいデータ処理プラットフォームを活用し、これ

必要なデータを迅速に準備して

まで手にすることができなかった洞察を導き出そうとしています。Apache Hadoop とデー

共有

タレイクという概念の登場により、
企業のすべてのデータを蓄積するだけの余裕が生まれ、
ユーザーはいつでもデータにアクセスしてあらゆるタイプの分析を行えるようになりまし
た。
企業は、カスタマーエクスペリエンスの向上とビジネスの成長の可能性を探るために、顧
客と市場のデータを収集しています。金融機関は、不正行為を検出する技術の強化、変化
するグローバル規制への対応、自社サービスのセキュリティに対する顧客の信頼性向上の
ために、取引データやその他の予兆情報を収集、監視しています。医療機関は、個人に合
わせた医療サービスを提供するために、電子カルテと請求データを保存しています。ビッ
グデータテクノロジーによって、
データ活用の機会はかつてないほど広がっているのです。

データ資産の提案を表示するプロジェクトワークスペースが他のアナリストとのコラボレーションを促進

負担か恩恵か？

けることができます。データのプロファイル、リネージ、

IT 部門にとって、Hadoop システムに取り込まれるデータ

その他の関係性を把握して、データを信頼できるかどうか、

は 手 に 余 る ほ ど 圧 倒 的 な 量 で す。 業 務 ア ナ リ ス ト が

また対象とするアナリティクスプロジェクトに適している

Hadoop からの質の高いデータを待っている一方で、IT 部

かどうかを判断できます。

門にとっては手作業で時間をかけて未加工のデータを目的
に合ったデータ資産にキュレーションするという負担がの
しかかっています。データのキュレーションのための、拡
張性に優れ、再利用可能でインテリジェントな仕組みがな
ければ、データレイクに期待されるすべての機会を実現で
きないリスクが生じます。データレイク自体は目的を達成
する手段に過ぎず、そこから価値を引き出すことができな
ければ、単なるデータの泥沼となってしまいます。このよ
うな「データの泥沼化」の危機を解決するための鍵になる
のが、データセットに関する情報を収集、インデックス化、
プロファイリング、検索、推測を可能にする、ユニバーサ
ルなメタデータにもとづくデータインテリジェンスです。
データレイク内のデータの質と状態の両方をカタログ化す
ることで得られる付加価値と、これらのデータに対するコ
ラボレーティブなデータプレパレーション機能を通じて、
は じ め て ビ ジ ネ ス イ ン サ イ ト を 得 る こ と が で き ま す。
Informatica Enterprise Data Preparation は、多様なデータ
利用者向けに、生のビッグデータを目的に合わせたデータ
セットへと系統立てて変換します。データサイエンティス
トおよびアナリストは、ファセット検索機能を備えたセマ

レコメンデーションとレシピ
データアナリストのチームは、プロジェクトのワークス
ペースで簡単にコラボレーションを実現し、結果を共有で
きます。プロジェクトワークスペースにデータセットを追
加すると、機械学習アルゴリズムがバックグラウンドで機
能し、チームの役に立つ可能性がある代替のデータセット
を推奨します。プロジェクトワークスペース内にあるデータ
セットは、Excel ライクな使いやすい Informatica Enterprise
Data Preparation のデータプレパレーションツールでいつ
でも開くことができます。
データセットを統合するための結合キーの推奨など、デー
タインテリジェンスがデータプレパレーションをガイドし
ます。データプレパレーションツール内のすべての加工手
順は、レシピに記録されます。このレシピは、ビッグデー
タのインサイトを定常運用化する際に、本番環境に即実装
可能なデータ処理ロジックを自動的に生成します。
このようにして、企業はビッグデータを持続可能な業務上
の価値をもたらす信頼性の高い情報資産へと何度でも迅速
に変換することが可能になります。

ンティックサーチを利用して、目的のデータを迅速に見つ

分析用のデータセットを簡単に準備し、レシピによりデータ変換ステップを自動化

主な機能
スマート検索
データサイエンティストやアナリストは、スマートセマン
ティック検索機能と推測に基づく結果を使用して、データ
レイクや企業全体の他のシステム内のデータを短時間で見
つけることができます。データ資産は、システム属性やカ
スタム定義の分類項目を切り口として、動的ファセットに
基づいてフィルタリングできます。
360 度のデータ探索
カスタム属性、データ品質のためのプロファイリング統計、
ビジネスコンテンツ向けのデータドメイン、利用状況に関
する情報など、データ資産の概要を把握できると共に、タ
グ付けによってデータセットに関する情報をクラウドソー
シングし、メタデータを拡充してビジネス上の意義を追加
できます。また、ユーザーの認証情報に基づいてサンプル
データをプレビューすることで、データを素早く把握でき、
データリネージを確認することでデータがどこから来たの
か、どこへ行くのかを把握できるので、データの信頼性が
高まります。さらに、任意のデータ資産と、他のテーブル
やビュー、ユーザー、BI レポート、データドメインなどの
企業全体のオブジェクト間の関連性を把握できます。その
他の資産も、リネージビューと関係ビューによって着実に
特定できます。
ガイドつきデータプレパレーション
Excel ライクな直感的なインターフェイスで、データをフィ
ルタリング、集計、統合、結合するためのあらかじめ組み
込まれた変換機能を使用して、分析用のデータをインタラ
クティブに加工することができます。文字列、計算、日付、
論理の各演算を使用して、列レベルでデータのクレンジン
グやデータ変換も行えます。ガイド式のインテリジェンス

