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TM1との直接接続
DiscoverはREST APIを介して、TM1と直接接続し
ます。TM1がもつセキュリティー機能を使って、あ
るいはIBM Cognos Access Manager の名前空
間によるセキュリティー管理により、安全に接続
されます。Discoverの画面から使用者IDとパス
ワードを入力してTM1にログインすれば、すぐに
キューブのプレビューが表示されます。余計な
手続きやスクリプトは必要ありません。Discover
は階層化されたデータ構造やデータの依存関
係を、自動的に分かりやすく表示します。TM1
サーバーを選択し、表示させたいキューブを選
ぶだけです（図１）。

個々のディメンションのサブセットにはエイリア
スが表示されます。また、属性リスト、階層構造、
ビジネス・ルールなども表示されます（図２）。 さ
らに、同じデータに対し、別の階層構造で表示す
ることができます。これにより、社内向けと社外
向けの報告書に合わせて階層構造を選んだり、
外部向けの監査や税務報告などにグラフを使い
分けたりすることが可能です。TM1に接続後、
キューブを選び、クリックひとつでダッシュボー
ドが完成します（図3）。

セルフサービスでダッ
シュボードが作れ、
即座に情報アクセス、
データ発見
Discover の分かりやすいインターフェースを
使って、キューブのデータをすぐに可視化できま
す。TM1 Live Connect により、キューブの階層構
造はそのままで Discover上で行や列、コンテク
ストとサブセット・フィルターなどが自動的に正
しく表示されます。グラフ作成は、標準で用意さ
れているグラフの種類の中からひとつ選ぶだけ
です。棒グラフ、円グラフ、ツリーマップ、分散グラ
フ、地図をはじめ、多彩なグラフを使用できま
す。さらにIBM RAVE (Rapidly Adaptive 
Visualization Engine) で描画することもできま
す。たとえば、バブル・グラフはRAVEで描くことが
できます。

業績向上と健全な会社経営のため、ビジネスに
おいては常に最新のデータが求められ、その
データは適切に分析・活用されなければなりま

ビジネス・アナリストでもIBM Cognos TM1 に接続し、Discoverの
ダッシュボードにデータを表示できます。TM1のデータをもっと活かしましょう
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せん。しかし、そのデータを扱うにあたって、IT専
任者やアナリストにその都度依頼するのでは仕
事になりません。Discover では頻繁に使用され
るアナリティクス機能が用意され、分かりやすい
インターフェースでそれらを誰でも簡単に活用す
ることができます。これが、「セルフサービス型」ア
ナリティクスとよばれるものです。

データを可視化し、それを深掘り(データ･ドリリ
ング)することによって、隠れていた本質的な情報
が明らかになります。クリックひとつでTM1の
データからダッシュボードが作成できるため、予
測データと実績の比較、販売データの個別分析、
資金やリソース割り当ての結果分析、ビジネス戦
略の評価など、ビジネスに必須な分析を最新の
情報をもとに行うことができます。

複数のダッシュボードを組み合わせて多面的に
データを見ることができるので、より全体像を捉
えた情報の評価・分析が可能になります（図4）。

リアルタイムの
コラボレーション
チームメンバーとの意思疎通を深め、的確な判
断を下しましょう。Discoverのダッシュボードは
メンバーと簡単に共有できるため、情報伝達は
早く確実に行われます。チャット画面にダッシュ
ボードをドラッグ&ドロップするだけで、共有は
完了します。ダッシュボード上のデータから、具
体的な数字を使ったディスカッションが直ぐに
行えます（図5）。

最新のアーキテク
チャーとソフトウェア
設計
Discover はBI (ビジネス・インテリジェンス)ツー
ルです。最新のレスポンシブ・デザインにより、さ
まざまなデバイスに対応し、さくさくと動作しま
す。ネットワークに接続し、ビジネスのニーズに
応えます。Discover はクラウド上、あるいはオン
プレミスのサーバー上で稼動し、クライアントは
Webブラウザーからそのサービスを利用します。
クライアント側のインストールやアップデート作
業は必要ありません。クラウドであれ、オンプレ
ミスであれ、Discover はすぐにご利用頂け、即座
にその価値が実感できます。

Discover はセルフサービス型のBIツールであ
り、TM1のデータがこれまでになく簡単に活用で
きるという特徴を持っています。IT専任者やアナ
リストの手を借りなくても、ビジネスに必要な最
新データにアクセスでき、可視化、深掘り(データ
ドリリング)、データフィルター、比較などが容易
に行える優れたツールです。また、チーム内での
データ共有を可能にし、お使いのIBM Cognos 
TM1の価値をさらに高めます。Discoverでビジ
ネスの明日を「発見」してください。

IBM® Cognos® TM1®は事業計画、予算管理、データモデリング、予測、分析などの分野で会社業務や経
営戦略に必要なツールとして、世界中の企業で使われています。Cognos TM1の心臓部はデータ
キューブ・エンジンです。多次元データベースとビジネス･ルールを組み合わせ、高度なシナリオ分析
が行えます。このソリューションは素晴らしい機能をもっていますが、実際にTM1キューブのデータをア
クセスするのは、それほど簡単ではありません。アクセスには通常、いくつかのツールを使用します。レ
ポート作成やデータキューブへのライトバック(write-back)には Microsoft Excel、グラフ作成にはTM1 
Websheet、オフラインでのビジネス・プラン作成にはIBM Cognos Insight™ が使われます。これらツー
ルは個別には便利なのですが、TM1キューブを手軽に利用するところまでには至っていません。デー
タの傾向、外れ値、過去のデータなどを知り、経営計画やビジネス予測に活かすには、もっと使いやす
いツールが必要です。

