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このレポートは、組み込みアナリティクスのシリーズの第4回です。 参照：

•組み込みアナリティクス：ビジネスインテリジェンスの将来、トピックの紹介
•どの組み込みアナリティクス製品が適していますか？

組み込み型のアプローチとテクノロジの評価
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エグゼクティブサマリー
情報経済から洞察経済に移行するにつれて、分析が最優先になります。企業や商用ソフトウェアベンダーを問
わず、あらゆる組織は、ビジネスユーザーが定期的に使用するコアアプリケーションに分析機能を組み込む必
要があります。しかし、最近まで、 アナリティクスを組み込むことは、大抵の場合、のるかそるかの努力とな
りました。

アプリケーションにチャートまたはダッシュボードを埋めることは、人々がそれを使うか、それから価値を得
ることを保証しません。 組み込みアナリティクスへの彼らの投資が成果をあげることを確実とすることの為
に、組織は方法論を必要とします。社内の開発者が分析を構築する前に、商用アナリティクス製品のトレード
オフと機能を理解する必要があります。

このレポートは、組み込みアナリティクスで成功する為の包括的なガイドです。組み込みアナリティクスプロ
ジェクトの定義、組み込み製品の選択、アプリケーションの構築と維持を行うことで、読者はステップを踏み
出します。 これは、組み込みの種類から商用アナリティック製品の検索対象まで、商用ソフトウェアベンダー
にとって特に関心のある組み込みアナリティクス機能のパッケージ化と価格設定までを網羅しています。

すべての人に組み込みアナリティクス
世界はパラドックスに満ちています。データ分析の専門家の為の1つはここにあります：
それが消えたときに分析が普及にします。

何十年もの間、ビジネスインテリジェンス（BI）と分析ツールは組織の25％以上に浸透していませんでした。
そして、その25％の範囲内で、ほとんどの労働者はツールを1週間に1回または2回しか使用しません。組み込みアナリティ
クスは方程式を変更します。 チャート、ダッシュボード、およびオーサリングおよび管理環境全体を他のアプリケーション
に挿入することにより、組み込みアナリティクスはBI導入を劇的に向上させます。キャッチは、ほとんどのビジネスユーザ
ーが「BIを使用している」ことを知らないということです。すでに使用しているアプリケーションの一部に過ぎません。
最良のBIツールは見えません。

オペレーショナルアプリケーションやカスタムアプリケーションの中に必要な場所に分析機能を組み込むことで、組み込ま
れた分析機能がBIの最後のマイルに到達します。作業者は過去の行動の影響を把握し、アプリケーションやコンテキストを
切り替えることなく、現在の問題にどのように対応するかを知ることができます。アナリティクスは、コアプロセスを管理
し、問題を解決する方法の不可欠な部分になります。その結果、組み込みアナリティクスは従来のBIやアナリティクスより
もはるかに高い導入率を実現します。
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組み込みアナリティクスは、従来のBIやアナリティクスよりも採用率が高くなっています。

対象となる組織
組み込みアナリティクスは、既存のアプリケーションをあらゆる組織にとってより価値のあるものにします。
ISV（独立系ソフトウェアベンダー）は、組み込みアナリティクスがアプリケーションの価値を43％向上させ、平均で25％
以上料金を請求できると報告しています。１

企業組織は、Salesforce.comなどの運用アプリケーションやSharePointなど

のイントラネットポータルに分析機能を組み込みます。いずれの場合も、組み込みアナリティクスは、データと洞察力をユ
ーザーの指先で把握し、洞察を得て行動を起こす為に必要なときに活用します。
ISV要件：組み込みの世界では、ISVは、伝統的な組織よりも厳しい要件があります。
（下記の「12の評価基準」参照）
ISVは、組み込み製品がホストアプリケーションのように見えるようにしなければならず、したがって、より高度なカスタ
マイズと拡張性を必要とします。また、クラウドISVには、マルチテナント環境で動作する組み込み製品が必要で、シーム
レスなユーザー管理とカスタム展開が必要です。多くのISVは階層型価格設定を提供しています。柔軟なユーザープロビジ
ョニングを行う組み込み製品が必要です。最後に、ISVはアナリティクスを購入する顧客の数を常に予測することはできな
い為、柔軟で手頃な価格モデルが必要です。
エンタープライズ要件： 従来の企業では、ISVよりも要件が少なくなっていますが、それは変化しています。
より多くの企業が顧客対応のWebアプリケーションを必要とするデジタル戦略を追求しています。ほとんどの場合、ISVの
ようにアナリティクスの費用はかかりませんが、多くの人がオンラインのカスタマーエクスペリエンスの重要な部分として
データアナリティクスを見ています。たとえば、ミューチュアルファンドは、顧客に、インタラクティブなダッシュボード
を提供します。インタラクティブなダッシュボードでは、ポートフォリオをスライス＆ダイスし、資金の売買などの行動を
取ることができます。したがって、近年、カスタマイズ、拡張性、マルチテナンシー、セキュリティの要件が大幅に増加し
ています。

