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Altair Knowledge Worksは、膨大かつ様々な形式のデータに対応するデータ
プレパレーション、機械学習を用いた予測分析などが可能なデータサイエンス
ツール、ストリーミングデータの可視化ソリューションから構成される、迅速な
意思決定のための包括的なデータアナリティクスツール群です。

オペレーショナルリスク軽減、ビッグデータ活用、ストリーミングデータの可視
化など、金融業務における効率化とスムーズな取引を可能にします。



PDFファイルからデータ抽出 データの結合・交換

オペレーショナルリスクの軽減
 ● 約定、銘柄情報や証券取引でのコンファメーションデータを構造化データに自動で変換
 ● 変換後データを様々なプラットフォームに向けてエクスポートできるセルフサービス型分析

ビッグデータと
機械学習を活用した高度な分析

 ● クオンツ分野で活用できるセクター分析や市場分析、ニューラルネットワークによる為替・金利等の市況予測
 ●コーディング不要なウィザード形式による設定で、業種や仕事内容に関わらず様々なユーザーがデータに簡単
にアクセス

 ●リテール分野におけるキャンペーンの目標達成に必要なアクションを、決定木と戦略木を組み合わせることで
明確化

ストリーミングデータの可視化
 ● 約定データとマーケットデータを組み合わせたり、様々なデータベースのデータを結合した処理が可能
 ● 高速に変化するタイムクリティカルなデータからナノ秒で正確な取引履歴を取得し、取引パターンの異常や
リスクの検出、障害を特定

 ● 業務にマッチしたダッシュボードを作成し、約定管理、損益管理、取引ボリューム、最良執行管理など幅広い
業務に対応

ワークスペースを一元化するライブラリデータの変更履歴を表すフローチャート
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ファイナンス業務・部門に最適なデータアナリティクスツール Altair Knowledge Works

ファイナンス業務・部門におけるデータアナリティクスソリューション
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静止データの可視化 ストリーミングデータの可視化

Altair Monarch お よ び Altair Knowledge Hub は、 様 々
なソースからデータを抽出し加工するツールです。Excel や
データベースだけでなく、PDF やテキストファイル等の
非構造化データを構造化データに変換でき、マウス操作のみ
で膨大なデータのクリーニング、変換、結合等の加工が可能
です。

分析、可視化を行う様々なプラットフォーム向けにエクスポート
することでデータを必要とする各ビジネスパーソンが自ら
データの準備を行うことができ、企業におけるデータ活用を前
進させます。

Altair Panopticonは、リアルタイムデータ監視・分析アプリケーションを構築するためのツールです。Panopticon Visual Analytics
はリアルタイムデータを可視化し、タイム・クリティカルなデータの処理に最適化されています。収益性の改善、規制順守に必要なコ
ストや運営リスクの削減、ビジネスに悪影響が及ぼす潜在的な障害の特定などを行えます。高度なビジネスロジックやデータ関数を
視覚的インターフェースだけで構築できます。

Panopticonは各種アセットクラスやリージョンへの対応が容易に行えるため、新たな規制や基準が絶えず導入される金融業界におけ
る最適なソリューションです。投資部門ではトレーディング機能の拡充やワークフロー効率化にも Panopticonが活用されています。

Altair Knowledge Studioは 80 以上のデータ操作および分析機
能と高度なモデリング手法を用いて、さまざまなデータから知見
を引き出せる予測分析と機械学習のプラットフォームです。

コーディングを一切行うことなく、マーケットバスケット分析、回
帰モデル（線形、ロジスティック、制約付きロジスティック、PLS 
等）、正則化、クラスター分析、多層ニューラルネットワーク、決
定木、戦略木、テキスト分析、自然言語処理等が利用可能です。

インポート
Google / SharePoint / SQL / NETSUITE / ORACLE / 
Microsoft Access / CSV / PDF / LOG / Hadoop / salesforce / 
HTML / XLS / MongoDB 等

エクスポート
Altair Panopticon / Altair Knowledge Studio / Altair 
Knowledge Hub / Excel / CSV / SAS / JSON / Tableau / 
Qlik / IBM Cognos Analytics / IBM Watson Analytics / 
Microsoft Power BI / Microsoft Access 等

データサイエンティストと
ビジネスアナリストのための

予測分析・機械学習プラットフォームブラウザ型データプレパレーションデスクトップ型データプレパレーション
ストリーミングデータのための
包括的な監視・分析システム

Altair Panopticon、
Tableau、Excel、
CSVファイル等に
エクスポート可能 Altair Monarch™ Altair Knowledge Studio®Altair Knowledge Hub™ Altair Panopticon™



事業内容 製品開発、HPC、データインテリジェンスに係わるソフトウェアの
開発、販売、サポートおよび受託サービス

執行役員 加園栄一 社長 
 阿部大生 副社長
取締役 綾目 正朋 代表取締役  
 James Scapa   
 Brett Chouinard 

沿革 1990.2 HyperMesh 国内販売開始（販売代理店） 
 1996.2 アルテアエンジニアリング株式会社 設立 
 1999 HyperWorks販売開始 
 2003 PBS Professional販売開始、大阪支社開設 
 2005 名古屋支社開設 
 2009  solidThinking 販売開始 
 2017.10 大阪支社 御堂筋グランタワーへ移転 
 2017.12 東京本社 京橋エドグランへ移転 
 2018 SmartWorks販売開始 
 2019 Knowledge Works販売開始

事業所 東京本社 東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 14 階 Phone 03-6225-5814 （営業代表）
 名古屋支社 名古屋市中村区名駅 3-25-3 大橋ビル 11階 Phone 052-533-2290
 大阪支社 大阪府大阪市中央区博労町 3-5-1 御堂筋グランタワー14 階 Phone 06-6281-9555

