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すいすい会
デ ー タ サ イ エ ン ス

第３３回「データが価値を創出する
実践的なAIプロジェクトの設計と

その推進方法について」



©GRI Inc.

すいすい会の紹介
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nデータサイエンスに関する知見を共有しあい
みんなで実践的な理解度を高めたい

• 実践を重視しているGRIなりの考え方を共有します
• 集合知にするため、皆さんの知見をご共有いただきたいです

n資料：　 GRIホームページ　
nSlack　 ForecastFlowチャンネル　 https://join.slack.com/t/forecastflo

wusers/shared_invite/enQtNTgyMj
cxOTg0NzcxLTBkOWEzYWMwNDJm
NTkyMDQzYmIxYWU0YWI4ZmU3Z
DU0ZTMxNDUwODAxMWFmYmU1
YjJiZGI0MjRhYWYyYTNlZTQ

https://gri.jp/news/14028 
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過去のすいすい会の動画（YouTube）
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https://www.youtube.com/c/GRIinc
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ナビゲータ

2015年よりGRIにて、AIの社会実装に従事
2022年より取締役に就任

【 実績 】
• AutoML基盤 ForecastFlow の開発統括

• 小売りの在庫と売上げ予測の自動化基盤
• SNSソーシャルリスニング基盤
• 広告クリエイティブの類似画像の検索基盤
• 自動車の次世代セキュリティアルゴリズム
• 加速度センサーを用いた飼育牛の分娩予測モデル
• 人事部門における退職予測モデル
など

大友祐一
株式会社GRI　取締役
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すいすい会
デ ー タ サ イ エ ン ス

第３３回「データが価値を創出する
実践的なAIプロジェクトの設計と

その推進方法について」
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本日お話する内容

n弊社でのAIプロジェクトの変遷

n PoCで止まるAIプロジェクトの特徴

n運用と拡大フェーズを見越したデータ基盤と体制構築の考え方

n今後のAIシステムに求められる機能と弊社での取り組み
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こんな方のご参考になれば

n これからAIプロジェクトに取り組みたいと考えている方

n PoC止まりにならないためのデータ利活用プロジェクトについて
 思案されている方

n スケールする事業を技術主導で開発したいと考えている方
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1/4     弊社でのAIプロジェクトの特徴の変遷
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日本における現在のAIの立ち位置
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日本における未来志向型インフラ・テクノロジ
のハイプ・サイクル（2022年8月） 人工知能は幻滅期を超えて啓発期に

幻滅期前後の市場での動き

　1. キャッチーな新規技術を
　　自社でも試してみる
　2. そのままでは上手くいかない
　3. 他の使い方がないか試行錯誤
    　（あきらめる人もいる）
　4. 事業課題と技術の強みがフィットすると、
　　啓発期を迎える

幻滅期は市場ニーズと技術シーズの融合を
図るため、右脳と左脳をフル活用するよう
なエンジニアにとっては創造性あふれる
刺激的なフェーズ
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GRIにおけるAIプロジェクトの変遷
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年 “人工知能” の
ハイプサイクルフェーズ

2015 過度な期待のピーク期

2016 〃

2017 〃

2018 〃

2019 幻滅期

2020 〃

2021 啓発期

2022 〃

特徴
●自然言語処理のご相談が多い
　（チャットボット・SNS分析）
●ワンショット分析でPPT納品
●大量データを機械学習モデル
　に入力さえすれば良い施策が
　思いつくはずという期待

先進企業の動き
●データ収集基盤とアプリ開発
●アルゴ納品やTableauでの納品

特徴
●表形式データの案件が急増
　（売上げ予測、サブスク解約予測）
●マニュアルでデータ準備し、
　予測結果を出力する運用体制

人材不足とプロダクト開発
●DS学部等の専門学部がまだなく、
　新卒育成がなかなかヘビー
●上記解決するため、非エンジニア
　でも機械学習モデル構築ができる
　ForecastFlow開発に着手