構築または購入？
組織が分析機能を組み込むことを決めたら、いくつかの重要な決定をする必要があります。 1つ目の決定は、独自のアナリ
ティクスを構築するか、市販のツールを購入するかどうかです。
構築する： 社内開発者を抱える組織は、常に独自の分析機能を構築したいと考えています。しかし、アナリティクスがシン
プルで、ユーザーが変更を要求しない限り、商用ベンダーにアナリティクスを委託するのは常に賢明です。
商用分析製品は、社内開発者の開発期間を短縮し、ホストアプリケーションを構築することを困難にする、最善の機能を提
供します。
購入する：多くのアナリティクスベンダーは、ツールの設定、カスタマイズ、およびホストアプリケーションとの統合を可
能にしました。ほとんどの場合、埋め込まれたアナリティクスは大きな市場であり、ツールをサードパーティのアプリケー
ションとシームレスに融合させることを目指しています。

1

The Definitive Guide to Embedded Analytics, Logi Analytics, 2017–18.
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また、グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）の変更や、ユーザーがツール内を移動したりコンポーネントとやり
とりする方法を変更するなど、コーディングを行わずにツールを簡単にカスタマイズすることもできます。
広範なカスタマイズや統合が必要な場合は、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を使用してツール
のルックアンドフィールを微調整し、新しいデータコネクタ、チャート、イベントアクション、およびエクスポートタイプ
を作成できます。

組み込みの種類
第2の決定は、分析を組み込む為のアーキテクチャを把握することです。私たちの研究から、我々は、主に次の3つのアプロ
ーチを発見しました。 （図1参照）
図1.組み込みの3種類
分離された分析(Detached Analytics)： これは、2つのアプリ
ケーション（ホストとアナリティクス）が別々に実行され、URL
を介して緊密にリンクされている軽量な組み込み形式です。
このアプローチは、複数のアプリケーションが同じ分析環境、ポ
ータル、またはサービスを使用する場合に効果的です。 一般的な
例は、組織内の複数のグループがさまざまな内部Webサイトの
Webトラフィックを追跡する為に使用する商用サービスである
Google Analyticsです。
共有URLと共有データを除き、ホストアプリケーションと分析ツ
ールの間に共通点はありません。 2つのアプリケーションは、シ
ングルサインオン（SSO）を容易にする為に共通の認証メカニズ
ムを共有する場合もあります。
インライン分析(Inline Analytics)： インライン分析では、分
析ツールはホストアプリケーションの一部です。ホストと同じよ
うに見え、感じ、行動しますが、その中の別個の要素、タブ、ま
たはモジュールとして実行されます。
たとえば、新聞はウェブページ上の記事のテキスト内にチャートを組み込むことがあります。 または、ERPアプリケーシ
ョンは、ログイン時にダッシュボードを提示して、アプリケーションの各モジュールから要約アクティビティを表示する
ことがあります。 あるいは、顧客がアプリケーション内の活動についての分析を見ることができる別のタブがあるかも
しれません。 ほとんどの場合、組み込まれたコンポーネントは、Webページ内で実行されるHTMLコンテナであるiFrame
内にあります。
融合された分析(Fused Analytics)： 融合された分析は、ホストアプリケーションとの緊密な統合レベルを実現します。 こ
こで、分析（例えば、チャート、テーブル、またはグラフィックコンポーネント）は、ホストアプリケーションコンポーネ
ントと並んでおり、それらと双方向に通信する。 たとえば、在庫マネージャーは、さまざまな倉庫の在庫レベルを表示し、
画面から離れることなく補充オーダーを配置することができます。
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小売店のマネージャーは、毎日の需要予測を表示し、ボタンをクリックして次の週のシフトスケジュールを作成すること
ができます。 融合された分析は、フロントエンド表示を制御するJavaScriptライブラリとサーバー機能を有効にする
REST API呼び出しによって容易になります。