 米国本社 Altair Engineering, Inc. 1820 E. Big Beaver Rd, Troy, MI 48083-2031, USA Phone +1 248-614-2400

会社概要

Altairは、製品開発、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、およびデータインテリジェンスの
分野において、ソフトウェアやクラウドソリューションを提供するグローバル企業です。米国ミシガン州
トロイに本社を置き、世界 25か国に 2000名以上の科学者、エンジニア、クリエイターが在籍しています。

自由なクリエイティビティの発揮と探求のため、シミュレーション、データインテリジェンス、最適化を
適用することで、製品と意思決定に変革をもたらすことが私たちのミッションです。

アルテアエンジニアリング株式会社



予測分析で債権回収率向上＆ 
不正リスク・信用リスク低減
予測分析と機械学習のプラットフォーム 
Altair Knowledge Studio

Altair Knowledge Studio™



データ分析の熟成曲線

過去に
何が起きたか︖
記述的分析 / 
診断的分析

アラート、クエリ、アドホック
レポート、標準レポート

将来
何が起きるか︖
予測分析

予測モデリング、
フォーキャスト、機械学習

何をすべきか︖

処方的分析

意思決定の最適化
目標と行動を一致させる

過去を見る

先を読む

先回りする
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時間、労力、専門知識

概要
他社と差別化する、顧客に寄り添う、組織と売上拡大が見込める新たな市場を開拓
する、利益率改善とリスク低減を可能にするテクノロジーを活用する――新たなデジ
タル経済が幕を開けた今、金融サービス企業の経営陣はこれらを達成するための方
法を日々模索しています。

膨大なデータがあふれるなかで、金融機関として事業の目標達成に向けてよりよい決
断を下すには、データサイエンス、とりわけ予測分析と機械学習（PAML）の活用が
不可欠です。

顧客の未来の行動を予測することができれば、信用リスクアナリストや金融マーケ
ティングアナリスト、不正対策部門は、チャンスを活かす戦略を的確に展開するだけ
でなく、組織のビジネスモデルを脅かす要因に対して予防的な対策を講じることがで
きます。

Altair Knowledge Studioは、データサイエンスの一般的な手法と高度な統計アルゴ
リズムを兼ね備えた先進的な予測分析と機械学習のソリューションです。ビジネスア
ナリストやデータサイエンティストは Knowledge Studio のインターフェースを通じて、
データの中から消費者や見込み客に関するインサイトを見つけ出すことができます。
こうしたインサイトは新たな商機の発見やロイヤリティの向上、リスクの低減につな
がり、ひいては最終収益のみならず、ブランドエクイティにもよい影響をもたらします。



なぜ今データサイエンスか
昨今の経営陣はデジタルトランスフォーメーションを加速さ
せるソリューションをいかに推進すべきか頭を悩ませていま
す。コスト効率を向上し、迅速な市場投入を確立するには、
プロセスオートメーション、労働力の流動性、サプライチェー
ンの効率を見直す必要があります。収益拡大とロイヤリティ
向上には、メッセージングおよびマーケティングキャンペー
ンの最適化、リアルタイム情報の活用、1人ひとりの消費者
に合わせたエンゲージメントを行わなければなりません。デ
ジタル経済において新たな収益源を開拓し新市場に進出す
るためには、データセントリックなサービスとユニバーサル
なデータアクセスが鍵になります。

現代の企業はかつてないほどに膨大なデータを抱え、デー
タサイエンスチームはそうしたテラバイトあるいはペタバイ
ト規模のデータの海からインサイトを引き出し、実行可能
なアクションへと落とし込むことが求められています。多様
な統計ツールや分析手法を用いてデータサイエンスを実践
すれば、意思決定の質の向上、新たなビジネスチャンスの発
見、そして確かな量的データに基づく決断といった付随的な
メリットも期待できます。最新のデータサイエンスモデルで
は、巨大なデータセットから迅速にアウトプットを得ること
ができるようになりました。しかも、リアルタイムまたはリ
アルタイムに限りなく近いスピードで、です。モデルのアル
ゴリズムは、刻々と変化する消費者の行動パターンに適応で
きるほどに洗練されているため、こうしたアウトプットは未
来に何が起きるかを予測するうえで一助になります。市場に
どのような新商品や新サービスを投入すべきか、コスト管理
とリスク低減をどのように行うべきか、そうした決断をする
ために、データサイエンスの力が不可欠になっているのです。

データサイエンスの実践を支える 
予測分析と機械学習
データサイエンスとは、簡単に言えば科学的手法、統計ア
ルゴリズム、そして計算システムの活用によってデータから
インサイトを引き出すことを目指す学際的な研究分野です。
分析の元になるデータは様々なソースから収集するのが一
般的で、ともするとデータ量が膨大になり、データの下準
備や加工を行わないとデータ分析に取りかることすらでき
ないケースもしばしばです。分析モデルが複雑なほどそれ
だけ高度なインサイトを得ることが可能で、過去の事象を
読み解くだけに留まらず、将来の出来事の予測をすること
ができます。予測分析の目標は、ヒストリカルデータの中
に行動パターンを見つけ、そこから何らかの結論を導くこと
です。そうして得られた知見をビジネスの課題や目標に当
てはめて考えることで、新市場への参入戦略、ロイヤリティ
や収益の向上、リスク低減といったビジネス目標の達成に
向けたアプローチの軌道修正を支えることができます。さ
らに、人間が介入して基盤のプログラムに変更を加えずと
も自ら学習して新たなデータパターンに適応し、分析を洗
練させることができるアルゴリズムがあれば、予測分析の
秘めた力を最大限に引き出せます。



データ分析の成熟曲線︓   ソリューションが複雑なほど、データから得られたインサイトに基づく成果も大きく、具体的になる。
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複雑さ

