
2011年のプロ野球ペナントレースにおいてパシフィック・リーグ優勝を遂げ
た福岡ソフトバンクホークスは、その後のクライマックスシリーズ、日本
シリーズを勝ち抜き、通算5度目、福岡ソフトバンクホークスとしては初の
日本一の栄冠を勝ち取りました。セ・パ交流戦優勝、全11球団への勝ち越し
を含め、まさに完全優勝を成し遂げたシーズンでした。
この福岡ソフトバンクホークスが見据えているのが、当球団のスローガンで
もある、「めざせ世界一！」という目標です。ソフトバンクグループとしての
シナジーを発揮し、果敢なIT戦略によってフロントから現場までの緻密で
迅速な意思決定を支援していくという理念のもと、2010年10月にIBM Cognos 
Business Intelligence（以下、IBM Cognos BI）を導入。「χ（かい）援隊」と名
付けた新しいデータ分析・レポート配信システムを構築し、目標達成に向け
たチーム力の強化にまい進しています。

選手に関するさまざまなデータを 
組織のノウハウとして活用したい

福岡ソフトバンクホークスは、新しく、より面白いプロ野球を日本、そして
世界に広げていき、ソフトバンクグループ全体のブランド・イメージの向上
に貢献していくという使命を担っています。
そうした中で掲げているのが、「めざせ世界一！」という球団スローガンです。
とはいえ、チーム力を強化するための定石や方程式があるわけではありません。

「これまで野球をはじめとするプロフェッショ
ナル・スポーツの世界では、スカウトやスコア
ラーといった専門スタッフの勘や経験を重視し、
選手の補強や育成、編成に関する意思決定が
行われてきましたが、その専門性をより組織化
し、サポートしていく方法があるのではないかと、
わたしたちはここ数年考え続けてきました」と
語るのは、同社の取締役執行役員であり経営
企画・渉外・総務担当 兼 経営企画室長を務め
る高田浩一郎氏です。

「例えば米国のメジャーリーグでは、さまざま
なデータを統計学的な見地から客観的に分析し、
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パシフィック・リーグに所属するプロ野球球団。
福岡市中央区の福岡Yahoo! JAPANドームを本
拠地としている。南海（1938年〜1944年5月
31日）、近畿日本（1944年6月1日〜1944年末）、
近畿グレートリング（1946年〜1947年5月31
日）、南海ホークス（1947年6月1日 〜1988年）、
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経て、2005年に現在の福岡ソフトバンクホー
クスとなった。日本シリーズ優勝5回、1リーグ
優勝2回、パシフィック・リーグ優勝15回、セ・
パ交流戦優勝3回の戦績を誇る。
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選手の評価やチームの戦略を考えて
いくセイバーメトリクス（Sabermet-
rics）と呼ばれる手法が、すでに当た
り前のこととして広く採用されてい
ます。福岡ソフトバンクホークスが
世界一を目指す以上、そんなメジャー
リーグの球団とも対抗していく必要
があり、わたしたちなりのデータ分
析や情報活用のスタイルを確立し、
効果を実証していくことで、新たな
活路を見いだせるのではないかと考
えたのです」

また、同社の経営企画室次長 兼 編成・育成部次長 兼 チーム運営
部次長を務める三笠杉彦氏がこのように語ります。

「わたしたちが目指しているのは、スカウトやスコアラー、あるい
はコーチ陣が現場で集めた選手に関するさまざまな情報を、属人
化させることなく蓄積し、組織のノウハウとして将来にわたって
活用できるようにすることなのです。例えば、ある選手を獲得する
際にどれくらいの年俸や契約金が妥当なのか、これまで以上に緻
密な実績データを積み上げ、スカウトによる定性的な評価と組み
合わせることで、より合理的な判断が可能となります。また、蓄積
した膨大なデータを分析した結果をフロント業務から現場まで

広くフィードバックしていくことで、埋もれていた逸材を発見した
り、見逃していた選手の長所・短所を明らかにしたりなど、新たな

『気付き』を与えることができるかもしれません。そうした世界の
広がりを模索しています」

データを自在に切り出して2次利用できる 
IBM Cognos BIの使い勝手の良さを重視

こうした狙いから福岡ソフトバンクホークスが2010年10月に構築
に着手し、現在も拡張を続けているのが、「χ（かい）援隊」と名付
けられた新システムです。
同社 編成・育成部 兼 経営企画室の
前田康仁氏は、同システムを次のよ
うに説明します。

「χ援隊の“χ”にはデータを統合す
るという意味があり、選手の状態や
評価、試合における実績、故障履歴、
スコアラーによる他球団分析データ、
試合映像など多岐にわたるデータを
細分化して蓄積していきます。これに
より、例えば選手一人ひとりのカルテ
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を作成し、フロントと現場との情報
共有を促進していくなど、これまで
ブラックボックスであった意思決定
のプロセスを『見える化』したいと考
えています」
さらに、同社 経営企画室のIT担当
である田渕浩司氏が、このように言
葉を続けます。

「データを『見える化』する上で大切
なのは、フロントから現場までのさ
まざまな人材が、それぞれの立場や
役職に応じた視点から、簡単に閲覧
できるようにする点にあります。そのためには、多様なデータをシン
プルに扱えるよう、一元管理する必要があり、まずはその仕組み
を実現することを第1期の構築目標としました」
そして、このような狙いから同社は、χ援隊システムの基本機能を
支える基盤ソフトウェアとしてIBM Cognos BIの導入を決定しま
した。