テクノロジーへの影響
ほとんどのアナリティクスベンダーはインラインアナリティクスをそれほど難なくサポートすることができます。 管理
者がウェブページのHTMLコードに挿入できる埋め込みコード（HTMLとJavaScriptのスニペット）を提供するだけです。
埋め込みコードは、分析アプリケーションを呼び出して、Webページ上のiFrame内の指定されたコンテンツを表示しま
す。 YouTubeやその他のソーシャルメディアサービスを利用するユーザーは、埋め込みコードに精通しています。
iFrameはサードパーティのコンテンツをすばやく簡単に埋め込む方法であり、ほとんどのアナリティクスベンダーがサポ
ートしています。
しかし、iFramesには欠点があります。 外部アプリケーションやサービスによって制御されるWebページ内のフレーム
やウィンドウなので、セキュリティ上のリスクが大きくなります。 また、ホストのWebページやアプリケーションとは
独立して動作します。ホストはiFrameの内部を操作できません。逆も同様です。 たとえば、戻るボタンを押しても、iFrame
の内容は変わりません。さらに、ブラウザによってはiFramesの動作が異なる為、管理が困難です。その結果、iFrames
の許可を拒否する組織が増えています。これに対応して、一部のアナリティクスベンダーは、iFramesがほとんどの限界
を克服する方法を改良しました。2
融合された分析は、iFrameがサポートできるよりも、ホストアプリケーションと分析アプリケーションの統合を強化する
必要があります。 また、融合された分析は、多くのアナリティクスベンダーがサポートしているよりも、大幅にカスタ
マイズ、拡張性、柔軟性、統合性を必要とします。 アナリティクスをアプリケーションに融合させたい企業は、その真
の組み込み可能性を発見する為に、アナリティクスツールのカバーを調べる必要があります。 （下記の「製品の選択」
を参照してください）
。

製品の選択と実装
もう1つの大きな決定は、組み込む可能な市販の分析製品を選択することです。 PDFへのエクスポートや印刷など、必要
な主要機能が含まれていない製品を選択すると、採用を妨げたり、プロジェクトを害する可能性があります。 または、
マルチテナント環境でシームレスに動作しない為、管理が面倒で時間がかかり、顧客満足を損なうエラーにつながる可能
性があります。 ほとんどのカスタマイズでカスタムコーディングが必要な為、展開が数週間または数か月遅れます。

2

これらのベンダーは、iFrameテクノロジをJavaScriptソリューションで置き換えることができるまで、これらのリビジ

ョンをストップギャップ対策と見なしています。
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このレポートは、組み込みアナリティクスのこれらおよびその他の落とし穴を回避するのに役立つように設計されていま
す。 商用のマルチテナント型クラウドアプリケーションに分析機能を組み込む方法を知る必要がある独立系ソフトウェ
アベンダー（ISV）であろうと、自社のアプリケーションを強化したい大企業のアプリケーション開発責任者であろうと、
このレポートは、成功したプロジェクトを確実にするのに役立つガイダンスを提供します。
このレポートは、4つの部分からなる方法論を概説しています：
1.プロジェクトを計画： 目標、タイムライン、チーム、およびユーザーの要件を定義します。
2.製品を選択： 評価基準を確立し、ベンダーのリストを作成し、概念証明を行い、リファレンスに話しかけ、製品
を選択します。
3.製品を展開： パッケージングと価格設定（該当する場合）を定義し、販売、マーケティング、トレーニング、サ
ポートを含む市場投入戦略を策定します。
4.製品を維持：使用状況を監視し、パフォーマンスを測定し、新しい機能とバグ修正を提供するアップグレードリズ
ムを開発します。
レポートの付録では、評価基準を深く掘り下げ、そして、あなたが将来のベンダーに彼らの製品があなたのニーズを満た
すことを確実とするよう依頼しなければならないという疑問を提供します。

1. プロジェクトを計画する
さらに、多くのチームが導入するテクノロジプラットフォームを選択することで、組み込みアナリティクスプロジェクト
を開始することができます。ベンダーを選んで分析に力を入れることは重要なステップですが、あなたが取り組む最初の
マイルストーンではありません。 代わりに、次のような質問を考えて始めてください。何を構築しようとしていますか？
誰の為に、なぜですか？ これらの重要な質問は、製品をより適切にターゲットし、お客様の状況に最適なテクノロジー
を選択するのに役立ちます。
まず、何を構築しようとしていますか？

