
セルフ・サービス型のデータ準備と可視化ツール
ビジネス・ユーザーの意思決定を強力にサポート

思うように在庫がはけない製造業、膨大な顧客
データをうまく活用できない小売業、顧客対応時
間が縮まらないコールセンターなど、ビジネスに
おいては早急な解決が求められる問題が山積み
です。ある研究によると、平均的な組織では一日
以内に的確な情報が必要な場合、そのほぼ半数
のケースで活用可能なデータが１時間以内に欲
しいと言われています。すばやい対応を求められ
るビジネスにおいて、すぐにデータを取得・活用
できることは必須の条件となっています。
Rocket Discoverは、セルフ・サービス型のデータ

セルフ・サービス型の
データ準備・発見を
一つのツールで
従来のBI ソリューションでは、複雑なデータ準備
ツールを使って開発者が様々なデータにアクセ
スし、意味のある結果を得られるまでコストを掛
けてデータ変換を行ってきました。Discover では
他のツールを必要とせず、他人に頼らなくとも
データをまとめることができます。Discover の
キャンバスを使えば可視化されたデータを直感
的な操作で直接処理することができるのです。
データ・ソースに接続すれば、優れたガイダンス
機能によりデータの結合や階層構造の定義が簡
単に行えます。分かりくいカラム名からデータ内
容を推測するのではなく、データ・プレビューで
内容を直接確認できます。満足できるデータがで
きあがったら、TM1など他のアプリケーションに
エクスポートすることができます。Discoverを使う
と、データを視覚的にとらえ、データ処理フロー
の中でどのように加工されるかが理解できます。
次はこのデータをダッシュボードに表示します。

ダッシュボード作成と
データ発見
ダッシュボード上には可視化されたデータが表
示されます。必要なデータ項目をドラッグ＆ド
ロップして、ドリルダウンを行います。変数も使用
することができます。棒グラフ、円グラフ、ツリー
マップ、ジオマップ、折れ線や散布図などをはじ
め、多くのグラフが利用できます。また、IBM 
Rapidly Adaptive Visualization Engine (RAVE)を
使うことも可能できます。

経営者や組織のリーダーは、組織管理の新しい
方法を常に模索しています。現状を分析し、新し
い知見を求めます。しかし、多くの場合その知見
を得るのに必要なプログラミングなどの技術的
スキルを身につける時間はありません。Discover 

では頻繁に使われるデータ分析機能がすでに
用意されており、直感的に使用することができる
のです。

クロス表などを埋め込んだレポートが簡単に作
成できるため、一度しか使わないレポートでも
苦労せずに作れます。
データを複数レベルでのグループ化したり、階
層表示したり、動的なクロス表として表したりす
ることができるため、読みやすくて美しいレポー
トが簡単に作成できます。

ガバナンスのために、
データの起源を明らか
にする 
複数のデータ・ソースの間で矛盾があったり、元
のデータが壊れていたりしたら、ダッシュボード
に表示されているデータは信頼できません。そ
のため、それぞれのデータ・ソースがどのように
統合され加工されたのかを知ることは非常に重
要です。それには最初のクエリーから一つずつ

データを追いかけ、どのように加工されたかを逐
次調べるしかありません。Discover はデータ準備
および加工を同じツール内で行うため、下流の
データプロセス・フローから遡って、元となった
データを探し出すことができます。

これにより、意思決定に必要なデータの信頼度を
明確にでき、データ・ガバナンス要件を満たす上
での情報を把握できるのです。これ無しでは、調
査に何週間も、時には何ヶ月も時間を無駄に費
やすことになってしまいます。

意思決定を向上させる
ためのコラボレーショ
ン
Discoverを使うと、自分自身で自由にデータを扱
えますが、そのデータを必要とするほかの人もい
るはずです。また、他の人からのコメントをもらい
こともあるでしょう。Discoverではそれを簡単に
実現できます。ダッシュボードをチャット画面にド
ラッグすると、他のユーザーが同じデータを見る
ことができるのです。データの共有が、新たなアイ
デアや戦略が生まれるきっかけとなるでしょう。