処方的分析

“新規顧客を今すぐ獲
得できる金利は︖”

予測分析

“どのようなターゲットに
キャンペーンを展開すれば
潤沢な資金や投資可能
資産を呼び込めるか︖”

トレンド、相関化

“最も関心を集めている
新商品の特長はなにか︖”

記述的分析

“債権残高が特に多い
債権者の共通点は︖”

レポートダッシュボード

“取引顧客の数は︖”

“顧客が所有している
商品は︖”

予測分析
予測分析は、従来よりも高速にインサイトを導くことができる発展型の分析
手法です。

ややこしいからと言ってデータ分析を敬遠せず、その複雑さを乗り越えるこ
とができれば、ある事象が発生するタイミングや発生のプロセスを明らか
にできるだけでなく、データの変動に基づいて将来起きることを予測するこ
とができます。

予測分析は、ビジネスの成功を脅かす要因への予防的な措置と言えます。予防に先立つのは予測です。予測ができれば、事業課題へ
の措置を処方することができます。

!

販売の機会損失を避けたい
アップセル / クロスセルキャンペーンに 
対する顧客の反応傾向を予測することで

解決

信用リスクを最小化したい
信用貸しした場合の返済確率や、融資
申込手続きで不正行為をはたらく確率

を予測することで解決

顧客ロイヤリティを高めたい
一定の市場環境下で顧客が競合他社を 
選択する確率を予測することで解決

予測分析では、様々な統計アルゴリズムによってヒストリカルデータを分析します。単純、または複雑な数式モデルにデータを当ては
めることで、データの意味を読み解き、洞察を得て、推論を導きます。こうしたデータ分析から得られる結論は、未来が過去のパター
ンをなぞることを前提としています。



機械学習
機械学習は予測分析の要素技術の 1つで
す。刻々と変化するデータを分析し、リ
アルタイムで認知的な解釈、理解、学習、
動作、適応を行うロボティクスを実現する
基盤技術でもあります。では、信用リスク
に関して消費者の行動を予測したり、マー
ケティングキャンペーンに対する消費者の
反応を予測したりするときには、どのよう
な機械学習が利用されるのでしょうか。こ
うした場合の機械学習は、パターンの変化
に適応し、適切なアクションを提案するた
め、明示的なプログラミングに頼ること
なく自ら学習するアルゴリズムおよびシス
テムで構成されます。

このような機械学習機能は、数百万個あ
るいは数兆個にも上るデータポイントを
観察し、学習します。金融サービスにおけ
る典型的な使用方法としては、消費者の
資産目標を予測する、モバイルデバイスで
取引を約定する消費者に対してスマートな
提案をする、といったものがあります。

予測分析と機械学習が目指すものは同じ
であり、どちらも、人間には捉えることの
できない数百や数千もの次元からインサ
イトを引き出すことが目標です。予測分析
は、作業者がいかに正確に因果関係を突
き止め、その関係を検証できるかにかかっ
ています。

具体的には、使用するモデル内のデータ
を更新したり、モデルの設計自体を手動
で改良したりといった作業が必要になりま
す。機械学習は、システムが自らモデルの
初期設計を更新するため、人間が介入す
る必要がありません。

機械学習の要素技術の 1つに、多層ニュー
ラルネットワークであるディープラーニン
グがあります。これは人工ニューラルネッ
トワーク（ANN）とも呼ばれ、大量のデー
タから学習し、適応することができる技
術です。統計学やデータマイニング分野
の比較的新しい技術である ANNは、人間
の脳神経回路をモデル化したもので、人
間の判断プロセスを模倣します。 

人間の脳の構造を模倣したニューラルネッ
トワークは、非線形の推論を行う技術で
す。ニューラルネットワークシステムは、
過去のやり取りや取引のデータとそこから
導かれる結論を学習して、判断の質を高
めます。

人間の神経回路を模したアルゴリズムは、
より厳密には人工ニューラルネットワーク
（ANN）と呼ばれます。この人工ニューラ
ルネットワークは、1つの入力層、変数値
のセット、1つ以上の隠れ層、1つの出力
層で構成されます。

Altair Knowledge Studioで機械学習を実践する

データの中には、組織として獲得し蓄積
してきた経験が眠っています。金融サー
ビス企業は、Knowledge Studio のよう
な予測分析・機械学習プラットフォームを
利用することで、収集したデータから学
びを得、それに基づいて個々の消費者や
ひとつひとつの取引といった細かいレベ
ルで、効果的に業務を遂行するための判
断を下せるようになります。

予測分析・機械学習ソリューションは、た
とえば次のような目的に活用できます。

① 不正が疑われる金融取引を予測する。
または、融資申込者や債権者それぞ
れのリスクレベルの良し悪しを予測し、
信用リスクを管理する。

② 新しい金融商品またはサービスを購入
する見込みのある顧客やクレジット債
務の返済に応じそうな顧客を予測し、
それに基づいてターゲットを定めキャ
ンペーンを実施する。

大量のデータを分析するには、分析ワー
クフローに次々と流れてくるデータを処
理し、積極的かつ継続的に学習できる
アルゴリズムが必要です。柔軟性に優れ
た Knowledge Studio なら、データサイ
エンスチームは複雑なコードを書くこと
なく、機械学習とニューラルネットワー
クアルゴリズムを組み込んだ予測分析
ワークフローを構築することができます。
Knowledge Studioは世界中の金融サー
ビス企業に導入されており、リスクや収
益、市場シェアに関わる複雑な業務課題
の解決に貢献しています。
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12.3
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0.78

1.3 0.08
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8.2
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入力層 出力層隠れ層