Cognos TM1がもつ本来のパワーを活かし、
データを可視化して、さらに深い洞察を得ましょう 
Rocket Discover はセルフサービス型のデータ可視化ツールです。特別な知識を必要とせず、グラフや
ダッシュボードを簡単に作成できます。データの深堀りや分析で発見した結果を、リアルタイムでチー
ムのメンバーと共有できます。Discoverと TM1 は直接接続されるため、クリックひとつで最新のデータ
がダッシュボードに反映されます。また、Discoverで行ったデータ変更はTM1側に即座にライトバック
することができます。つまり、常に最新のデータを基に、データ予測やモデリング、経営計画の立案が行
えるのです。

ビジネス・アナリストの方であれは、Discoverで多次元モデリングを行い、TM1のキューブを新たに作
成することもできます。

複数のダッシュボード
にTM1とそれ以外の
データを併せて分析
TM1のデータを分析するにつれ、大局的な見地
から、それ以外のデータが必要になることがあり
ます。Discover では異なるデータソースから得
られたデータを、ダッシュボード内で組み合わせ
て表示することができます。たとえば、TM1にあ
る予測データと IBM Cognos PowerCube 内に
ある在庫情報や収益データを、また、PC上にあ
るフラット・ファイルのデータなどを、同じダッ
シュボード上に配置することができます。これに
より、関連するデータが容易に一覧でき、さらに、
データ項目ごとにフィルターを設定することによ
り、情報の絞込みができます。
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図1 ‒ TM1キューブへ接続してキューブを表示、そしてクリックひとつでダッシュボードを作成

図２ ‒ TM1 REST API を介して接続。キューブとサブセット、階層構造とエイリアスを一挙に表示
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リストの手を借りなくても、ビジネスに必要な最
新データにアクセスでき、可視化、深掘り(データ
ドリリング)、データフィルター、比較などが容易
に行える優れたツールです。また、チーム内での
データ共有を可能にし、お使いのIBM Cognos 
TM1の価値をさらに高めます。Discoverでビジ
ネスの明日を「発見」してください。

図３ ‒ TM1データから、簡単にグラフを生成

図４ ‒ ダッシュボードを複数組み合わせ、TM1以外のデータも併せて多面的に表示

IBM® Cognos® TM1®は事業計画、予算管理、データモデリング、予測、分析などの分野で会社業務や経
営戦略に必要なツールとして、世界中の企業で使われています。Cognos TM1の心臓部はデータ
キューブ・エンジンです。多次元データベースとビジネス･ルールを組み合わせ、高度なシナリオ分析
が行えます。このソリューションは素晴らしい機能をもっていますが、実際にTM1キューブのデータをア
クセスするのは、それほど簡単ではありません。アクセスには通常、いくつかのツールを使用します。レ
ポート作成やデータキューブへのライトバック(write-back)には Microsoft Excel、グラフ作成にはTM1 
Websheet、オフラインでのビジネス・プラン作成にはIBM Cognos Insight™ が使われます。これらツー
ルは個別には便利なのですが、TM1キューブを手軽に利用するところまでには至っていません。デー
タの傾向、外れ値、過去のデータなどを知り、経営計画やビジネス予測に活かすには、もっと使いやす
いツールが必要です。

Cognos TM1がもつ本来のパワーを活かし、
データを可視化して、さらに深い洞察を得ましょう 
Rocket Discover はセルフサービス型のデータ可視化ツールです。特別な知識を必要とせず、グラフや
ダッシュボードを簡単に作成できます。データの深堀りや分析で発見した結果を、リアルタイムでチー
ムのメンバーと共有できます。Discoverと TM1 は直接接続されるため、クリックひとつで最新のデータ
がダッシュボードに反映されます。また、Discoverで行ったデータ変更はTM1側に即座にライトバック
することができます。つまり、常に最新のデータを基に、データ予測やモデリング、経営計画の立案が行
えるのです。

ビジネス・アナリストの方であれは、Discoverで多次元モデリングを行い、TM1のキューブを新たに作
成することもできます。

複数のダッシュボード
にTM1とそれ以外の
データを併せて分析
TM1のデータを分析するにつれ、大局的な見地
から、それ以外のデータが必要になることがあり
ます。Discover では異なるデータソースから得
られたデータを、ダッシュボード内で組み合わせ
て表示することができます。たとえば、TM1にあ
る予測データと IBM Cognos PowerCube 内に
ある在庫情報や収益データを、また、PC上にあ
るフラット・ファイルのデータなどを、同じダッ
シュボード上に配置することができます。これに
より、関連するデータが容易に一覧でき、さらに、
データ項目ごとにフィルターを設定することによ
り、情報の絞込みができます。
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図５ ‒ ダッシュボードをチャット画面にドラッグ＆ドロップすれば、チームメンバーと簡単に情報を共有


