「個人知」を「組織知」に変えられなければ、
セルフ BI に明日はない

近年、BI の中でも特に広がりを見せているのが一般のエンドユーザーが自身で分析やレポートを作成できる「セルフサービス

BI（セルフ BI）」だ。しかしセルフ BI には、その成功事例が「分析者」と「分析結果の利用者」が近いマーケティング分野などに
限定されるといった批判もある。データに基づいた行動を組織として実現するには、
「スキルを問わない」
分析環境が必要だ。
分析スキルを持つ者だけが得てきた「個人知」を
「組織知」に変換するには何が必要なのか。

デジタル化に必要なのに見落とされがちな「スピード」
とは

ビジネスのデジタル化が進み、
インターネットの世界でサービス

一方、
セルフ BI を使いこなし、表示されたグラフなどから課題や

や商品を提供する企業が増えている。
そしてデジタル化の波に

要因を瞬時に読み取る分析スキルを備えた人は少ない。
グラフか

乗った新興企業は、
製造、小売、
金融などの業種にも押し寄せて

ら課題を認知する速度には利用者によって大きな差があるのだ。

いる。新興勢力に対抗するため、既存企業もデジタル化を急いで
見落とされている、3つ目の「スピードの課題」はここにある。

いる。

つまり、
「表示された情報から課題を読み取るスピード」
こそが、
デジタル化のポイントとなるのは、
「スピードの
3 つに分類される

解決すべき最重要テーマとなっている。

変革」だ。
そこでカギを握るのが、多くのBI に備わり、
データに関するさま
多くの人に理解されているのは3つのうち2つ、
「情報を把握する

ざまな情報をひとまとめに表示して理解を促すことができる

までのスピード」
と、
タイムリーなKPIの修正など
「環境変化に対

「ダッシュボード」機能だ。

応するスピード」だ。この “2 つのスピード”の課題に対し、IT 部
門の介在なく、
データに関するタスクを事業部門のみで実施でき

だが、
セルフ BI で
「分析者が自分で見る」
のと同じ感覚でダッシュ

るという意味で有効なのが、
セルフ BI だ。

ボードを作成してしまうと
「作成者にしか理解できない」ものに
なり、
データの
「見せる化」
に失敗してしまうケースが多い。

セルフBI は、
「何が起きたか（課題）
「
」なぜそのような事態になっ
たか
（要因）
」を分析し、対策を企画／立案する目的で使われるこ

分析スキルを備えたユーザーのみならず、一般ユーザーを巻き込

とが多い。
「データの準備から分析まで」
を自分の環境のみで実

んで
「3つのスピード変革」
からデジタル化を促進する方法とは。

現する機能を備えているのである。

ダッシュボードや BI のあるべき姿を解説する。

1

ダッシュボードのあるべき姿とは

のは、
「伝わる」こと。ダッシュボードを「コミュニケーションツー
ル」として捉えねばならない。専門知識がない状態でも読み取
れるダッシュボードにしなくては
「そもそも見る人がいなくなる」
（木戸）
というのだ。
「コミュニケーションツールとしてのダッシュボード」
を実現するに
は、企業戦略に合わせて誰に何を見せるのかを定義し、
見せる
べきデータを効果的に伝えるための設計が必要になる。
また、
「何
を見るべきか」
は常に変化するため、
KPIの変更にも素早く柔軟
な対応が必須となる。
ポイントは、
表現力と配信力だ。単にグラフが並んでいても意味
はなく、
「理解しやすくデフォルメした図表」や「わかりやすい
日本 IBM

言葉」での表現が重要だ。
さらに、
メールなどと連携し、組織内で

ダッシュボード・サイエンティスト

のコミュニケーションと一体化させていけばより多くのユーザー

IBM Data and AI 事業部
木戸隆治

が活用しやすいだろう。

ダッシュボードのあるべき姿とは何か。BI とダッシュボードの

コミュニケーションツールとしてダッシュボードを磨き上げ、
ユー

専門家である、日本 IBM IBM Data and AI 事業部 ダッシュ

ザーの日々の生活に入り込んで自然に見てもらえるよう工夫を凝

ボード・サイエンティストの木戸隆治氏は
「そもそもダッシュボー

らすことで、
『データなんて見たくない』
というライトユーザーに対

ドの最重要ミッションは、
課題把握を早めること」
と指摘する。

しても、
きちんと情報を届けられ、
課題を迅速に認知してもらえる」
（木戸）
。

つまり、
「分析」
の延長でダッシュボードを考えてはダメだ。重要な

VMware on IBM Cloud 活用災害対策ソリューションイメージ
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専門知識を持たないユーザーを統計に基づく要因把握に導く鍵とは