特徴
●データ基盤開発のご相談が急増
●BigQueryやSnowflake等の
　列指向DBとETLツールの組合わせ
●新卒でPythonが使える人材が増加、
　出口戦略や体制構築を重視する動き

モデル中心からデータ中心へ
●データ中心の考え方に回帰し、
　AIはその価値を拡張する手段の一つ
●自社データとオープンデータや
　他社データをブレンドして特徴量を
　エンリッチする仕掛けを準備企業も



2/4 データ基盤がない場合のAIプロジェクトのPoCの典型的な流れ
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2020年以前に多かったご相談パターン
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2020年以前のAIプロジェクトのPoCの典型的な流れ
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AIで
何かやりたい

データ準備

課題設計

データ集約 データ整形 データ理解

特徴量設計AIモデル構築

結果検証

レポート
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2020年以前のAIプロジェクトのPoCの典型的な流れ
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AIで
何かやりたい

データ準備

課題設計

データ集約 データ整形 データ理解

特徴量設計AIモデル構築

結果検証

レポート

データ準備から理解まで
プロジェクト全体の

７０〜８０％
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2020年以前のAIプロジェクトのPoCの典型的な流れ
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AIで
何かやりたい

データ準備

課題設計

データ集約 データ整形 データ理解

特徴量設計AIモデル構築

結果検証

レポート

サイロ化されて簡単に抽出できない
ため、データ準備に時間がかかる

PythonやSQLを用いて、
ワンショットで利用する想定のプロ

グラムを開発し、属人化が進んだり、
使い回しができない問題がある

この時点でデータ全容が分かる

初見のため、欠損率や各種統計量を
チェックし、もし不具合あれば、
データ整形やデータ準備に戻る
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2020年以前のAIプロジェクトのPoCの典型的な流れ
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AIで
何かやりたい

データ準備

課題設計

データ集約 データ整形 データ理解

特徴量設計AIモデル構築

結果検証

レポート

プロジェクトの残りの２０〜３０％
で特徴設計とモデリングを実行
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2020年以前のAIプロジェクトのPoCの典型的な流れ
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AIで
何かやりたい

データ準備

課題設計

データ集約 データ整形 データ理解

特徴量設計AIモデル構築

結果検証

レポート

データをAIに流し込めば
何かが分かるという期待感が大きく、
複数の出口戦略や副次的な効果まで

想定できていない

ワンショットのシミュレーションな
ので、業務で効果があるか、

時間変化に耐えうるか等は検討困難

上記仮定のAI精度だけ言われても、
ビジネス価値が分からず、

次のアクションが
誰にも分からない状態



 3/4      データ基盤がある場合のAIプロジェクト
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2020年以後に増えてきたパターン
データ基盤構築からご相談を受ける場合も
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データ基盤

可視化

列指向DBと
ETL/ELTツール

複数の課題

共通の
中間テーブル郡

2020年以後のデータ基盤構築を前提としてプロジェクト

課題A 課題B 課題C

データマートA

データマートB

データマートC

AIモデル
A

AIモデル
B

AIモデル
C
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データ基盤

可視化

列指向DBと
ETL/ELTツール

複数の課題

共通の
中間テーブル郡

2020年以後のデータ基盤構築を前提としてプロジェクト

課題A 課題B 課題C

データマートA

データマートB

データマートC

AIモデル
A

AIモデル
B

AIモデル
C

BIツールが普及した現代では、
データ基盤があれば可視化基盤

の導入はスピーディー
データに基づいた客観的な課題感か

らプロジェクトを開始できる

複数の課題が明確であれば、AIモデ
ルが創出する価値の出口戦略も複数
あることを意味し、PoCフェーズで
の不確実性のリスクヘッジにもなる
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データ基盤