年齢

性別
不正
（1/0）

債権額

プレミアム

入力層、隠れ層、出力層の3層から成る、単純なフィードフォワードネットワーク

予測分析 機械学習 ニューラル
ネットワーク



債権回収の傾向スコア

傾向モデリングとは、データサイエンスにおいて消費者が特定の行動を取る確率（たとえば新しい金融商品
やサービスを購入する傾向や、クレジット債務の残高を返済する傾向）を予測するために用いられる、統計
的アプローチおよびテクニックのことです。簡単に言えば、収入帯や年齢層などの共通の特徴を持つ消費者
グループごとに異なる確率を割り当て、将来の行動予測の正確性を担保する手法です。金融系の企業は、多
次元データとの相性がよい予測分析を利用し、傾向スコアモデリングを作成することで、独自のキャンペーン
に対する消費者の反応をより正確に把握することができます。

従来の予測モデリング手法では結果の確率を求めることしかできませんが、これを最適化することにより、
分析業務を処方的分析へと進化させることができます。債権回収に関する目的関数を最大化または最小化す
る決定を分析結果に自動的に組み込むことで、カード保有者をあらかじめ様々なプロファイルにセグメント
化し、得点化した予測分析モデルを構築できます。最適化により、負債残高の返済傾向がある消費者をより
正確に把握することができます。このように消費者のターゲットを見極めたうえでキャンペーンを展開すれば、
債権回収率を向上できることは実証されています。

信用リスクの軽減

従来のようなルールベースの不正検知システムは、不正行為者の戦
術が変われば使い物にならなくなります。かといって次々とルールを
追加していくのは非効率であり、とりわけ、様々な形態の不正が日々
変化し続けるなかで、大規模な取引データセットに潜む異常行動を
検知するのは困難です。

不正の検知と防止のためには、複数のデータポイントをつなげて、
不正が疑われる行動を未然に特定しなければなりません。金融サー
ビス企業は予測分析を利用することにより、一般的な行動と比較し
て異常が疑われる行動を発見することができます。デバイス、商品、
場所およびその他のデータポイント間の相互の関係性を見つけ出し、
関連のデータポイントを個々のエンティティ（顧客、従業員、企業）
に集約することで、大量の情報を、その情報と関連がある人々に結
びつけることが可能です。

不正リスクの軽減
多くの金融企業が、申請者に信用を供与して収益を最大化することと、
申請者の債務不履行の確率を最小化することの両立に苦労しています。
大量の取引データを含む様々なデータセット、銀行口座データ、商品保
有データ、そして属性データを組み合わせて正確な信用リスクスコアリ
ングモデルを構築するのは、容易ではありません。しかし予測分析を利
用すれば、商品保有者のセグメント化の質を向上できるだけでなく、新
たなビジネスチャンスを見極めて信用限度額の引き上げと債務不履行の
最小化を可能にするスコアリングモデルを作成できます。

このようなスコアリングモデルの構築には、社内データの他に、リスク
スコアの提供企業からのデータなどの外部データも利用できます。さ
らに機械学習を組み込んでモデルの学習プロセスを拡張すれば、分析
ルーチンに追加される新しいデータから学習し、結果の正確性と一貫
性を高めることができます。



Altair Knowledge Studio

Altair Knowledge Studioは、データサイエンティストだけで
なく、市民データサイエンティストやビジネスアナリストでも使
用できるように設計されたプラットフォームです。オープンでフ
レキシブルなアプローチを採用しているため、データサイエン
スチームの好みのアルゴリズムとプログラミング言語を使って、
複雑な分析ワークフローの作成や高度な統計モデルの構築が
可能です。さらに、Knowledge Studioではコードを書く必要
がないため、データサイエンスのモデリング手法にあまり詳し
くないビジネスアナリストでもモデルを構築し、デプロイする
ことができます。

Knowledge Studioでは、データサイエンス特有の複雑さを排
除し、直感的でインタラクティブなインターフェースを実現しま
した。金融機関に導入すれば、信頼できるデータから迅速にイ
ンサイトを引き出し、よりスピーディーに、より自信を持って決
断を下せるようになります。

Knowledge Studio のワークフロー。
決定木、 ロジスティック回帰、 ディープラーニングの 

3 つのモデルが実行されています。

Knowledge Studio は、多種多様な分析アルゴリズム
を使用でき、分析モデルには必要に応じて機械学習や
ニューラルネットワークを取り入れることもできます。

どのようなアプローチを選んでも、データに隠れたイン
サイトを引き出し、信用リスクや不正リスク、債権回収
管理の質を高めることができます。Knowledge Studio
ならデータサイエンスプロセスを複雑にすることなく、
レコメンド、シナリオ最適化、感情分析、大規模な異常
検知、ビジネスフォーキャストといった高度なユースケー
スを作成し、効果的に活用できます。たとえば決定木を
使えば、データサイエンティストでもビジネスリーダーで
も、データに潜むインサイトを素早く可視化することが
できます。

Knowledge Studioでは決定木をはじめ、 
数多くのモデルがサポートされています。

予測分析と機械学習をうまく利用
すれば、金融サービスのカスタマー
エクスペリエンスを向上させ、売上
と利益の拡大につなげることがで
きます。

機械学習モデル

回帰
（教師あり学習）

クラスタリング
（教師なし学習）

分類
（教師あり学習）

決定木

ニューラルネットワーク

アンサンブル学習

ロジスティック回帰

決定木

ニューラルネットワーク

アンサンブル学習

線形回帰

主成分分析

k-means法
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最後に
予測分析とは、ヒストリカルデータを分析してインサイトを引き出
すことで、消費者の行動の予測や、その予測に基づく対策の処方
をサポートする手法です。Knowledge Studio のソリューションを
使ってデータから得られたインサイトは、組織の成長や収益、成功
を脅かす要因に対する予防的な措置に活かすことができます。