誰の為に、なぜですか？

アナリティクスが技術的に成功するだけでなく、定義したビジネス目標を達成できることを確実にする為、6ステップモ
デルを推奨します。

フォーカスの確立
アナリティクスプロジェクトの目標を設定することは、エグゼクティブチームからエンドユーザーまでのすべての主要な
ステークホルダーがプロジェクト完了時に完全に満足するようにする為の重要な第一歩です。
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アナリティクスプロジェクトを成功させる為の基本的な手順は、次の3つです：テーブルステークスを定義し、デリゲー
ターを定義し、範囲外のものを定義します。
1.テーブルステークを定義します： テーブルステークスは、成功と見なされる為にプロジェクトに含める必要がある
必須要素です。 たとえば、アナリティクスにCEOのダッシュボードを含める必要があると判断したり、有用である為
に売上データと財務データの両方を含める必要があります。 これらの項目は「テーブルステークス」とみなされ、開
発計画の一部としてそれらを含める予定です。
2.デリゲーターを定義する： デリーターは、
「持っていればいい」製品要素であり、必須ではありませんが、顧客満足
度に非常に有益です。 これらは、ワークフローを大幅に合理化する要素であるか、単に製品をより楽しく使用できる
ようにする要素である可能性があります。 アプリケーションの使用には重要ではありませんが、存在する場合は顧客
を「喜ばせる」でしょう。
3.範囲外の項目： 製品に含まれないものを決めることも重要です。 遅れて到着する顧客の要求に対処するかどうかを
決定する困難な状況にアナリティクスチームを置かないようにしてください。 範囲外の機能やサービスをすべて事前
に特定することは不可能ですが、一連のガイドラインを作成するようにしてください。 たとえば、ユーザーがニーズ
に合わせて調整できるダッシュボードを提供することを選択できますが、未処理のデータフィードは配信できません。
あるいは、さまざまなユースケースをカバーする標準化されたアナリティクスセットを提供することもできますが、顧
客固有の「ワンオフ」データモデルは作成しません。

プロジェクトチームを定義
プロジェクトチームの構成は、アナリティクスプロジェクトの成功または失敗の重要な要素になる可能性があります。 た
とえば、プロセスに含まれていない法務チームが計画の主要な問題を抱えていた最後の段階で、いくつかのプロジェクト
が脱線しました。 アナリティクスプロダクトチームを構成する際には、プロジェクトの「コアチーム」に以下を含める
ことを検討してください：
•製品所有者/製品責任者
•開発/エンジニアリング部門責任者
•販売責任者
•マーケティング責任者
•運営・サポート責任者
次に、日々の意思決定に関与していないが、財務、請求、法律、セールスの実施/訓練を含め、途中で相談する必要がある
役割の表現を特定する。
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プランの作成

ベストプラクティスは、主要プロジェクトの利害関係者を 1 つの部屋に集めて、円滑なセッションの中核要素について話
し合うことです。 参加者の中には遠隔から出席する必要があるかもしれないが、出席者が出席することでより迅速で効
果的なセッションができます。

アナリティクスに焦点を絞っているかどうかに関わらず、プロジェクトチームは、組み込みアナリティクスを市場投入す
る為に必要な主要な手順を導く計画を作成することができない場合があります。 計画がなければ、チームは過度の時間
をかけて要件を収集し、人のニーズを分析するにはあまり時間を費やさなくなります。 計画を立てなければ、ベータテ
ストの問題を解決するなどの主要なタスクを実行する為に必要な時間が見過ごされる可能性があります。
基本的だが有用な計画を作成する手順は単純です。

プロジェクトの目標を設定： 技術的な作業が始まる前にプロジェクトの目標を設定することは、関係するすべての人が
成功基準に合致することを確実にする良い方法です。 アナリティクス計画の第一歩として、プロジェクト目標を作成す
る為の時間を確保してください。