可視化

列指向DBと
ETL/ELTツール

複数の課題

共通の
中間テーブル郡

2020年以後のデータ基盤構築を前提としてプロジェクト

課題A 課題B 課題C

データマートA

データマートB

データマートC

AIモデル
A

AIモデル
B

AIモデル
C

列指向DBを利用することで、大量
データの高速処理が可能なので、複

数の試行錯誤も短時間で達成

ETL/ELTツールを利用することで、
非エンジニアでもデータパイプライ

ンの構築と安定運用が可能に

サイロ化されたデータを統合し、
データ利活用を促進できる

個々の具体的な課題は異なるが、
抽象化すると、共通の中間テーブ

ルが構築できることも多い

中間テーブルがあると、複数課題
に対応したデータマートを効率的

に構築できる



©GRI Inc. 21

データ基盤

可視化

列指向DBと
ETL/ELTツール

複数の課題

共通の
中間テーブル郡

2020年以後のデータ基盤構築を前提としてプロジェクト

課題A 課題B 課題C

データマートA

データマートB

データマートC

AIモデル
A

AIモデル
B

AIモデル
C

データ基盤があることで、
実データを利用した明快な効果検証

が可能

予測結果の業務への取り込みも
低コストに抑えられるため

AIから価値を取り出しやすい
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啓発期における、今後の動向予想
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AIの価値を最大化するためのデータ基盤構築の需要は今後も増え続ける
・DXトレンドもあり、データエンジニアの獲得競争は激化
　マッキンゼーの2022年AIレポートでも、データエンジニアの需要はAIエンジニアを超えた
　The state of AI in 2022—and a half decade in review 

・列指向DBを軸にデータパイプラインをGUI構築するETL/ELTツールは普及（データエンジニアの民主化）

データアントレプレナーシップをもつ人材の価値はさらに向上
・データ基盤 x ビジョンと課題設計 x AI等の先端技術 を高次元で融合し、事業開発へつなげる
・事業開発のプロセスで、採用・営業・広報・人事・会計・調達 など
　各ファンクションごとに自然にAIを導入するようになる（AIはコモディティ化）

１

２



4/4   実践的なAIプロジェクトの設計
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最近のご相談を受けるパターン

24

とはいえ、データ基盤がない場合のAIプロジェクトのご相談も多い
・属人的になっている古い業務プロセスを変えたい
・溜まっているだけのデータを利活用して新規事業をつくりたい

　あなたなら、データ基盤構築のご提案をしますか？
　それとも、AIのPoCプロジェクトから始めますか？
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最近のご相談を受けるパターン
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GRIでおすすめなのは、AIのPoCプロジェクトで一定の成果を出した後、
データ基盤の構築へ拡大する方式

nデータ基盤の設計は抽象度が高く、ウォーターフォール方式では失敗する可能性が高いため、
アジャイル的に進めるのがベター

nしかし、おおよその設計やデータ基盤の価値推定なしでは予算取りは困難

nそこで、AIのPoCプロジェクトで上記を明らかにする
• AIモデル構築のためには、①複数データソースからの抽出と結合、②特徴量設計のための各デー

タの意味理解や③必須の前処理や例外処理、④予測運用のための各データが出揃うタイミングの
把握など、データ基盤設計のエッセンスが盛り込まれている

• また、AIモデルの精度検証を通して、事業課題の改善度合いを目安として把握できるため、
予算策定にも利用できる
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おすすめのAIプロジェクトのPoC
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データ基盤を
構築したい

データ準備

課題設計

データ集約 データ整形 データ理解

特徴量設計AIモデル構築

結果検証

レポート

AIで
何かやりたい

✔

データ基盤の設計
AIモデルの価値推定
データ基盤構築の価値ストーリー
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弊社での代表事例
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読売新聞東京本社様
グループ統合データ基盤「yomiuri ONE」の構築 ３ヶ月 ４ヶ月