多次元のデータの中に埋もれているインサイトは、高度な予測
テクノロジーや予測テクニックを使って見つけることができます。
Knowledge Studio は、様々なデータソースから収集した膨大な
データからインサイトを掘り起こすことができる先進的なデータサ
イエンスソリューションです。機械学習は、明示的なプログラミン
グに頼ることなく、データ内のパターンの変化に自ら適応すること
で、正確な結果を導きます。その機械学習を組み込むことで、組織
戦略の改善に適したアクションをスムーズに提案できるデータサイ
エンスモデルを実現し、債権回収、リスク軽減、不正行為の影響
軽減に寄与することができます。

「決定木を使用すると、不正行為の見極めに大き
く寄与する主要な変数をすぐに見つけ、その変
数から迅速にルールを作成できます。また、デー
タを可視化するのも非常に簡単で、不正行為へ
の対抗措置を立案するのに便利です」

Anita Xia, Risk Strategy Team,  
TD Bank

「Knowledge Studioソフトウェアは、リスクの
重層化や、リスクありと判定された複数のカテゴ
リに該当する融資のタイプや、リスクに影響を与
える変数などを突き止めるのに非常に役に立ち
ます。M&T Bank では、業績目標を達成するた
めに様々な方法で予測分析を活用しています」

Stephanie Polsky, Quantitative Risk Analyst,  
M&T Bank

お客様の声



セルフサービス型データプレパレーションの手引き
～機密情報を守るために必要なデータガバナンスとは～ 



データマイニング、抽出、クレンジング、結合、
ブレンド、マスキング――これらはすべて、デー
タプレパレーションの作業です。
データを操作し様々なソースから抽出したデー
タの結合方法を考えたり、静的なレポートや
PDFのセッションキーを調整したり、正確に

報告するためにデータ形式を整えたりといった
作業に、データ分析のプロフェッショナルでさ
え、1週間に何時間も割いています。
Altair ®  Monarch ® などのセルフサービス型の
データプレパレーションツールなら、データの
インポート、変形、エクスポートを高速化およ

び効率化できるだけでなく、自動処理機能に
よって作業時間のさらなる短縮も可能です。
この「セルフサービス型データプレパレーショ
ンの手引き」では、データプレパレーション
作業を簡略化し、データの作成、利用、処理、
変形を簡単に行う方法をご紹介します。

多構造化 /  
ストリーミング 
データの活用

ガバナンスによる
リスク低減

データマスキング

使いやすさプロセスの 
自動化
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重要な情報は、往々にして多構造なド
キュメントやデータソースに格納され
ており、キーを入力しなければ利用す
ることはできません。
生産レポートや他社文書に眠るデータ
は分析することで大きな価値を持つに
もかかわらず、データを取り出すため
の手段がないということは、少なくあ
りません。

データプレパレーションは、自動化で
きる反復作業を常に探しながら行うべ
きです。
また、データに一貫性を持たせ生産性
を高めるために、作業方法は組織内で
共有しましょう。

スクリプト言語や複雑なフローダイア
グラムを新たに習得することなく、自
分でデータを直接操作し、定義されて
いる 100の関数、集計フィールド、デー
タマスキングを実行できます。
VLOOKUP、マクロ、ピボットテーブ
ルも不要になれば、さらに快適に作業
ができるようになるでしょう。

セルフサービスを使用する最大の目的
は、ビジネスユーザーが簡単に、かつ
素早くデータを分析できるようにする
ためです。
しかし、それに伴い IT部門の介入が減
れば、自ずとリスクが増えてしまいます。
ガバナンスの強化は必要ですが、デー
タプレパレーションで扱うデータの大
半が CSVの抽出データや PDF形式
のレポート、社外からのデータである
ことを踏まえたうえで、ストレスフリー
なガバナンスを実現しなければなりま
せん。
企業向けソリューションには、処理済
みのデータセット、再利用可能なモデ
ル、分析結果の可視化、ダッシュボー
ドのすべてを適切に保管および管理し、
アクセス権を制御できることが求めら
れます。

データ量が急増する一方、データ保護規
制への適合と機密データ盗難防止を実現し、
機密データを保護するための対策も拡大し
なければなりません。
データマスキングは、あらゆる産業と分野
で情報漏洩を防ぐための解決策として登場
しました。

データマスキングとは、元のデータセット
の形式は変えずにデータ値だけを変え、新
たなデータを生成する技術です。
これを活用することにより、分析やトレー
ニング、検証といった用途においてはデー
タを隠し、権限を持つユーザーにのみ元
データを表示することが可能になります。

セルフサービス型データプレパレーションに欠かせない、見逃されがちな 5つの要素
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管轄外のデータを管理するには

ほとんどの企業は、企業向けアプリケーション
やデータウェアハウスなどの管理対象システム
に保管されたデータを、厳密な体制のもと管理
しています。
セルフサービス型分析ソリューションを導入す
る最大のメリットの 1つは、様々なソースから
のデータを迅速に結合および分析できる点に
ありますが、このアプローチは、ガバナンス的
には非常に悩ましい問題をはらんでいます。と
いうのも、分析に使うデータの約半分は、取引
システムから抽出したCSVやテキストデータ、

個人のスプレッドシート、他社からのレポート、
半構造化データなど、IT部門の管理が及ばな
いソースが起源なのです。
そのため、バージョン管理、データ漏洩、突合、
監査などに関する問題を避けては通れません。
企業向けデータプレパレーションプラット
フォームには、ビジネスユーザーが求めるスピー
ドと機敏さを損なうことなく、こうしたガバナ
ンス上のリスクにスムーズに対処できることが
求められます。