タイムラインを設定： タイムラインは明白に見えるかもしれませんが、全体的な開始日と終了日に加えて、次のような
中間的なマイルストーンを計画することが重要です。

a. 製品設計の開始/終了
アナリティクス製品に含まれる機能を定義するプロセスはいつから始まり、終了しますか？ スケジュールされた開
始日と終了日がなければ、このプロセスのセグメントは予想よりもはるかに長く延長することができます。

b. 技術的な実装の開始/終了
プロジェクトの技術的側面はいつ開始され、完了するでしょうか？ これには、データソースへの接続、分析プラッ
トフォームの実装、コア製品との統合、ユーザー管理の適用などの項目が含まれている必要があります。

c. マーケティング活動を開始する
あなたがそれを構築するなら、あなたはそれらが来ることを望みます。 しかし、開発が完了する前に、迅速な到着
を期待することは望ましくありません。 ロゴの作成、広告、デモとセールスコラテラルの作成、トレーニングドキ
ュメンテーションを含む主要なマーケティング活動の日付を設定する計画です。

d. ベータ期間の開始/終了
分析を開始する前に、慎重に選択された一連のベータユーザーを使用して分析アプリケーションをテストする必要
があります。 このプロセスの妥当な日付を選択し、ベータユーザーの選択、製品の教育、テスト結果のレビュー、
特定された問題の解決に時間を含めるようにしてください。
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e. 提供開始/エンドユーザーへの提供
製品が完成した後も、既存のユーザーへの提供する必要があることを忘れないでください。
ユーザーに段階的にを提供することを計画し、チームがサポートの問題に圧倒されないように管理可能なグループ
を定義します。そして、あなたが見つけるかもしれない問題を解決できるように、各段階の間に時間を残すことを
忘れないでください。

コミュニケーション計画を作成
製品チームのメンバーとして、アナリティクスプロジェクト内で起こっていることをすべて認識しているかもしれません
が、他の人はあなたの進歩について知りません。情報がない場合、不正確なデータが顧客または他の関心のあるグループ
に伝達されることがあります。 内部の人員と潜在的な顧客の両方のコミュニケーション計画を立てることで、これを防
ぐことができます。 あなたの組織の中のものと外部のものとでは計画が異なりますが、すべてのコミュニケーション計
画には以下が含まれていなければなりません：
•進行状況に関する定期的な更新
•重要なマイルストーンの日付の変更
•プレビューやトレーニングセッションなど、予定されているイベント

メトリックとトリップワイヤを設定
製品開発作業を開始した後、特にベータテストやロールアウトを開始した後は、重大な問題の発生時期を特定することが
難しくなります。 その為、メトリックとトリップワイヤの設定は、計画段階では有効です。
重大な問題がいつ現れるかを特定するのは難しいかもしれません。 メトリックとトリップワイヤの設定は良い考えです。
メトリック（測定基準）は、製品の性能を測定する為に使用されます。 以下のトラッキングを検討する：
•製品の稼働時間
•チャートとダッシュボードの応答性（つまり、読み込み時間）
•失敗したデータロード
•ユーザーの総数
•ペルソナタイプによるユーザー
•アナリティクスを使用した時間
•チャーン（分析アプリケーションに戻らないユーザー）
•使用されている機能
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トリップワイヤは、ビジネスに支障をきたすような問題を引き起こす前に、重要な状況を警告します。
これは、超過した場合、開発チームからの応答をトリガーするメトリクス値です。たとえば、製品の稼働率が 99.9％未
満である場合は、問題が解決されるまでアナリティクス製品の一般公開が中止されることを示すトリップワイヤがありま
す。各メトリックには確立されたトリップワイヤが必要であり、各トリップワイヤには次の要素が含まれている必要があ
ります：
•超過した場合、応答をトリガーするメトリック値
•「ロールオフの停止」や「前のバージョンへのロールバック」などの所定の応答
•メトリック/トリップワイヤを確認し、措置が必要かどうかを決定する責任者
メトリックやトリップワイヤはプロジェクトの成功を保証していませんが、問題を解決する為の時間とストレスを大幅に
削減できます。

ターゲットユーザーを選択
ユーザーのニーズを完全に理解しているか、すべてのユーザーが同じであると考えるのはよくある間違いです。 ターゲ
ットユーザーの詳細なニーズや、遭遇する可能性があるさまざまなユーザータイプを考慮せずに、多くのチームが組み込
みアナリティクス製品を立ち上げています。 詳細なユーザーペルソナを作成し、ミッション/ワークフロー/ギャップ分
析を行うことで、このような状況を回避します。
多くのチームが、ユーザーの詳細なニーズや遭遇する可能性のあるさまざまなユーザータイプを考慮せずに、
組み込みアナリティクス製品を立ち上げています。

