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レポーティング ＆ 分析ソフトウェア
アプリケーションとビジネスプロセス内のインテリジェンス
TIBCO Jaspersoft BI Products
技術的ハイライトと利点
軽量でフレキシブルなプラットフォーム
AzureやAWSなどのプライベートクラウドやパブ
リッククラウドを含む、あらゆるオペレーティング
システムやトポロジにインストールします。
Jaspersoftは、あなたのアプリケーションのアーキ

TIBCO Jaspersoft®は、タイムリーかつ実用的なデータをアプリやビジネスプロセス内にも
たらすことで、人々がより迅速な意思決定を行えるようにします。 Jaspersoftは包括的なセ
ルフサービス機能と、手頃な価格のサブスクリプションモデルによる柔軟な組み込み可能な
アーキテクチャを提供します。 Jaspersoftは最新のアプリケーションに最新の分析技術を組
み込むことで、運用マネージャ、エグゼクティブのダッシュボード、アナリスト向けのデー
タの調査と分析、データアーキテクトのデータ統合と仮想化に関するインタラクティブなレ
ポートを提供できます。

テクチャに合わせて、最新のJavaアプリケーショ
ンサーバーとデータベースの組み合わせをサポー

迅速なインテリジェントなアプリケーションとインタラクティブなレポート

トしています。

•クライアント側のステートメントやWebベースのアクセス用に、印刷可能なレポートとイ
ンタラクティブなレポートを提供します。
•Webベースの簡単なレポートデザイナーを使用して、インタラクティブなレポートをすば
やく作成できます。
•堅牢なテラバイト規模のメモリ内エンジンを搭載したデータビジュアライゼーションによ
り迅速な洞察を発見したり、Amazon RedshiftやEMC Greenplumなどの最新のMPPデータ
ベースを使用して業界をリードするプッシュダウンテクノロジを無限に拡張できます。
•近代的なメタデータ層である基盤となるデータ構造の複雑さを隠す：Jaspersoftドメイン
•大規模なデータ接続を経由してHadoopやMongoDBなどの大規模データやNoSQLエンジ
ンを含む複数のデータソースにアクセスする
•CloudおよびSaaSアプリケーションに組み込みマルチテナントを活用する
•ダッシュボードとマッシュボードのサポートを利用して、内部データと外部データを1つの
ビューにまとめる
•クラス最高のWeb標準アーキテクチャを利用して、Webサービス、Javascript、およびHTML
/ CSSユーザーインターフェイスを使用して、組み込みBI要件を簡素化します。

データ・アゴニスト・アーキテクチャー
リレーショナル、NoSQL、ビッグデータ、および
クラウド・データ・ソースに対して直接レポートお
よび分析します。

HTML5の視覚化
どのデバイスからも、革新的でインタラクティブで
反応性の高い視覚化にアクセスできます。 何百も
のチャートタイプとビジュアライゼーションが利
用可能で、Javascriptで拡張可能です。

JAVASCRIPT, WEB SERVICES, JAVA,
PHP, REST, HTTP, APIs
完全なWebサービスプラットフォームを使用し
て、最適なBIをアプリケーションに組み込みます。

WEBスタンダードレポートとアナリティクスプラットフォーム

Jaspersoftは、業界初のJavascriptフレームワーク

Jaspersoftは、メタデータとコンテンツリポジトリ、レポート管理、セキュリティ統合、お
よびスケジューリングを含む、レポートと分析の為の完全なBIプラットフォームを提供しま
す。 BIプラットフォームは、Javascript、Java、PHP、HTTP、およびREST APIなどの豊
富なWebサービスを介して、スタンドアロン展開および他のアプリケーションとの統合を目
的として設計されています。 SaaSアプリケーションのマルチテナントとBIサーバーから
HadoopやMongoDBなどのNoSQLエンジンへのネイティブ接続を提供する最初のBIプラッ
トフォームです。

であるvisualize.jsを使用して、シームレスなエン
ドユーザエクスペリエンスを提供します。

ロバストメタデータ層
エンドユーザフレンドリー、エンタープライズ対
応、マルチデータソースのデータアクセス層に依存
しています。

Jaspersoft BIスタックは以下の製品で構成されています

:

複数のデータアクセスメソッド
テラバイト規模のメモリ内エンジンまたは業界を

TIBCO JasperReports® Library

リードするプッシュダウン技術を活用して、大規模

レポートエンジン

なデータ分析を無限に拡張できます。

最新のアプリケーションの為の最新の
セキュリティ
今日のアプリケーションに共通する複雑なセキュ
リティとデータアクセスのパラダイムを処理しま

TIBCO Jaspersoft® Studio

TIBCO JasperReports® Server

類に接続できます。

アドホックレポート、ダッシュボード、
インメモリ分析サーバー

す。 Jaspersoft は、最新のシングルサインオンシ
ステムとマルチテナントデータベースの多くの種

ビジュアルレポートデザイン環境

TIBCO Jaspersoft® ETL

高性能データ統合
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インタラクティブでピクセルパーフェクトなレポート

アドホックレポートを備えたセルフサービスBI

Jaspersoftは、Webおよび印刷可能な請求書、フォーム、およびあらゆる
種類の複雑なレポートを生成および配布する為に広く使用されています。
ピクセルパーフェクトレポートをインタラクティブに作成して、業務シス
テムやビジネスアプリケーションに格納された豊富なデータを活用する
こともできます。
Jaspersoftは、Webアプリケーション内またはスタンドアロンBIアプリケ
ーションとしてレポートを組み込む為に設計されています。
プロダクションレポートをサポートする主な機能は次のとおりです。
•印刷またはWeb表示用のピクセルパーフェクトレポートレイアウト
•複雑なレポートを作成する為のレポートブックとサブレポート
•技術者以外のユーザーが列データの並べ替え、フィルタリング、条件付
き書式設定の適用、移動/非表示、チャートタイプの変更を可能にするイ
ンタラクティブ機能
•1つのレポート内の複数のデータソース
•JDBC、HBase、HIVE、EJB、POJO、Hibernate、MDX、JSON、XML、
CSV、カスタムデータソースへのアクセス
•HTML5グラフィックス、マップ、および拡張性を含む何百ものビジュア
ライゼーション

最新のインタラクティブなWebテクノロジーと、リレーショナルデータソ
ースと非リレーショナルデータソースの豊富なメタデータマッピングに
より、パワーユーザーはITや開発者に依存することなく、独自のアドホッ
ククエリとレポートを作成できます。
メタデータレイヤーによって提供されるデータ仮想化サポートは、ETLま
たはデータウェアハウスを必要とせずに、異なるデータソースを単一のレ
ポートまたは分析ビューに統合します。

直観的なWebインターフェイスを使用することで、テクニカルではないユ
ーザーは、セキュアな環境でインタラクティブなレポートを作成、編集、
保存、スケジュール、および配布できます。 各レポートは、事前に定義
されたメタデータレイヤまたはクエリに対して構築され、ビジネスユーザ
ーにとって適切なセキュリティとシンプルさを保証します。
アドホックUIを使用すると、データビューを作成して、カジュアルなレポ
ートユーザーが共通のメタデータレイヤーから独自のレポートをパーソ
ナライズできるようにすることができます。

ダッシュボードとマッシュアップ
エンドユーザーは、独自のインタラクティブなBIダッシュボードを数分で
設計、設定、および展開できます。
レポートやチャートをWebベースのダッシュボードデザイナーにドラッ
グアンドドロップするだけで簡単です。
コンテンツを数回クリックするだけでドリルダウン機能を提供すること
ができます。
より豊富なBI経験を得る為に、URLアドレス可能なコンテンツやマップ、
ビデオ、コンテンツを他のビジネスアプリケーションからマッシュアップ
することもできます。