■数十の読売グループを横断したCDP
■記事マスタ・ユーザ属性と閲読履歴・広告反応率
　まで一気通貫した、正しく優しいデータ基盤

データ基盤を高速で構築できたのは、
・適切なツール選定
・AIのPoCプロジェクトでのノウハウや成果

https://forecastflow.jp/case/yomiuri/ 

運用開始と
フェーズ分けした
計画的な増築

AI の PoC データ基盤構築
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AIのPoCフェーズで重要なこと
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nイテレーションを意識したプロジェクト推進

n対話と全体視点を意識したチーム組成

n 初手として使うべきアルゴリズムと
 その特徴を活かすための特徴量エンジニアリング

n 運用と拡大を見据えたツール選定
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イテレーションを意識したプロジェクト推進
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l 業務的に意味のある
分析対象の選定

l データの取得容易性

l モデルに利用するための
データの意味理解

l 特徴量エンジニアリング
（クレンジング、集約、
データ結合のロジックを
設定）

l 分析候補に対して、
選定データを用いて
予測モデルを走らせ
てみる

l 施策立案をするための解釈に
耐えうるかの評価法の策定、
及び検証
（データの意味の把握）

l 施策立案をするための解
釈に耐えうるモデルの作
成（特徴量エンジニアリ
ングとモデル分割）

l 日々の運用に乗せる
ための手順を作成

1 
分析候補

選定
2

データ選定

3
初期モデル

作成

4
初期モデル

評価

5
モデル
詳細化

6
運用設計
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イテレーションを意識したプロジェクト推進
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M1 M2 M3

分析対象
選定

データ準備

訓練用
データセット

初期モデル
構築

予測用
データセット作成

運用設計と
予測の自動更新

処理の設定

予測スコア
算出

データセット修正
（訓練用）

モデル
詳細化

PoCフェーズ データ基盤設計フェーズ

ツール選定
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対話と全体視点を意識したチーム組成
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n マネージャー（管理担当）
l PoCで１つ優先課題を決めることは、円滑なプロジェクト推進において重要
l しかし、１つの課題に注目しすぎず、他の課題にも現在の取り組みが活きる道はないか、

あるいは効率よく課題解決するための他の視点はないかを常に考える
l もし、PoCが円滑に進んでいると思ったなら、まだPoCは始まっていない！

このまま進んではダメかもと気づいた瞬間から、AIのPoCは始まる
l エンジニアには、課題の本質を説明し、ウルトラCの難易度の技を完璧に決めなくても、

このプロジェクトは成功できる勝ち筋を複数パターン示すことが重要
l エンジニアに事細かく指示出しするのはPoCフェーズではNG、対話できるエンジニアを

採用・育成してチームビルディングすることはマネージャーの責務

n エンジニア（現場担当）
l マネージャーは、データ分析案件のもつ不確実性と絶対に達成したい目標やビジョン、

２つの間でもみくちゃにされながら闘っていることに気づいてあげてほしい
l 仕事を効率的に終わらせることを重視するあまり、次のタスクや中長期的な視点が欠如

するケースがあるが、これは一部は仕方がないこと
l 重要なのは、完了報告だけではなく、「なぜ？」という視点とともに自分の仕事を説明し

マネージャーと協調することであり、それが結果的に手戻りリスクを抱えずに済む
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【参考】GRIでのキャリア開発
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初手として使うべきアルゴリズム
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Excelなどの表形式のデータであれば、
初手としては決定木系のモデルがおすすめ

特に、以下の２つは高速性・精度・解釈性の
バランスが良いため、特におすすめ
・LightGBM（ForecastFlowも採用）
・Random Forest
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初手として使うべきアルゴリズム
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表形式のデータセットをアップロードするだけで、
初期モデル構築・モデル改善・推論運用までOK

３ヶ月無料なので、
典型的なAIのPoCプロジェクトは無料期間中に完了

AIプロジェクトの進め方に不安がある場合、
アントレプレナーシップをもったプロの分析官が
伴走しながらご支援するプランもございます



©GRI Inc.