発見したことを見せる
作成したダッシュボードを、プレゼンテーション
で使用しましょう。Discoverでは、ダッシュボード
をストーリーボードへと変えることができます。
このビューでは余計なものーメニューやツール
バーなどは表示されません。また、ストーリー
ボードにPowerPointやビデオ、その他のビジュ
アル・データを埋め込むこともできます。さらに、
ダッシュボードをPDFファイルとして出力するこ
とも可能です。

ビッグデータと
ハイパフォーマンス
膨大なデータを解析するには、データ検索をイ
ンメモリー・ストレージとリアルタイム・クエリー
の両方で行える仕組みが必要です。Rocket 
Discover のアーキテクチャーはこれを実現し、
高速かつ予測可能なレスポンス・タイムでトラ
ンザクション・データをリアルタイムにアクセス
することが可能です。通常はデータセットを設計
する段階で、アクセス方法を定義します。例えば
ダッシュボードを設計する場合は、個々のマッ
シュアップ(mashup)ダッシュボードを作成し、そ
の中で視覚化するデータをインメモリー検索あ
るいはクエリーで取得します。ユーザーが選択
できるハイパフォーマンスなデータ検索により、
意思決定が早まり業務効率化が進むのは言うま
でもありません。

アジャイルな仕組みと
デザイン
ビジネス・インテリジェンスはDiscover の代名
詞です。最新のアーキテクチャーにより、BIデー
タを視覚化しスマート・デバイスから直接操作
することができるのです。最新のBIデータをチー
ムで共有すれば、ビジネスにおけるチャレンジ
にも立ち向かえます。Discover はクラウドとオン
プレミスのどちらにも対応し、Webインター

IBM Cognos TM1はパワフルであり、その機能へ
のアクセスは簡単ではありません。Discoverの
TM1へのネイティブ接続を使うと、キューブ・
ビューにアクセスし、データを視覚化し、ダッシュ
ボードにTM1のデータが表示されます。Discover 
からTM1データに変更を加えた場合は、元の
キューブにそれらの値を書き戻すことができま
す！参照するデータが常に最新のものであるた
め、自信を持って、予測、モデリングおよび計画の
立案をすることができるでしょう。ビジネス・アナ
リストであれば、Discoverの次元モデリングで
TM1キューブを新しく作成することができます。

Rocket Discover の優れたセルフ・サービス型
ツールは商機の発見やより早い意思決定を可
能にします。めまぐるしく移り変わる今日のビジ
ネス環境に素早く対応するためのソリューショ
ンと言えます。Discover でデータに直接アクセス
し、探索、分析、加工を行い、新たな知見を共有
して下さい。

フェースからサーバーにアクセスする仕組みな
ので、クライアント側のアプリケーションをインス
トールする等の手間は一切不要です。日本語の
ほかに、英語、ドイツ語、簡体字中国語、フランス
語、イタリア語、およびスペイン語でも利用可能
です。

メインフレームを含む
多彩なデータ接続 
BIにおいてデータ接続は、通常もっとも時間と費
用がかかる問題です。Rocket社は、メインフレー
ム、 OLAP、デスクトップ・ソース、リレーショナル
DB、クラウド、MultiValueデータなどへ、高速アク
セスするソリューションを開発しています。
Discover は、これらのデータ・ソースへのシーム
レスな接続を標準で提供しています。

IBM製品への
ネイティブ接続
Discoverは、IBM®Cognos®TM1®、Cognos 10 BI
コンテンツへのネイティブ接続を提供し、クエ
リーの実行やPowerCubeの取得を直接行なう
ことができます。 Netezza®、iSeriesおよびz / OS
上のIBM®DB2®もサポートしています。ビジネ
ス・ユーザーは、これらのデータ・ソースを直接
活用できるのです。IBM z Systemsメインフレー
ムをご利用の場合は、2種類の接続方法があり
ます。z / OSのネイティブコネクターを介した、
VSAMファイルおよびDB2への標準的なアクセ
ス方法と、メインフレームのデータベース処理
専用エンジンz Systems Integrated Informa-
tion Processor (zIIP)を使う方法です。予算、リ
ソース、およびデータ・アクセス要件に基づい
て、どちらか最適なアプローチを選べます。