カラムナーインメモリとビッグデータ分析
エンド・ユーザーは、構造化または非構造化の大きなデータ・ソ
ースから、複数のディメンションおよびメジャーにわたるデータ
を直接接続および分析できます。 インメモリー分析エンジンと組
み合わされたプッシュダウンクエリー処理アーキテクチャーは、
OLAPサーバーまたはデータマート/データウェアハウスを必要と
せずに、あらゆるデータソースに対して優れたパフォーマンスを
提供します。 直感的な分析UIを使用することで、テクニカルでは
ないユーザーは、リレーショナルデータやNoSQLデータをドラッ
グアンドドロップ、ピボット、スライス、ドリル、チャート化す
ることができます。
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組み込みBI

マルチテナントサポート

Jaspersoft製品スイートの中心となるのは組み込みBIです。
Jaspersoftは、既存のアプリケーションの設計とコーディングで強力な分
析ツールを提供することに優れており、あらゆるレベルの知識労働者にデ
ータ駆動型意思決定を行います。
Jaspersoft JavaScript API-Visualize.jsは、開発者がルックアンドフィー
ルを大幅に制御できるようにすることで、組み込み体験をさらに促進しま
す。最終的な影響は、統合の苦労なしに、Webアプリケーションに高度に
インタラクティブなダッシュボードとレポートを作成する機能を組み込
むことです。

組み込みのマルチテナントサポートにより、組織のすべてのクライアント
でJaspersoftの1つのインスタンスを共有することができます。 柔軟なコ
ントロールは、独自のルール、ユーザー、およびテーマを作成および管理
する機能を含む、リポジトリの「スライス」をカスタマイズする手段をク
ライアントに提供します。
ユーザーは、列レベルおよび行レベルのセキュリティを使用して独自のス
ライスを制御し、アクセスの表示に関する制限を設定し、カスタムロジッ
クを使用してクエリをパラメータ化できます。
Jaspersoftは長年にわたるお客様の経験に基づいており、大規模なテナン
トの導入を容易に処理できるように設計されています。

モバイルビジネスインテリジェンス
ビジネス情報への即時かつユビキタスなアクセスは、競争力のあるアプリ
ケーションや組織の為の成長必需品となっています。
タブレットとスマートフォンデバイスの存在が確立され、モバイルBIの現
実が到来しました。

データ統合（ETL）
Jaspersoftを使用することで、あらゆる規模の組織が、正確で包括的なプ
ロダクションレポート、エンドユーザのクエリとレポート作成、データ分
析、オペレーショナルレポートの為のデータ統合プロセスを開発、管理、
実行できます。

TIBCO JasperMobile™を使用すると、ビジネスユーザーは、iPad、iPhone、
またはAndroidデバイスを使用して、移動中に情報を表示、探索、作成す
ることができます。
JasperReports Serverは、タッチ対応のタブレットブラウザ、またはネイ
ティブのiOSまたはAndroidアプリケーションを介してアクセス可能で、強
力なモバイルプラットフォームを提供します。
企業は、オープンソースのモバイルSDKを使用してネイティブBIアプリケ
ーションを構築するか、ブラウザインタフェースを使用して迅速に展開す
るかを選択できます。

製品版およびライセンス
Jaspersoft ETLソリューションは、データ統合、変換、移動、クレンジン
グ、豊かにする為の業界で最も使いやすく、最高性能のソリューションの
1つです。 Jaspersoft ETLテクノロジには、さまざまなデータソース環境
用に数十のコネクタが付属しています。 このツールは、従来の手動によ
るデータロードおよび変換のコード化と比較して、生産性、管理性、スケ
ーラビリティを大幅に向上させます。

Jaspersoft製品は、クラウド、プロフェッショナル、およびエンタープラ
イズエディションとして利用でき、変更可能なソースコードにアクセスで
き、オープンソースのコミュニティプロジェクトとして利用できます。
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コミュニティプロジェクト

TIBCO JASPERSOFTソフトウェアの入手

TIBCO Jaspersoft®コミュニティプロジェクトは、アプリケーションと運
用プロセスにレポートと分析機能を追加したいオープンソースの開発者
と技術愛好家にBI機能を提供します。
コミュニティソフトウェアはTIBCOによってそのまま配布され、GNU
AGPLまたはLGPLオープンソースライセンスの条項の下で修正および再
配布することができます。