セルフサービス型データプレパレーションツー
ルは、データディスカバリーや高度なデータ分
析に欠かせないツールとして多くの人に利用さ
れるようになりました。

フットワークは軽く、 
ガバナンスは固く

管轄外のデータを管理するには、その基盤となるコンテンツリポジトリを構築しなければなりません。
その認識は企業の間で広く共有されていますが、では、どのようなガバナンス機能が必要なのでしょうか。

セルフサービス型データプレパレーションと
コーポレートガバナンスの両立

• データリテンション
一貫性を保つには最低でもドキュメントの
バージョン管理が必須ですが、規制や業務上
の要件を満たすには、ソースデータやドキュ
メントを永続化し、保管することも必要にな
ります。

• データマスキング
データ漏洩の原因の大半は従業員によるも
のです。
データディスカバリーツールは情報を集約し
て共有できる強力な手段ではありますが、元
データが保護されていないことが多いだけ
でなく、社会保障番号などの個人を特定でき
る情報や、医療記録などのプライバシーに関
わるデータ、あるいは営業秘密が含まれて
いることもしばしばです。
データ漏洩に関しては業界や各国政府にお

いていくつもの規則が定められており、順守
を怠った場合、漏洩インシデント 1件につき
多額の費用が生じ、個人や組織の法的責任
が問われる事態にも発展しかねません。
一方で、権限を持つユーザーがマスキングを
自由に解除できる必要もあります。

• データ系列
元のソースデータをリポジトリに保管するな
ら、完全なデータ系列を確保し、ソースドキュ
メントのセルにまで遡れるようにしておく必
要があります。
この機能は、データの監査や突合に不可欠
です。

• データキュレーション
使用頻度の高いデータソースや自動化した準
備ルーチンは、ユーザーのロールに合わせて
共有すべきです。

これにより、重要な意思決定の基となるデー
タに信頼性と一貫性を持たせることができま
す。

• ロールベースのアクセス制御
処理済みのデータセットについては、ユー
ザーの権限に合わせて適切な部分のみが提
供されるよう、アクセス権を設定する必要が
あります。

• 監査
現場で求められるのは、監査ログと監査レ
ポートの包括的な機能を備えたシステムです。
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Altairのセルフサービス型データプレパレーションツール 

セルフサービス型データプレパレーションの価値を高める自動化機能
ご存知の通り、様々なソースからデータを抽出、
結合し、整理整頓するのは容易ではありません。
それどころか、適切な情報を適切なタイミング
で、かつ信頼できる方法で収集しなければ、デー
タディスカバリーや高度な分析ツールの真の価
値を引き出すことはできません。
準備作業を迅速化できるセルフサービス型ツー
ルがあれば、データの下準備に費やす時間を

減らしその分の時間を分析に割けるのに…とは
誰しもが考えたことがあるのではないでしょう
か。
優れた分析結果を提供してこそ組織に貢献で
きるのであって、だらだらとデータ準備に時間
をかけることに意味はありません。
このように、準備作業は、データアナリストの
共通した悩みのひとつです。

セルフサービスの 
自動化

信頼できる 
確かなデータ

ウェアハウスも 
アップデート可能

処理プロセスの共有

リアルタイム更新

ユーザーごとに 
適切なデータのみを表示

第一の特徴は、IT 部門の手を借りるこ
となく、データアナリストや一般ユーザー
が自らデータプレパレーションを行える
点にあります。
どのような作業もGUIベースの再利用
可能な “ワークスペース” に保存でき、
次回以降の同じ作業をすべて自動化でき
ます。
シンプルでわかりやすいプロセスデザイ
ナーでは、プロセスの開始日時と準備完
了後の送信先を指定できます。

わたしたちが準備するデータは、ビジネ
スにおける日々の重要な意思決定の根拠
になります。
そのため、準備プロセスの透明性の確
保が必須になりますが、それをワークス
ペースで共有し実現します。
また、認可済みのデータセットやプロセ
スを作成しておき、他ユーザーの作業を
厳密に管理したいときはそれらの使用を
義務付けることも可能です。
ダッシュボードを見たユーザーから、外
れ値の原因を尋ねられた場合には、
データ系列の末端にある元データにまで
遡り、たとえば顧客から届いた請求書の
ハイライトされた対象行を確認してもら
うことができます。

処理済みのデータセットは、データウェ
アハウスやデータマートなどのシステム
に送信することも可能です。
新しいデータは、様々なシステムに対応
した業界標準のデータベースドライバー
を使って既存のシステムに簡単に追加で
きます。

使用頻度の高いデータソースや自動化し
た準備作業は、簡単に共有および検索
できます。
作成済みのものを共有し活用できるため、
各人が作業手順を一から組み立てる必
要はありません。
信頼できるプロセスを改良したり、処理
済みのデータセットに自分の作業用デー
タを追加したりすることも可能です。

新しいソースデータが入手可能になると、
データプレパレーションプロセスが自動
的に呼び出されます。
たとえば、顧客の請求書内のデータを
使用している場合、いくつかの場所を指
定し（CMS、共有ディレクトリ、自分のメー
ルボックスなど）、そこに新たな請求書
が格納されたら自動的に検知するように
設定することが可能です。
こうすることで、情報を常に最新の状態
に保つことができます。

処理済みのデータセットは、ユーザーま
たは部署単位でアクセスを制限できます。
自動化されたプロセスを 1つ実行するだ
けで、毎回適切なユーザーに適切なデー
タのみを届けます。
指定したユーザーに対して特定のデータ
フィールドをマスキングしたり、伏せ字
にしたりすることも可能です。
規制の厳しい産業、たとえば医療機関
では、個人を特定できるような患者情報
は隠しつつ、患者名に偽名をあてて患者
単位でデータをロールアップしたい場合
があります。
あるいは、管理者権限が割り当てられた
病院関係者以外には社会保障番号を完
全に伏せるといったことも、必要になる
かもしれません。
Altairのツールなら、機密情報の細かな
管理を完全に自動化することができ情報
の漏洩を防ぎます。