準備、データの発見、コラボレーション・ソリュー
ションで、エグゼクティブやビジネス・オーナー
のためのBI探索・データ可視化への新しいアプ
ローチを可能にします。簡単なマウス操作と最
小限のクリック数で、直感的にブラウザーやタブ
レットから操作できます。ガイド機能により、
Discover を導入して直ぐにデータ分析を行うこ
とができます。データの接続、探索、共有も容易
です。

Discoverの特徴は？

Rocket® Discover

図1. キャンバス上で複数のデータ・ソースを統合し、プロセス・フローを作成
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思うように在庫がはけない製造業、膨大な顧客
データをうまく活用できない小売業、顧客対応時
間が縮まらないコールセンターなど、ビジネスに
おいては早急な解決が求められる問題が山積み
です。ある研究によると、平均的な組織では一日
以内に的確な情報が必要な場合、そのほぼ半数
のケースで活用可能なデータが１時間以内に欲
しいと言われています。すばやい対応を求められ
るビジネスにおいて、すぐにデータを取得・活用
できることは必須の条件となっています。
Rocket Discoverは、セルフ・サービス型のデータ

セルフ・サービス型の
データ準備・発見を
一つのツールで
従来のBI ソリューションでは、複雑なデータ準備
ツールを使って開発者が様々なデータにアクセ
スし、意味のある結果を得られるまでコストを掛
けてデータ変換を行ってきました。Discover では
他のツールを必要とせず、他人に頼らなくとも
データをまとめることができます。Discover の
キャンバスを使えば可視化されたデータを直感
的な操作で直接処理することができるのです。
データ・ソースに接続すれば、優れたガイダンス
機能によりデータの結合や階層構造の定義が簡
単に行えます。分かりくいカラム名からデータ内
容を推測するのではなく、データ・プレビューで
内容を直接確認できます。満足できるデータがで
きあがったら、TM1など他のアプリケーションに
エクスポートすることができます。Discoverを使う
と、データを視覚的にとらえ、データ処理フロー
の中でどのように加工されるかが理解できます。
次はこのデータをダッシュボードに表示します。

ダッシュボード作成と
データ発見
ダッシュボード上には可視化されたデータが表
示されます。必要なデータ項目をドラッグ＆ド
ロップして、ドリルダウンを行います。変数も使用
することができます。棒グラフ、円グラフ、ツリー
マップ、ジオマップ、折れ線や散布図などをはじ
め、多くのグラフが利用できます。また、IBM 
Rapidly Adaptive Visualization Engine (RAVE)を
使うことも可能できます。

経営者や組織のリーダーは、組織管理の新しい
方法を常に模索しています。現状を分析し、新し
い知見を求めます。しかし、多くの場合その知見
を得るのに必要なプログラミングなどの技術的
スキルを身につける時間はありません。Discover 

では頻繁に使われるデータ分析機能がすでに
用意されており、直感的に使用することができる
のです。

クロス表などを埋め込んだレポートが簡単に作
成できるため、一度しか使わないレポートでも
苦労せずに作れます。
データを複数レベルでのグループ化したり、階
層表示したり、動的なクロス表として表したりす
ることができるため、読みやすくて美しいレポー
トが簡単に作成できます。

ガバナンスのために、
データの起源を明らか
にする 
複数のデータ・ソースの間で矛盾があったり、元
のデータが壊れていたりしたら、ダッシュボード
に表示されているデータは信頼できません。そ
のため、それぞれのデータ・ソースがどのように
統合され加工されたのかを知ることは非常に重
要です。それには最初のクエリーから一つずつ

データを追いかけ、どのように加工されたかを逐
次調べるしかありません。Discover はデータ準備
および加工を同じツール内で行うため、下流の
データプロセス・フローから遡って、元となった
データを探し出すことができます。

これにより、意思決定に必要なデータの信頼度を
明確にでき、データ・ガバナンス要件を満たす上
での情報を把握できるのです。これ無しでは、調
査に何週間も、時には何ヶ月も時間を無駄に費
やすことになってしまいます。