「ベンダー数社のBIツールを比較検討したのですが、その中で最も
汎用性が高いと感じたのがIBM Cognos BIでした。データを複数
の軸から自在に切り出して、2次利用しやすい形に加工してレポート
を配信する、そうした使い勝手が非常に優れており、今後のシス
テムの機能拡張にも柔軟に対応できると判断しました」と田渕氏
は話します。
なお、χ援隊システムの構築プロジェクトには、システム・インテ
グレーターとして株式会社クロスキャット（以下、クロスキャット）
が参加することになりました。クロスキャットは、コンサルティング
からIBM Cognos BIの適用、業種・業務テンプレートの開発まで、BI
ビジネスに関する豊富な実績とノウハウを持つIBMのパートナー
企業です。

「クロスキャットのコンサルタントやSEは、自分たちもこの分野の
エキスパートになりたいと前向きな意欲と高い志を持ち、わたし
たちと一心同体になってプロジェクトに臨んでくれています。χ
援隊システムをスムーズに立ち上げることができたのは、クロス
キャットの貢献があったからこそといって過言ではなく、彼らとの
出会いのきっかけを作ってくれたIBMにも強く感謝しています」
と前田氏は話します。

スカウトやスコアラーなど 
現場レベルでの自発的な情報活用を促した

2011年2月、第1期のサービスインにこぎ着けたχ援隊システムには、
フロントから現場までの幅広いエンドユーザーがマウスのクリック

で簡単に野球情報サマリーや選手データを参照できる「球団ポー
タル」「選手ダッシュボード」「定型レポート」をはじめ、選手の傾向
や問題を迅速に把握できる「成績グラフ」「レポート自動配信機能」

「モバイル端末活用」、さらにIT担当側での容易なレポート作成を
支援する「Microsoft製品との連携」「非定型レポート」といった機能
が実装されました。
また、選手の個人情報などもシステムに取り込まれることから、
データアクセスに関する権限の設定、各種認証サーバーとの連携、
ファイアーウォール、ログ管理など、万全なセキュリティー対策が
施されています。
もっとも、いかに高度な情報活用環境を提供したとしても、現場の
スタッフは必ずしもそれを使いこなせる十分なITリテラシーを
身に着けているわけではありません。χ援隊システムの第1期構築
において、同社が最も配慮したのがこのポイントでした。

「その意味でも大きかったのは、IBM Cognos BIの特長を生かして、
みんなが常に持ち歩いているスマートフォン（iPhone）やタブレッ
ト端末（iPad）からの情報活用をサポートしたことです。こうした
身近な機器であれば、PCほどの抵抗感はありません。実際、多くの
スカウトやスコアラーたちが、これまで使ってきたペンとメモ帳を
スマートフォンやタブレット端末に持ち替えて、新しい情報活用の
仕組みに順応し、使いこなしていこうという高いモチベーション
を見せています。現場レベルの意識改革が自発的にわき上がって
いることに、新鮮な驚きを感じています」と三笠氏は話します。
そして、高田氏はこのように総括します。

「χ援隊システムは基本機能を整えたばかりの段階であり、成果を
語るのはまだ早計です。しかし、わたしたちはこのシステムを実際
に活用し、2011年のペナントレースに臨んできました。そして、パシ
フィック・リーグの優勝ならびに日本シリーズの優勝を勝ち取った
のも事実です。χ援隊システムがこうしたチーム力の向上にどれ
くらい貢献したのか、定量的に測ることは困難ですが、少なくとも
わたしたちが目指している方向性に間違いはないと確信を持つこ
とができました」

より高度なデータ分析手法を取り込み 
付加価値の高い情報提供を実現する

福岡ソフトバンクホークスでは、すでにχ援隊システムの第2期以
降の拡張に向けた構想を膨らませています。
システムの基本的な枠組みは固まり、データも着実に増えつつあ
ります。そこで第2期以降では、より広範な情報活用のニーズに応
えていくため、データ分析のバリエーションを拡大し、提供する
レポートの充実を図っていくというのが同社の意向です。
もちろん、一口にデータ分析といっても簡単なことではなく、選手

経営企画室 IT担当
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のパフォーマンスを客観的に把握することからして困難です。
例えば守備範囲や走塁スピードといった能力は、通常の試合記録
からは読み取ることはできません。

「そこで、映像データベースから切り出した選手の詳細な動きと
スコアラーが入力する試合データを連携させた、複合的な分析を
実現できないかと検討を始めました。これが可能になれば、選手が
持っている潜在能力を把握し、将来の『伸びしろ』を予測しながら
育成計画や補強に役立てていくことができます。技術的には十分
に可能というアドバイスも受けており、積極的にチャレンジしてい
く考えです」と三笠氏は話します。
そうした中では、χ援隊システムの基盤そのものの拡張を図って
いく必要も出てきます。

「現場に対して、新たな気付きや将来の予測を促すような付加価値
の高い情報を提供するためには、その背後で膨大なデータを多様
な指標から読み解いていく、数理科学や統計解析、データマイ
ニングなどの高度な分析手法を駆使できなければなりません。また、
その活動を支える技術やツールも日々進化しています。現在、提
案を受けているIBM SPSSソフトウェアも含め、新たな一歩を踏
み出そうとするわたしたちにとって最も適したソリューションは
何なのか、さまざまな選択肢を検討しているところです」と高田氏
は話します。
こうした同社の取り組みが、今後どんな成果として実を結んでい
くのか。ますます期待が高まっていきます。
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