仕組みは以下の通りです：
ステップ 1：ペルソナを選択します。 魅力的なデータ製品を作成する最良の方法は、ユーザーの問題を解決する分析を
提供することです。 これは一般的な「ユーザー」にとっては困難ですが、特定のユーザー「ペルソナ」またはユーザー
の種類に対して実行できます。 まず、アナリティクスを調整する 2 つまたは 3 つの主要なユーザータイプ（ペルソナ）
を選択します。 これらは、
（幹部のような）パターンや傾向を探している戦略的ユーザーや、営業担当者や注文履行チー
ムのような作業手順の実行に重点を置いている戦略的ユーザーかもしれません。 アナリティクスには多くのパーソナリ
ティの機能を追加することができますが、主要な意思決定者に最初に影響を与えることができるペルソナから始めてくだ
さい。 これらのユーザータイプをアナリティクスアプリケーションに取り入れることで、他のユーザーの採用を促進で
きます。
ステップ 2：ミッションを特定する。 選ばれたペルソナごとに、次のタスクはユーザーの使命を理解することです。
彼らの役割で何を達成しようとしていますか？ 彼らは全体的な販売を改善しようとしていますか？ 彼らは顧客一人当
たりの収益を増やそうと努力していますか？ ペルソナが達成しなければならないことを理解することは、分析がどこに
必要かを理解するのに役立ちます。
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ステップ 3：ワークフローとギャップをマップする。 第 3 のステップは、それぞれの人物の使命を理解したので、それ
に続くワークフローと存在するギャップを概説することです。 これらのステップとギャップは、プロジェクトチームに
アナリティクスを追加して、ミッションを達成する為にペルソナを支援します。それをシンプルに保ちます。
ペルソナが「営業責任者」で、ミッションが「売り上げ増加」の場合、単純なワークフローは次のようになります。
（a）月の売上高を見直す
（b）そのセグメント内で行われた行動を特定する
（c）より効果的な戦術を経営者に推奨する。
このワークフローでは、アナリティクスが営業責任者の有効性を向上させる可能性があります。おそらく、ダッシュボー
ドをレビューするのではなく、販売実績をレビューしたり、成果の低いセグメントを特定することは、レポートを実行す
る必要があります。おそらく、どのような行動が取られているのかは、顧客関係管理（CRM）システムの中で深く調査
し、アクションをセグメントに関連付けることを必要とします。
ワークフロー内の情報の隙間を発見し、個人のミッションを理解することによって、プロジェクトチームは
ユーザーの前に高価値のアナリティクスを確実に提供することができます。
プロジェクトチームは、ワークフロー内で情報ギャップを発見し、個人のミッションを理解することによって、ユーザー
の前に高価値のアナリティクスを確実に置くことができます。 これは、既存の Microsoft Excel ベースのレポートを複
製し、新しいフォーマットがユーザーを引き付けることを望んでいると推測されるゲームにはなりません。 実際にペル
ソナの価値を追加するアナリティクスのみが、ミッションを実行するのを助けるような配慮されたレイアウトで、ダッシ
ュボードに配置されます。ターゲットユーザーがアナリティクスを使用して問題を解決するにつれて、エンゲージメント
が向上します。

2. 組み込みアナリティクス製品を選択
評価基準の作成
ユーザー要件を定義したら、製品を選択する為の仕様に変更する必要があります。 次の評価基準は、市場にある数十か
らのベンダー3〜4 社のショートリストを作成するのに役立ちます。 この基準は、各ファイナリストの分析を導き、概念
証明を形作ります。
私たちは数多くのベンダーと話しましたが、それぞれに長所と短所があります。 Gartner や Forrester などのアナリス
ト企業は、BI ツールの年間評価を実施しており、その一部はベンダーの Web サイトで公開されています。 G2 は BI ツ
ールに関するクラウドソーシング研究を提供する一方、ドイツの調査会社 BARC はアナリストの意見とクラウドソーシ
ングによる評価を組み合わせたハイブリッドレポートを発行しています。
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しかし、これらのレポートでは一般的に組み込みアナリティクスと密接な関係はありません。
差別化要因は微妙で評価が難しいことが多いからです。なぜなら、それはコードに埋め込む必要があるからです。
組み込みアナリティクスの中の差別化要因は微妙であり、コードに埋め込む必要がある為
評価するのが難しいことがよくあります。