意思決定を向上させる
ためのコラボレーショ
ン
Discoverを使うと、自分自身で自由にデータを扱
えますが、そのデータを必要とするほかの人もい
るはずです。また、他の人からのコメントをもらい
こともあるでしょう。Discoverではそれを簡単に
実現できます。ダッシュボードをチャット画面にド
ラッグすると、他のユーザーが同じデータを見る
ことができるのです。データの共有が、新たなアイ
デアや戦略が生まれるきっかけとなるでしょう。

発見したことを見せる
作成したダッシュボードを、プレゼンテーション
で使用しましょう。Discoverでは、ダッシュボード
をストーリーボードへと変えることができます。
このビューでは余計なものーメニューやツール
バーなどは表示されません。また、ストーリー
ボードにPowerPointやビデオ、その他のビジュ
アル・データを埋め込むこともできます。さらに、
ダッシュボードをPDFファイルとして出力するこ
とも可能です。

ビッグデータと
ハイパフォーマンス
膨大なデータを解析するには、データ検索をイ
ンメモリー・ストレージとリアルタイム・クエリー
の両方で行える仕組みが必要です。Rocket 
Discover のアーキテクチャーはこれを実現し、
高速かつ予測可能なレスポンス・タイムでトラ
ンザクション・データをリアルタイムにアクセス
することが可能です。通常はデータセットを設計
する段階で、アクセス方法を定義します。例えば
ダッシュボードを設計する場合は、個々のマッ
シュアップ(mashup)ダッシュボードを作成し、そ
の中で視覚化するデータをインメモリー検索あ
るいはクエリーで取得します。ユーザーが選択
できるハイパフォーマンスなデータ検索により、
意思決定が早まり業務効率化が進むのは言うま
でもありません。

アジャイルな仕組みと
デザイン
ビジネス・インテリジェンスはDiscover の代名
詞です。最新のアーキテクチャーにより、BIデー
タを視覚化しスマート・デバイスから直接操作
することができるのです。最新のBIデータをチー
ムで共有すれば、ビジネスにおけるチャレンジ
にも立ち向かえます。Discover はクラウドとオン
プレミスのどちらにも対応し、Webインター

IBM Cognos TM1はパワフルであり、その機能へ
のアクセスは簡単ではありません。Discoverの
TM1へのネイティブ接続を使うと、キューブ・
ビューにアクセスし、データを視覚化し、ダッシュ
ボードにTM1のデータが表示されます。Discover 
からTM1データに変更を加えた場合は、元の
キューブにそれらの値を書き戻すことができま
す！参照するデータが常に最新のものであるた
め、自信を持って、予測、モデリングおよび計画の
立案をすることができるでしょう。ビジネス・アナ
リストであれば、Discoverの次元モデリングで
TM1キューブを新しく作成することができます。

Rocket Discover の優れたセルフ・サービス型
ツールは商機の発見やより早い意思決定を可
能にします。めまぐるしく移り変わる今日のビジ
ネス環境に素早く対応するためのソリューショ
ンと言えます。Discover でデータに直接アクセス
し、探索、分析、加工を行い、新たな知見を共有
して下さい。

フェースからサーバーにアクセスする仕組みな
ので、クライアント側のアプリケーションをインス
トールする等の手間は一切不要です。日本語の
ほかに、英語、ドイツ語、簡体字中国語、フランス
語、イタリア語、およびスペイン語でも利用可能
です。

メインフレームを含む
多彩なデータ接続 
BIにおいてデータ接続は、通常もっとも時間と費
用がかかる問題です。Rocket社は、メインフレー
ム、 OLAP、デスクトップ・ソース、リレーショナル
DB、クラウド、MultiValueデータなどへ、高速アク
セスするソリューションを開発しています。
Discover は、これらのデータ・ソースへのシーム
レスな接続を標準で提供しています。