運用と拡大を見据えたツール選定
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AI の PoC データ基盤の運用

３ヶ月無料なので、
PoCは無料期間で完了

PoCはスピード感
が重要なので、
エンジニアの
慣れたツール

MatillionとのAPI連携により
自動での予測出力を達成

Matillionによるデータエンジニアの民主化
を達成し、チーム体制をスケール
精緻なジョブスケジューリングと
リトライ機構で安定した運用

列指向DBや可視化ツールの導
入時期はデータボリュームや
プロジェクト内容により変動

デ
ー
タ
整
形
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まとめと今後
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まとめ
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n弊社でのAIプロジェクトの変遷などをベースに、AIが継続的に価値を創出する
ためのプロジェクト設計やデータ基盤の基本的な考え方を共有

nデータ基盤を構築する上で重要なツールの選定とチーム組成の考え方を共有

AIプロジェクトの企画や、プロジェクト改善を思案されていた方に
何か参考にできる点があったなら幸いです！
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啓発期から安定期へ移行させるためのGRIでの取り組み例
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性能監視システムの強化
• コロナなどによる生活様式の変化や価値観
の変化など環境変化によるモデルの性能劣
化を自動検知

• 過去のデータに対してどのように修正すべ
きか、あるいは訓練データから取り除くべ
きかをクイックに検証

データプロバイダへの価値分配
• データエコシステムを健全に成長させるた
め、パフォーマンスの向上に寄与したデー
タの生成者に対して正当な報酬を分配する
仕組み

• web3とデータ中心のAIの世界観を融合する
ような試み

推論結果の説明能力の強化
• モデルの出力結果に対して「なぜ？」を非
専門家にも分かるように、ローデータ、特
徴量、訓練結果、推論結果を横断して分析
する仕組み

• 修正必要な場合にフィードバックできるし
くみ

AI時代の人材育成とチーム組成
• 特定領域しかできない人材の相対的な価値
は低下（AIの最適化能力に勝てない、DXで
データは横断するが人間が横断できないの
では淘汰される）

• データやAIと対話し、マルチスキリングや
ドメイン横断するような、個人の中に多様
性をもつ人材



宣伝
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ForecastFlowの無料トライアル
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n90日間、無料でForecastFlowを試すことができます

https://forecastflow.jp/
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参考情報
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n データ分析に適した列指向DBで、
テラバイト級以上のボリュームでもストレ
スのない集計体験を提供

n DB上の列方向のデータは類似データが多
く圧縮効率も高いため、高速なだけでなく、
ストレージコストもリーズナブルに

当社はGoogle Cloud Build Partner
に登録されています

n 様々なクラウド資源をフル活用するための
データ処理ワークフロー統合システム

n GUIによる直観的な操作が可能で、エンジ
ニアでないユーザもデータエンジニアに

n 細やかなジョブスケジューリング機能も

当社は Matillion Consulting Partner 
(Silver) に登録されています

n マルチクラウドで動作する列指向DB
n クエリごとにコンピューティング能力を設

定でき、費用対効果の高いジョブ組み可能
n データ交換機能により、自前データをセキ

ュアにマーケットプレイスに出店可能

当社はServices Partner, Data Partner
に登録されています

データ基盤の高速構築を可能とする下記ツールとパートナー提携

おすすめの導入方法や、アントレプレナーシップをもったプロの分析官が
プロジェクト推進の伴走支援も可能ですので、お気軽にご相談ください https://gri.jp/contact/?id=9773 
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AI時代に必要とされる人材になるために
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nデータは時空を超えて、部門や組織を横断し、世界中を自由に飛び回る
n人間が特定の領域にとどまっていては、社会革新のボトルネックになる
n AI時代に最も必要とされる人材へのキャリアを一緒に登りたい方、募集中！

https://gri.jp/recruit　
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次回のすいすい会
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nすいすい会拡大版「文脈をとらえて社会を動かすAI基盤をつくろう」
• 2023年1月25日（水）19:10~21:00（OPEN 18:30）
• セミナー＆ミートアップイベントを開催します！
• 読売新聞様をゲストにお迎えして、メディア業界での自然言語処理の活用事

例をメインにお話しいたします

https://gri-seminar202301.studio.site/