これで、ダッシュボードのあるべき姿はわかった。一方、これ

を可能にするためには何が必要なのだろうか。

まで、
見てきたとおり、
「ダッシュボード」はBI の一機能であり、

ここで解決策となるのが AI だという。AI がデータを自動的に

問題点は把握できても、
その要因を理解することは難しい。

分析する役割を担えば、
セルフ BIを使いこなせるようになると
いうことだ。それは、分析スキルを持つ者だけが得てきた「個

「効果的な施策を打つためには要因分析が必要です。担当者が

人知」
を
「組織知」
に変換することを意味する。

各々で要因分析できる状態が望ましい。
つまり、
ダッシュボード
が起点となって、
セルフBIで深掘りするという連携です」
（木戸）

日本 IBM の BIシステム Cognos Analytics 11.1 では、AI を
備え、
データを投入すると自動的にグラフを作成。読み取り方

だが、
これまで説明してきたとおり、
セルフ BI には、
高度な分析

や見るべき部分を認識し、目立つような形でユーザーに提示し

スキルが必要な場合が多い。誰もが
「セルフBIによる要因分析」

てくれる。

Cognos Analytics が備えている AI 機能とは
たとえば、
グラフを表示したときに統計的に見て異常が発生し

従来はデータサイエンティストの協力がなければできなかった

ている部分を目立つように見せる。これにより、
人間では気づか

ことが、
現場でも AIのサポートで簡単に行える──。
「表示さ

なかった一見小さな事象も見落とさず、新たな気づきを与えて

れた情報から課題を読み取るスピード」
が上がるというわけだ。

くれる。
「ユーザーは『何が起きたのか』
『そのような事態になった理由』
この機能により、高度な分析スキルを持たないユーザーにも、

が自分でわかるようになります。迅速なアクションにつながるの

セルフ BI の機能を自然に、
直感的に使ってもらえるようになる。

は言うまでもありません」
（木戸）

高度な分析スキルを持たずとも、現場で数字を分析し、
データ
に基づいて次の行動を決めることが可能なのだ。

3

進化した「統合 BI」Cognos Analytics 11.1 とは

ここで、Cognos Analytics とはどんな製品なのかについて、確

の加工・結合・データモデルの作成」
「データの内容・相関関係

認しておこう。
「エンタープライズ向けの BI 製品（エンタープラ

の解析」
「データ可視化・分析手法の選定」
など、
データの準備

イズ BI）
」として多くの導入実績を持つが、
2018 年に AI を

や分析をAIで自動化できるようになった。

搭載して大きくバージョンアップしたのが「Cognos Analytics

11.1」だ。

エンタープライズ BIとセルフBIのすき間を AI が埋め、
一般ユー
ザーでも扱えるようになり
「スピードの変革」
が必要なデジタル・

従来型エンタープライズ BI としての長所はそのままに、
「すぐ

トランスフォーメーション時代の
「統合 BI」
を実現している。

に」
「簡単に」使えるよう、一般ユーザーにもハードルが低い、
セルフ BI の機能を全面刷新している。

さらに、
エンタープライズでの利用が多い Cognos Analytics だ
けあって、多人数の
「現場の人向け」
に軽快なユーザービリティ

具体的には、
データサイエンティストの専門領域だった
「データ

を担保している点も優位点と言えるだろう。

データに基づいたコーチングが必要な理由

AI を搭載し、一般ユーザーでも統計解析が可能になった

将来、AIが企業戦略をきちんと理解して、
ダッシュボードを作っ

Cognos Analytics 11.1 はさまざまな業務分野で活用できる。

てくれるようになるのでは」
と語る。

最近増えてきた新たな用途の一つとして木戸はデータに基づ
いたコーチングを挙げる。

これについても、
顧客から
「ダッシュボードを自動的に作ってくれ
る機能はないのか」
という相談があった。当初、
木戸は「ダッシュ

「昨今、
どこも人手不足であり、
『人の入れ替わり』が激しくなっ
ています。その状況できちんと、
速く、
人を育てなければいけない。

ボードは企業戦略そのもの。自動的に作るなんてないだろうと
思っていた」
という。

しかしどう育てたらよいのかわからないというマネージャーも多
いでしょう。有効なのは、
成果をだしている人と比べてどうなのか

Cognos Analytics 11.1 には、ダッシュボード上で注目すべき

をきちんとデータとして見せ、統計的な差異や改善点も示すこと

部分を AI が自動的に見つけ出す機能がすでにある。
この機能

です。これにより、
マネージャーもうまく指導できるようになり

を発展させれば、企業戦略を提案する機能が出てきてもおかし

ます。従業員も自分が直すべきところを容易に把握できます。

くない。

データで裏付けした人材育成が可能ということです」
（木戸）
「そのようになった時、AI 化に乗り遅れていたら相当な痛手に
実際、以前から
「Cognos Analytics をコーチングの用途で使え

なるでしょう。今は夢物語のように聞こえるかもしれないのです

ないか」
との相談があったという。

が、そういう時代は案外すぐに来るかもしれません」
（木戸）

「近い
Cognos Analytics の今後の進化の方向として木戸は、
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