IBM製品への
ネイティブ接続
Discoverは、IBM®Cognos®TM1®、Cognos 10 BI
コンテンツへのネイティブ接続を提供し、クエ
リーの実行やPowerCubeの取得を直接行なう
ことができます。 Netezza®、iSeriesおよびz / OS
上のIBM®DB2®もサポートしています。ビジネ
ス・ユーザーは、これらのデータ・ソースを直接
活用できるのです。IBM z Systemsメインフレー
ムをご利用の場合は、2種類の接続方法があり
ます。z / OSのネイティブコネクターを介した、
VSAMファイルおよびDB2への標準的なアクセ
ス方法と、メインフレームのデータベース処理
専用エンジンz Systems Integrated Informa-
tion Processor (zIIP)を使う方法です。予算、リ
ソース、およびデータ・アクセス要件に基づい
て、どちらか最適なアプローチを選べます。

準備、データの発見、コラボレーション・ソリュー
ションで、エグゼクティブやビジネス・オーナー
のためのBI探索・データ可視化への新しいアプ
ローチを可能にします。簡単なマウス操作と最
小限のクリック数で、直感的にブラウザーやタブ
レットから操作できます。ガイド機能により、
Discover を導入して直ぐにデータ分析を行うこ
とができます。データの接続、探索、共有も容易
です。

Discoverの特徴は？

図2.　視覚化したデータをすぐにダッシュボードに表示
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思うように在庫がはけない製造業、膨大な顧客
データをうまく活用できない小売業、顧客対応時
間が縮まらないコールセンターなど、ビジネスに
おいては早急な解決が求められる問題が山積み
です。ある研究によると、平均的な組織では一日
以内に的確な情報が必要な場合、そのほぼ半数
のケースで活用可能なデータが１時間以内に欲
しいと言われています。すばやい対応を求められ
るビジネスにおいて、すぐにデータを取得・活用
できることは必須の条件となっています。
Rocket Discoverは、セルフ・サービス型のデータ

セルフ・サービス型の
データ準備・発見を
一つのツールで
従来のBI ソリューションでは、複雑なデータ準備
ツールを使って開発者が様々なデータにアクセ
スし、意味のある結果を得られるまでコストを掛
けてデータ変換を行ってきました。Discover では
他のツールを必要とせず、他人に頼らなくとも
データをまとめることができます。Discover の
キャンバスを使えば可視化されたデータを直感
的な操作で直接処理することができるのです。
データ・ソースに接続すれば、優れたガイダンス
機能によりデータの結合や階層構造の定義が簡
単に行えます。分かりくいカラム名からデータ内
容を推測するのではなく、データ・プレビューで
内容を直接確認できます。満足できるデータがで
きあがったら、TM1など他のアプリケーションに
エクスポートすることができます。Discoverを使う
と、データを視覚的にとらえ、データ処理フロー
の中でどのように加工されるかが理解できます。
次はこのデータをダッシュボードに表示します。

ダッシュボード作成と
データ発見
ダッシュボード上には可視化されたデータが表
示されます。必要なデータ項目をドラッグ＆ド
ロップして、ドリルダウンを行います。変数も使用
することができます。棒グラフ、円グラフ、ツリー
マップ、ジオマップ、折れ線や散布図などをはじ
め、多くのグラフが利用できます。また、IBM 
Rapidly Adaptive Visualization Engine (RAVE)を
使うことも可能できます。

経営者や組織のリーダーは、組織管理の新しい
方法を常に模索しています。現状を分析し、新し
い知見を求めます。しかし、多くの場合その知見
を得るのに必要なプログラミングなどの技術的
スキルを身につける時間はありません。Discover 

では頻繁に使われるデータ分析機能がすでに
用意されており、直感的に使用することができる
のです。

クロス表などを埋め込んだレポートが簡単に作
成できるため、一度しか使わないレポートでも
苦労せずに作れます。
データを複数レベルでのグループ化したり、階
層表示したり、動的なクロス表として表したりす
ることができるため、読みやすくて美しいレポー
トが簡単に作成できます。

ガバナンスのために、
データの起源を明らか
にする 
複数のデータ・ソースの間で矛盾があったり、元
のデータが壊れていたりしたら、ダッシュボード
に表示されているデータは信頼できません。そ
のため、それぞれのデータ・ソースがどのように
統合され加工されたのかを知ることは非常に重
要です。それには最初のクエリーから一つずつ