データプレパレーション作業を自動化
すれば、時間とコストを大幅に削減す
ることができます。



Altairについて（Nasdaq︓ALTR）
Altairは、製品開発、ハイパフォーマンスコン
ピューティング（HPC）、およびデータイアナ
リティクスの分野において、ソフトウェアやク
ラウドソリューションを提供するグローバル企
業です。多種多様な業界におけるお客様が、持
続可能な未来を創造しコネクティッドな世界に
おいて力を発揮するためのテクノロジーを提供
します。詳細については、www.altairjp.co.jp
をご覧ください。

詳細はこちら
Webサイト︓
www.altairjp.co.jp/data-prep 

お問い合わせ︓
www.altairjp.co.jp/data-analytics-contact-us

試用版の申請︓ 
Altairのセルフサービス型データプレパレー
ションツールAltair Monarchを、30日間無
償でお試しいただけます。
www.altairjp.co.jp/monarch-free-trial

関連のデータ分析ソリューション
Altairは、個々のスキルレベルにかかわらず簡単に分析アプリケーションを構築し、既存のアプリケーションに分析機能を持たせて意思決定の質を
高めるソリューションを提供しています。

データ分析と機械学習
Altairの機械学習・予測分析ソリューションは、データを迅速に可視化し、獲得した知見を組織内で素早く共有できるのが特長です。
コーディングは一切不要なため、データサイエンティストもビジネスアナリストも、モデル構築に時間を浪費することなく、データ分析に時間と労
力を注ぐことができます。

ビッグデータ分析
Apache Sparkフレームワーク上に構築されたAltairの高度な分析ソフトウェアは、比類ない分析機能とデータ処理能力により、ビッグデータの
活用やインサイト発掘の妨げになる課題克服をサポートします。
直感的でインタラクティブな操作性を備えており、数十億個のデータポイントの変形と分析も数分で完了するため、インサイトを素早く引き出し、
確かな情報に基づいて決断を下すことができます。

データ可視化とストリーム処理
Altairのソリューションはビジネスユーザー、つまりデータ分析業務の直接的な担当者のために設計されたツールです。コードを書くことなく、デー
タストリーム分析とデータ可視化のためのアプリケーションを構築、変更、導入することができます。
Panopticonはリアルタイムのストリームフィードや時系列データベースに対応しており、接続できないデータソースは皆無と言っても過言ではあり
ません。複雑なデータストリーム処理プログラムを作成し、視覚的なユーザーインターフェースをデザインすることも可能です。時々刻々と変化する
大量のデータを様々な観点で分析し、確かな根拠に基づいて懸命な判断を下せるようになります。

© Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved.  /  altairjp.co.jp  /  Nasdaq: ALTR #ONLYFORWARD
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ビジネスインテリジェンスの提供とデータ可視化の最適化を実現

Imagine Softwareが
Panopticonを 
自社ソリューションに埋め込み
顧客概要
Imagine Software社は、ポートフォリオ、リスク、コンプライアンスをリアルタイムに管理できるソリューショ
ンを世界中の金融サービス企業に提供している大手ソフトウェアプロバイダーです。顧客には世界的な大手銀
行が多数行を連ねているほか、アセットマネージャー、ヘッジファンド、機関投資家なども幅広く含まれます。

Imagineの技術は、ポートフォリオのパフォーマンス分析からストレステスト、リスクリミットの監視、マージ
ン分析まで、フロントオフィスとバックオフィスのあらゆる業務を支えています。また、世界中の上場商品のデー
タを処理しており、主要なすべてのアセットクラスとトレード戦略に対応しています。ポートフォリオとリスク
をリアルタイムかつインタラクティブに管理できる柔軟性の高いこのソリューションは、金融サービス企業各
社が投資の管理体制を強化できるだけでなく、顧客に対してもリスク管理やマージン分析といった幅広いサー
ビスを展開することを可能にしています。

Imagine のダッシュボードでは、 複
雑で多様な金融データ（損益、 ファ
クターエクスポージャー、 ストレステスト、
バリュー・アット・リスク（VaR）、 グリー
クス、 ベータ、 相関係数など）からイ
ンタラクティブなプレゼンテーションを作
成し、 カスタムのWeb ポータルを通
じて顧客に共有することができます。

Steven Harrison
Co-Founder/President
Imagine Software 



#ONLYFORWARD

Imagineは、複数のファクターへのエクスポージャーに基づくトレード戦略の管理から、コンプライアンスの
監視までに対応した業界最高のツール群を提供するソフトウェアプロバイダーです。

課題
ポートフォリオマネージャーやリスクマネージャーは、膨大な量のデータをもとに投資判断を下したり、投資
家や規制当局に対しビジネスの透明性を証明したりするために増え続けるデータを素早く統合する必要があり
ます。様々なシステムから流入するデータを統合し複雑な関係性を読み解くには、取引活動や市場動向の影響
を視覚的に分析するのが一番の近道です。Imagine 社は、同社が展開するスケーラブルな企業向けリスク管
理・コンプライアンスプラットフォームに埋め込むことができ、顧客も内製あるいは他社製のシステム（約定 / 
注文管理、コンプライアンス、自己勘定取引などのシステム）にダッシュボードを埋め込むことができるよう
な視覚的な分析システムの導入を検討していました。