主要な差別化要因
アナリティクスとホストアプリケーションを緊密に統合したい企業にとっては、次に挙げる 3 つの重要な点があります：
•高度にカスタマイズされたソリューションをどのくらい迅速に展開できますか？
•ソリューションのスケーラビリティは？
•ベンダーは開発者の考え方を持っていますか？
展開の速さ： 最小限のカスタマイズを必要とする組み込みソリューションの導入は簡単です。
単にベンダーのロゴをあなたのものに置き換え、フォントのスタイルと色を変更し、埋め込みコードをあなたのウェブペ
ージにコピーするだけです。 しかし、カスタムアクション（WebHook や更新など）
、ユニークなデータソースとエクス
ポートフォーマットがあり、マルチテナント環境でシームレスに動作する、本当にカスタムのルックアンドフィール（つ
まり白いラベリング）を持つソリューションが必要な場合は、埋め込みの為に最初から設計された分析ツールが必要です。
最適なツールは、豊富なカスタマイズと拡張性を提供するだけでなく、最小限のコーディングでそれ実現します.

最適なツールは、豊富なカスタマイズと拡張性を提供するだけでなく、最小限のコーディングでも実現します。 彼らは
独自のアプリケーションを作成しているので、ポイントアンドクリックのプロパティエディタを使用してすべての要素を
カスタム調整できます。 また、テンプレート、テーマ、およびウィザードを提供して、開発とカスタマイズを簡素化し
ます。 そして、顧客が独創的で設定可能な範囲を超えたい場合、ツールはアプリケーションプログラミングインターフ
ェイス（API）を介して容易に拡張することができます。

スケーラビリティ： 分析ソリューションのスケーラビリティを理解することは重要です。特に商用ソフトウェアでは、
使用量が急増する可能性があります。このツールには、クラスタで実行しロードバランシングをサポートするなど、強力
なシステム管理機能が必要です。 同時ユーザーの数が増えデータ量が増えるにつれて一貫性のあるクエリパフォーマン
スを提供するスケーラブルなデータベース（独自のものであれ第三者のものであれ）も必要です。 多くのベンダーは、
メモリ内のデータベースまたはキャッシュを提供して、頻繁にクエリされるデータをメモリに保存してパフォーマンスを
向上させます。
マイクロソフトは、マイクロサービスと粒度の高い API をサポートする最新のアーキテクチャで、ソフトウェアを効率
的に設計する必要があります。 理想的には、処理が必要に応じてシームレスに拡張できるクラウド環境で動作します。
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開発者の考え方： 開発者が関与する必要がある場合、分析ツールはニーズに合わせて作成する必要があります。
API はどれくらいうまく文書化されていますか？
ールを習得しなければなりませんか？

開発者は独自の統合開発環境を使用できますか、または新しい開発ツ

独自のアプリケーションサーバーでツールを実行できますか、独自のアプリケー

ションサーバーとデータベースが必要ですか？
独自の API を使用して構築されましたか？

ツールのソフトウェアアーキテクチャはどのくらい現代的ですか？

JSON データを返す REST 呼び出しを介してバックエンド Java 環境と通信

する Angular JS などの JavaScript フレームワークを使用して構築されたフロントエンド環境を備えていますか？
企業は最新のソフトウェアアーキテクチャーを採用しており、第三者の独占的な独自のソフトウェアで
それらを汚染したくない。
ますます、企業は近代的なソフトウェアアーキテクチャを採用しており、第三者の独占的な独自のソフトウェアでそれら
を汚染したくはありません。 将来の組み込みアナリティクスソリューションは、独自のサーバーやソフトウェアではな
く、ホストアプリケーションと Web サーバー上で動作するホストコードにシームレスに挿入されます。

12 の評価基準
製品の徹底的な分析はまだ行っていませんが、ベンダーに主要な差別化要因や弱点を特定する為にどのような質問が必要
なのかを十分に調査しました。以下は、組み込みアナリティクス製品を選択する際に評価するトップ 12 の基準のリスト
です。
（各項目の詳細な説明については付録を参照してください。また、これらの項目と独自の基準を使用してスコアリングし
て比較する為のコンパニオンスプレッドシートをダウンロードしてください）
。
これらの基準は、ISV と企業の両方に適用されますが、しかし、いくつかはどちらか一方により関係します。
たとえば、カスタマイズ、拡張性、マルチテナンシー、および価格設定/パッケージングは、ISV にとって非常に重要で
すが、企業にとってはそうではありません。
1. 埋め込み： アナリティクスツールのどの部分を組み込むことができますか？そうでない部分はありますか？
最適な組み込みアナリティクスツールを使用すると、モバイルの使用、オーサリング、管理など、あらゆるものを
組み込むことができます。 オブジェクトは iFrame（インライン）または JavaScript（融合）を介して組み込まれ
ていますか？
2. カスタマイズ： コーディングなしでツールのどの部分をカスタマイズできますか？ 最適なツールを使用すると、
開発者の助けを借りずにホストアプリケーションとシームレスに融合するカスタムグラフィカルインターフェイス
を作成できます。 コーディングが少なくなればなるほど、プロジェクトはより速く展開されます。
3. 拡張性： このツールは、新しいチャート、データコネクタ、エクスポート機能などの新しい機能を簡単に追加
できる API またはプラグインフレームワークを提供していますか？
4. データアーキテクチャ： データアーキテクチャはどれほど柔軟性がありますか？ ホストデータベースと他のデ
ータソースを直接クエリできますか？ スケーラビリティとパフォーマンスを向上させる為に、独自のメモリ内また
は永続的なデータベース（またはサードパーティのデータベース）にデータをロードできますか？ 必要に応じて、
ポイントアンドクリックインターフェイスを使用してデータをモデリング、クリーンアップ、統合、変換すること
はできますか？
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5. プロセス統合： 組み込みアナリティクスツールは、ホストアプリケーションとの双方向通信をサポートしてい
ますか？