データを追いかけ、どのように加工されたかを逐
次調べるしかありません。Discover はデータ準備
および加工を同じツール内で行うため、下流の
データプロセス・フローから遡って、元となった
データを探し出すことができます。

これにより、意思決定に必要なデータの信頼度を
明確にでき、データ・ガバナンス要件を満たす上
での情報を把握できるのです。これ無しでは、調
査に何週間も、時には何ヶ月も時間を無駄に費
やすことになってしまいます。

意思決定を向上させる
ためのコラボレーショ
ン
Discoverを使うと、自分自身で自由にデータを扱
えますが、そのデータを必要とするほかの人もい
るはずです。また、他の人からのコメントをもらい
こともあるでしょう。Discoverではそれを簡単に
実現できます。ダッシュボードをチャット画面にド
ラッグすると、他のユーザーが同じデータを見る
ことができるのです。データの共有が、新たなアイ
デアや戦略が生まれるきっかけとなるでしょう。

発見したことを見せる
作成したダッシュボードを、プレゼンテーション
で使用しましょう。Discoverでは、ダッシュボード
をストーリーボードへと変えることができます。
このビューでは余計なものーメニューやツール
バーなどは表示されません。また、ストーリー
ボードにPowerPointやビデオ、その他のビジュ
アル・データを埋め込むこともできます。さらに、
ダッシュボードをPDFファイルとして出力するこ
とも可能です。

ビッグデータと
ハイパフォーマンス
膨大なデータを解析するには、データ検索をイ
ンメモリー・ストレージとリアルタイム・クエリー
の両方で行える仕組みが必要です。Rocket 
Discover のアーキテクチャーはこれを実現し、
高速かつ予測可能なレスポンス・タイムでトラ
ンザクション・データをリアルタイムにアクセス
することが可能です。通常はデータセットを設計
する段階で、アクセス方法を定義します。例えば
ダッシュボードを設計する場合は、個々のマッ
シュアップ(mashup)ダッシュボードを作成し、そ
の中で視覚化するデータをインメモリー検索あ
るいはクエリーで取得します。ユーザーが選択
できるハイパフォーマンスなデータ検索により、
意思決定が早まり業務効率化が進むのは言うま
でもありません。

アジャイルな仕組みと
デザイン
ビジネス・インテリジェンスはDiscover の代名
詞です。最新のアーキテクチャーにより、BIデー
タを視覚化しスマート・デバイスから直接操作
することができるのです。最新のBIデータをチー
ムで共有すれば、ビジネスにおけるチャレンジ
にも立ち向かえます。Discover はクラウドとオン
プレミスのどちらにも対応し、Webインター

IBM Cognos TM1はパワフルであり、その機能へ
のアクセスは簡単ではありません。Discoverの
TM1へのネイティブ接続を使うと、キューブ・
ビューにアクセスし、データを視覚化し、ダッシュ
ボードにTM1のデータが表示されます。Discover 
からTM1データに変更を加えた場合は、元の
キューブにそれらの値を書き戻すことができま
す！参照するデータが常に最新のものであるた
め、自信を持って、予測、モデリングおよび計画の
立案をすることができるでしょう。ビジネス・アナ
リストであれば、Discoverの次元モデリングで
TM1キューブを新しく作成することができます。

Rocket Discover の優れたセルフ・サービス型
ツールは商機の発見やより早い意思決定を可
能にします。めまぐるしく移り変わる今日のビジ
ネス環境に素早く対応するためのソリューショ
ンと言えます。Discover でデータに直接アクセス
し、探索、分析、加工を行い、新たな知見を共有
して下さい。

フェースからサーバーにアクセスする仕組みな
ので、クライアント側のアプリケーションをインス
トールする等の手間は一切不要です。日本語の
ほかに、英語、ドイツ語、簡体字中国語、フランス
語、イタリア語、およびスペイン語でも利用可能
です。

メインフレームを含む
多彩なデータ接続 
BIにおいてデータ接続は、通常もっとも時間と費
用がかかる問題です。Rocket社は、メインフレー
ム、 OLAP、デスクトップ・ソース、リレーショナル
DB、クラウド、MultiValueデータなどへ、高速アク
セスするソリューションを開発しています。
Discover は、これらのデータ・ソースへのシーム
レスな接続を標準で提供しています。