が、データセットをブレンドする際の結合キーの提案など、
データセットのプレパレーションを支援します。また、値
の分布や数値と日付の分布など、シートレベルと列レベル
の記述的な統計概要を確認でき、すべてのステップがレシ
ピに記録され、データ処理ロジックが自動生成されます。
このデータフローは、分析のインサイトを定常運用化する
際に、スケジュール設定をして繰返し実行することもでき
ます。
プロジェクトのコラボレーション
プロジェクトのワークスペースにデータ資産を追加するこ
とで作業を整理でき、共同所有者やエディター、閲覧者な
どさまざまな役割と権限のチームメンバーをプロジェクト
に追加して、他のアナリストとのコラボレーションを実現
できます。
データ資産に関する推奨
他のユーザーの行動履歴や共有された知識に機械学習アル
ゴリズムを適用した自動推奨機能によって生産性が高ま
り、信頼性の高い資産の再利用が促進されます。プロジェ
クトに追加されたデータ資産に基づいて、他の代替となる
データ資産や、追加で活用できるデータ資産が自動で提案
されます。
ウィザード形式のデータアップロード
ウィザード形式のインターフェイスを使用して、個人が
ローカルに所有しているファイルをデータレイクにアップ
ロードできます。アップロードでは、
最適な形式で Hive テー
ブルが自動的に作成されます。アップロードしたデータを
もとに、データ資産を作成または上書きしたり、データを
追加したりできます。

スマートセマンティック検索機能と動的ファセットにより、データセットを手早く発見

インフォマティカについて

主なメリット

インフォマティカは、エンタープ

あらゆるデータを発見、アクセス

ライズクラウドデータ管理をリー
ドする唯一の企業であり、データ
主導型のデジタルトランスフォー
メーションを推進しています。企
業のイノベーションを加速し、俊
敏性の向上や新たな成長機会の獲

業務アナリストは、ビッグデータの特徴である「膨大な量、多様なタイプ、スピード」に
合わせてデータを管理できる効率的な方法を切望しています。スマートセマンティック検
索機能と動的ファセットを使用して結果をフィルタリングすることで、信頼できるデータ
資産を簡単に発見することができます。また、自動化された機械学習ベースの探索プロセ

得によって、インテリジェントな

スでは、アナリストにとって関心が高いと考えられる、新たな関連データ資産が自動で推

破壊的イノベーションを支援して

奨されます。これによって信頼性が大幅に高まると共に、類似したプロジェクトにおいて

います。また、インフォマティカ
は企業のデータの力を25年以上
にわたり引き出し、世界で数千社
以上の企業がそのソリューション

同じデータセットが重複して生成されることが少なくなります。
ガバナンスによる効率的なコラボレーション

を利用しています。

業務アナリストは、プロジェクトワークスペースを活用してデータセットに関するコラボ

インフォマティカに関する詳

レーションを進めることで、ビッグデータアナリティクスプロジェクトの効率を高めるこ

細は、インフォマティカ・
ジャパン株式会社（代表：036403-7600）までお問い合わせ
い た だ く か 、 We b サ イ ト w w w.

とが可能になります。データセットがプロジェクトワークスペースに追加されると、アナ
リストは 360 度ビューでプロファイル統計、エンドツーエンドのデータセットリネージ、
全関連データ資産、データドメイン、ユーザーなどを確認できます。これによって、デー

informatica.com/jp/をご覧くださ

タの品質を評価し、信頼できるデータを共有し、プロジェクトに役立つ他のデータセット

い。

を着実に発見できるようになります。また、
役割ベースのセキュリティによって、
プロジェ
クトに追加したアナリストだけにデータへのアクセスを認めることができます。
必要なデータを迅速に準備して共有
ビジネスサイクルが短くなり続ける中で、業務上の価値を高める上でデータアナリストが
頼りにできる数少ない競争優位性の 1 つが、
「スピード」です。優位な分析を行うのに必
要なデータを短時間で準備し、共有することが重要です。インフォマティカのセルフサー
ビス式データ準備機能は、馴染みのある使いやすい Excel ライクなインターフェイスを備
えており、業務アナリストはデータを迅速に結合、フィルタリング、統合し、必要なイン
サイトを手に入れることができます。クラウドソーシングしたデータ資産のタグ付けおよ
び共有機能により、業務アナリストはデータキュレーションプロセスを制御し、業務の生
産性を向上させることができます。
データプレパレーションの工程を再利用可能なワークフローに変換
自動化ツールやセルフサービスツールを使用していても、アナリストが新しいデータセッ
トに対してまた同じ準備作業を繰り返さなければならないということも珍しくありませ
ん。これでは、せっかくの規模や再利用可能性から得られるメリットが無駄になってしま
います。Informatica Enterprise Preparation はデータプレパレーションの工程を記録し、
繰返し実行可能な自動化されたデータ統合処理としてスケジューリングすることができま
す。これによって、手作業のデータプレパレーションプロセスを、再利用可能で持続的か
つ効率的なシステムに転換することができます。
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株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ(富士通SSL)
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お問い合わせ総合窓口
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