Professional EditionおよびEnterprise Edition製品
クラウド、レポーティング、プロフェッショナル、エンタープライズ版の
製品は、コミュニティプロジェクトに基づいて構築されています。
•最高24時間365日の専門技術サポート
•Webベースのアドホック・レポート、ダッシュボード、統合されたイン
メモリ分析、強力なHTML5ビジュアライゼーション、マルチテナント、監
査ログによる管理の容易性などの高度な機能の製品
•法的補償および製品保証を含む商用ライセンス
•専門的に管理されたリリースサイクル
•広く普及しているアプリケーションサーバー、オペレーティングシステ
ム、およびデータベースに対する認定プラットフォームのサポート
詳細については、エディションページを確認してください。

Community Editionソフトウェアはcommunity.jaspersoft.comからダ
ウンロードできます。
Professional EditionおよびEnterprise Editionソフトウェアは、年間およ
び複数年のサブスクリプションを通じて利用できます。
無料の評価版、ライブでの試用版、または詳細については、
sales@jaspersoft.comに電子メールを送信するか、または
www.jaspersoft.com/downloadを参照してください。

サービスとサポート
TIBCOは業界最高レベルの（BI業界アナリストの独立した調査に基づく）
Jaspersoftの専門的なトレーニング、専門サービス、テクニカルサポート
を提供しています。

技術サポート
Jaspersoftのエキスパートテクニカルサポートでは、応答時間が保証され
ており、サポートエンジニアが必要なときにサポートすることができま
す。
サポートパッケージおよび年間製品サブスクリプションには、オンライン
ナレッジベースアクセス、プレミアムドキュメント、および高品質サポー
トが付属しています。

OEMライセンス
商用エディションは、OEMライセンスのもとでも利用可能であり、商用に
配布またはオンデマンドのSaaSアプリケーションにJaspersoftを組み込
みまたは再配布する権利をお客様に付与します。

TIBCO ANALYTICS
Jaspersoftは、幅広いTIBCO® Analytics製品グループに属しており、でき
るだけ早く多くの人の質問に対する正しい答えを提供することを目指し
ています。
Jaspersoftは、あらゆる知識労働者が毎日使用するアプリケーションに組
み込まれたレポートと分析機能を使用できるようにすることで、このビジ
ョンを実現します。 TIBCO Analyticsのもう1つのプラットフォームは、
TIBCOSpotfire®です。
これは、ビジネスアナリストがあらゆるデータセットへのアクセスを可能
にし、対話型の視覚化によって簡単に質問に答えることを可能にする、世
界クラスのデータ探索および高度な分析ツールセットです。
TIBCO Analyticsの製品は、TIBCOによる次の10年間のデータアクセスの
問題を解決し、Fast Dataの利点を得る為に必要なデータ処理を提供しま
す。

Global Headquarters
3307 Hillview Avenue
Palo Alto, CA 94304
+1 650-846-1000 TEL
+1 800-420-8450
+1 650-846-1005 FAX
www.tibco.com

トレーニング
TIBCOは、Jaspersoftのトレーニングをいくつかの形式で提供していま
す。
セルフペースオンライン（英語のみ）、インストラクターによるオンライ
ントレーニング（英語のみ）、通常のインストラクターによる教室でのト
レーニングなどがあります。
トレーニングは、自分のデータを使って、オンライン、またはあなたの
所在地で行うことができます。
クラスは実践的な例で実用的であり、出席者はすぐに生産性を高めること
ができます。

プロフェッショナルサービス
TIBCOは、分析、インストール、カスタマイズ、アップグレードおよび移
行、レポート開発の統合など、実装のニーズに対応する為に、Jaspersoft
のカスタムパッケージおよびプリパッケージされたプロフェッショナル
サービスを提供します。 TIBCO Jaspersoft Professional Servicesは、組
織の立ち上げ時間を短縮し、プロジェクト完了を加速するのに役立ちま
す。

エムキューブ・プラスハート株式会社
Embedded BIサービス事業部

販売代理店

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目9番4号
明治安田生命秋葉原昭和通りビル１０階
TEL: 03-5826-8482
Email: embeddedbi@moe3.co.jp
Web: jaspersoft.biz
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