IBM製品への
ネイティブ接続
Discoverは、IBM®Cognos®TM1®、Cognos 10 BI
コンテンツへのネイティブ接続を提供し、クエ
リーの実行やPowerCubeの取得を直接行なう
ことができます。 Netezza®、iSeriesおよびz / OS
上のIBM®DB2®もサポートしています。ビジネ
ス・ユーザーは、これらのデータ・ソースを直接
活用できるのです。IBM z Systemsメインフレー
ムをご利用の場合は、2種類の接続方法があり
ます。z / OSのネイティブコネクターを介した、
VSAMファイルおよびDB2への標準的なアクセ
ス方法と、メインフレームのデータベース処理
専用エンジンz Systems Integrated Informa-
tion Processor (zIIP)を使う方法です。予算、リ
ソース、およびデータ・アクセス要件に基づい
て、どちらか最適なアプローチを選べます。

準備、データの発見、コラボレーション・ソリュー
ションで、エグゼクティブやビジネス・オーナー
のためのBI探索・データ可視化への新しいアプ
ローチを可能にします。簡単なマウス操作と最
小限のクリック数で、直感的にブラウザーやタブ
レットから操作できます。ガイド機能により、
Discover を導入して直ぐにデータ分析を行うこ
とができます。データの接続、探索、共有も容易
です。

Discoverの特徴は？

図3.チャット画面にダッシュボードをドラッグし、チームと情報を共有
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い知見を求めます。しかし、多くの場合その知見
を得るのに必要なプログラミングなどの技術的
スキルを身につける時間はありません。Discover 

では頻繁に使われるデータ分析機能がすでに
用意されており、直感的に使用することができる
のです。

クロス表などを埋め込んだレポートが簡単に作
成できるため、一度しか使わないレポートでも
苦労せずに作れます。
データを複数レベルでのグループ化したり、階
層表示したり、動的なクロス表として表したりす
ることができるため、読みやすくて美しいレポー
トが簡単に作成できます。

ガバナンスのために、
データの起源を明らか
にする 
複数のデータ・ソースの間で矛盾があったり、元
のデータが壊れていたりしたら、ダッシュボード
に表示されているデータは信頼できません。そ
のため、それぞれのデータ・ソースがどのように
統合され加工されたのかを知ることは非常に重
要です。それには最初のクエリーから一つずつ

データを追いかけ、どのように加工されたかを逐
次調べるしかありません。Discover はデータ準備
および加工を同じツール内で行うため、下流の
データプロセス・フローから遡って、元となった
データを探し出すことができます。

これにより、意思決定に必要なデータの信頼度を
明確にでき、データ・ガバナンス要件を満たす上
での情報を把握できるのです。これ無しでは、調
査に何週間も、時には何ヶ月も時間を無駄に費
やすことになってしまいます。

意思決定を向上させる
ためのコラボレーショ
ン
Discoverを使うと、自分自身で自由にデータを扱
えますが、そのデータを必要とするほかの人もい
るはずです。また、他の人からのコメントをもらい
こともあるでしょう。Discoverではそれを簡単に
実現できます。ダッシュボードをチャット画面にド
ラッグすると、他のユーザーが同じデータを見る
ことができるのです。データの共有が、新たなアイ
デアや戦略が生まれるきっかけとなるでしょう。

発見したことを見せる
作成したダッシュボードを、プレゼンテーション
で使用しましょう。Discoverでは、ダッシュボード
をストーリーボードへと変えることができます。
このビューでは余計なものーメニューやツール
バーなどは表示されません。また、ストーリー
ボードにPowerPointやビデオ、その他のビジュ
アル・データを埋め込むこともできます。さらに、
ダッシュボードをPDFファイルとして出力するこ
とも可能です。