Altairのソリューション
日々の数百万件にも上る取引、数千の口座、数十万ものデータを可視化するシステムを自社で一から開発する
のは、時間的にもコスト的にも現実的ではありません。そこで Imagine社は、2009年に自社製品に埋め込
むことができる可視化システムを徹底的に調査し、その結果選ばれたのが、ストリーミングデータフィード処
理、高度な時系列分析、SDKの 3つが評価されたAltair Panopticon ™です。Imagine社のエンジニアは、
Panopticonのビジュアル分析とデータ処理機能を Imagineプラットフォームに完全に埋め込むことにしました。

カバレッジやプレゼンテーションなど顧客が求める複雑なニーズに対しても Panopticonのダッシュボードを
使用でき、複数のレベルの集計やドリルダウンを容易に行うことができるようになりました。さらに、顧客と
の丁寧なコミュニケーションを通じて、眼前のタスクを的確に処理するために必要な情報を絞り込み、それら
が表示されるように各ダッシュボードの設定を行うことも可能になりました。

2009 年以降、Imagine 社は Panopticon開発チームと緊密に連携し、機能の追加や新たな開発プラット
フォームへの移行、クラウドへの移行を行っています。現在では新しいモジュールのほぼすべてに、インタラ
クティブ性の高いリアルタイムダッシュボードが基本要素として組み込まれ、Imagine社の従来のデスクトッ
プ UI、ブラウザ、モバイルデバイスから利用できるようになっています。

結果
Imagineのデータ処理および分析機能とPanopticonの可視化機能を組み合わせたことで、ポートフォリオ
マネージャーやリスクマネージャーだけでなくコンプライアンスオフィサー、投資家、CFOまでもがファンド
のVaRを的確に把握でき、ストレステストの実行やパフォーマンスの監視が可能になりました。

Imagine社は Panopticonとの連携後、可視化機能を搭載したリスク管理・コンプライアンスプラットフォー
ムを 60日足らずで市場に投入し、これに伴う開発コストを推定 85万ドル節約しています。また、リアルタイ
ム可視化だけでなく、市場動向や取引活動の影響予測機能により他社との差別化にも役立てています。同社
によれば、こうした機能強化の結果、平均的な販売サイクルを従来の半減にまで短縮したといいます。

Imagine Financial Platformは、必
要な金融データや分析機能をすべて含
めたアプリケーションやダッシュボー
ドを、各ユーザーが独自に構築すること
ができます。

Imagine Software社は、25年以上
にわたり、ポートフォリオ、リスクおよ
びデータを管理するための金融機関向
けソリューションを提供しています。
同社のSaaS製品は、モバイル対応
が可能でオープンなソリューション
です。顧客の実に85%以上が、毎年
ImagineのAPIを使用しています。

Panopticonのダッシュボードは、
ImagineのWhat-if（仮想取引や 
仮想シナリオ）などの動的な分析を 

可視化します。

Imagine社は、ビジネスの透明性向上、
リードタイムの短縮、パフォーマンスの

向上を達成。



正確性が求められるレポートを
Altair Monarchで効率的に作成

課題
Arbor Financialは、 PDFやテキストファイルで提供される数千件に上るデータを正確に抽出・統合し、 リコンサ
イルレポートを作成する作業に以前から課題を抱えており、 質を維持しながら効率化できるソリューションを探して
いました。

Altair のソリューション
コアプロセスベンダーである Fiserv 社から、 ニーズを満たすデータプレパレーションソリューションとして Altair® 
Monarch® を提案された Arbor Financial は、 現在、 会計部門の 30 以上のプロジェクトで日常的に
Monarch を使用しています。 PDF やテキストファイルなどの様々なソースからデータを抽出し、 Monarch に
ブレンドし、 Excel にエクスポートするまでの作業が、 以前とは打って変わってわずか数ステップで完了できるよ
うになり、 人的エラーの削減にもなりました。 リコンサイルレポートは作成後に経営陣に回され、 正確なデー
タとして経営判断の質の向上に寄与しています。

Core Systems 部門のディレクターを務める Judi Burton氏は、 「以前は様々なソースからデータを抽出す
るのに手こずっていましたが、 Monarch ならデータの抽出を自動化できます。 リコンサイルレポートの作成時
間短縮はもはや不可能と諦めかけていましたが、 Monarch によって実現しました」 と述べています。

Monarch の導入はシンプルです。 ユーザーインターフェースがわかりやすいため、 Arbor Financial の担当
者もすぐに使いこなせるようになりました。 Altair Community オンラインポータルのチュートリアルや参考資
料のほか、 Altair のサポートを利用することで、 正式なトレーニングは必要ありませんでした。

メリット
以前は、 大量のデータセットを使用する大規模なレポートをコアベンダーから提供されても、 それを 1つのデー
タベースに統合することができませんでしたが、 Monarch の導入によってそれが可能になりました。

Monarch を使用することで重要な意思決定に欠かせないレポート作成が正確かつ迅速化し、 各支店の営
業活動、従業員のトラッキング、規制レポートおよび商品開発に関しての意思決定の質が向上しただけでなく、
効率化により人員を増やすことなく事業拡大を実現できました。

Arbor Financial Credit Union

「リコンサイルレポートの作成時
間短縮はもはや不可能と諦めか
けていましたが、Monarchによっ
て実現しました」
Judi Burton, Director Of Core Systems,  
Arbor Financial Credit Union 
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背景

1935 年 に 設 立 さ れ た Arbor Financial 
Credit Unionは、ミシガン州南西部の個人
および企業に対して包括的な金融商品およ
びサービスを提供しているクレジットユニ
オンです。総資産は 4 億 6,500万ドルを超
え、組合員は 37,000人以上に上ります。ミ
シガン州カラマズーの本部の他、各地に 7
つの支店を展開し、全国で 35,000 台以上
の引出手数料無料の ATM ネットワークを整
備。37,000人以上の組合員に身近なサービ
スと全国規模の利便性を提供しています。
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