ビッグデータと
ハイパフォーマンス
膨大なデータを解析するには、データ検索をイ
ンメモリー・ストレージとリアルタイム・クエリー
の両方で行える仕組みが必要です。Rocket 
Discover のアーキテクチャーはこれを実現し、
高速かつ予測可能なレスポンス・タイムでトラ
ンザクション・データをリアルタイムにアクセス
することが可能です。通常はデータセットを設計
する段階で、アクセス方法を定義します。例えば
ダッシュボードを設計する場合は、個々のマッ
シュアップ(mashup)ダッシュボードを作成し、そ
の中で視覚化するデータをインメモリー検索あ
るいはクエリーで取得します。ユーザーが選択
できるハイパフォーマンスなデータ検索により、
意思決定が早まり業務効率化が進むのは言うま
でもありません。

アジャイルな仕組みと
デザイン
ビジネス・インテリジェンスはDiscover の代名
詞です。最新のアーキテクチャーにより、BIデー
タを視覚化しスマート・デバイスから直接操作
することができるのです。最新のBIデータをチー
ムで共有すれば、ビジネスにおけるチャレンジ
にも立ち向かえます。Discover はクラウドとオン
プレミスのどちらにも対応し、Webインター

IBM Cognos TM1はパワフルであり、その機能へ
のアクセスは簡単ではありません。Discoverの
TM1へのネイティブ接続を使うと、キューブ・
ビューにアクセスし、データを視覚化し、ダッシュ
ボードにTM1のデータが表示されます。Discover 
からTM1データに変更を加えた場合は、元の
キューブにそれらの値を書き戻すことができま
す！参照するデータが常に最新のものであるた
め、自信を持って、予測、モデリングおよび計画の
立案をすることができるでしょう。ビジネス・アナ
リストであれば、Discoverの次元モデリングで
TM1キューブを新しく作成することができます。

Rocket Discover の優れたセルフ・サービス型
ツールは商機の発見やより早い意思決定を可
能にします。めまぐるしく移り変わる今日のビジ
ネス環境に素早く対応するためのソリューショ
ンと言えます。Discover でデータに直接アクセス
し、探索、分析、加工を行い、新たな知見を共有
して下さい。

フェースからサーバーにアクセスする仕組みな
ので、クライアント側のアプリケーションをインス
トールする等の手間は一切不要です。日本語の
ほかに、英語、ドイツ語、簡体字中国語、フランス
語、イタリア語、およびスペイン語でも利用可能
です。

メインフレームを含む
多彩なデータ接続 
BIにおいてデータ接続は、通常もっとも時間と費
用がかかる問題です。Rocket社は、メインフレー
ム、 OLAP、デスクトップ・ソース、リレーショナル
DB、クラウド、MultiValueデータなどへ、高速アク
セスするソリューションを開発しています。
Discover は、これらのデータ・ソースへのシーム
レスな接続を標準で提供しています。

IBM製品への
ネイティブ接続
Discoverは、IBM®Cognos®TM1®、Cognos 10 BI
コンテンツへのネイティブ接続を提供し、クエ
リーの実行やPowerCubeの取得を直接行なう
ことができます。 Netezza®、iSeriesおよびz / OS
上のIBM®DB2®もサポートしています。ビジネ
ス・ユーザーは、これらのデータ・ソースを直接
活用できるのです。IBM z Systemsメインフレー
ムをご利用の場合は、2種類の接続方法があり
ます。z / OSのネイティブコネクターを介した、
VSAMファイルおよびDB2への標準的なアクセ
ス方法と、メインフレームのデータベース処理
専用エンジンz Systems Integrated Informa-
tion Processor (zIIP)を使う方法です。予算、リ
ソース、およびデータ・アクセス要件に基づい
て、どちらか最適なアプローチを選べます。

準備、データの発見、コラボレーション・ソリュー
ションで、エグゼクティブやビジネス・オーナー
のためのBI探索・データ可視化への新しいアプ
ローチを可能にします。簡単なマウス操作と最
小限のクリック数で、直感的にブラウザーやタブ
レットから操作できます。ガイド機能により、
Discover を導入して直ぐにデータ分析を行うこ
とができます。データの接続、探索、共有も容易
です。

Discoverの特徴は？

図4. Cognosと他のデータを組み合わせたダッシュボード
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