ホストナビゲーションフレームワーク（パネルまたはツリー）が分析ツールを駆動でき、分析ツールが

ホストアプリケーションを更新できるかどうか？

このような統合をサポートする為にカスタムコーディングは

どのくらい必要ですか？
6. セキュリティ： このツールは、ホストアプリケーション認証とシングルサインオンフレームワークをサポート
していますか？ 必要に応じて、独自の認証フレームワークをサポートしていますか？

どのレベルのアクセス許

可とアクセス制御がサポートしていますか？ 行と列レベルのセキュリティを提供していますか？
7. マルチテナント： 単一のダッシュボードをカスタマイズして、各テナントが異なるビューを受け取れるように
することはできますか？ 各テナントは独自のデータベースを実行できますか？ 各テナントは、独自の分析環境の
アクセス許可を設定できますか？ カスタマイズをアップグレードできますか？ 最も重要なのは、テナントは個々
にではなく単一のコンソールから一元的に管理できるかどうかです。
8. 管理：アプリケーションの管理コンソールから組み込み製品を管理することはできますか？

組み込み製品は、

dev / ops、ユーザ管理、システム監視、システム管理（負荷分散、クラスタ管理、バックアップ/リストア）
、クラ
ウドプロビジョニング、ローカライゼーションなどの管理ツールを提供していますか？
9. システムアーキテクチャ： BI ツールのシステムフットプリントは何ですか？ データセンターやクラウドプラ
ットフォームの要件に準拠していますか？ どのくらい軽量ですか？ アプリケーションサーバーが必要ですか？
データベースサーバー？ セマンティック層？
10. ベンダー：ベンダーは組み込みに関してどの程度の経験を持ち、どのレベル（分離、インライン、融合など）
ですか？

プロジェクトを立ち上げる為にどのようなプログラムが提供されていますか？ 彼らはあなたの要件に

合うように、柔軟なまたは価値に基づく価格を提供していますか？
11. アナリティクス：製品はどのような種類の分析をサポートしていますか？ 主にレポートツール、ダッシュボー
ドツール、OLAP ツール、またはセルフサービスツールですか？ 現在、すべてのベンダーが機能の完全なスタック
を提供していますが、そのほとんどが 1 つまたは 2 つの分野で優れています。
12. ソフトウェアアーキテクチャ：分析ツールでは、フロントエンドとバックエンドのコンポーネント間で通信す
る為に REST API と JSON を使用していますか？ フロントエンドは Angular JS のような Java フレームワークで
記述されていますか？ バックエンドは Java アプリケーションですか？ ソフトウェアはマイクロサービスの周り
に設計されていますか？
これらの基準の詳細については、以下の付録を参照してください。
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3.あなたの分析アプリケーションの構築
プランとツールを選択したら、次のステップは開発を開始することです。 しかし、おそらく当初考えていたかもしれな
い開発ではありません。 アナリティクスの技術的な実装と並行して、プロジェクトのビジネス面を開発することをお勧
めします。 このフェーズでは、アナリティクスをどのように市場に導入するか、つまり、パッケージング、価格設定、
発売後のサポートなどを十分に検討する必要があります。

パッケージングを定義
まず、分析の為のパッケージングモデルを設計します。 パッケージングは、商用製品を販売するソフトウェアベンダー
にとって特に重要です。 しかし、内部アプリケーションに分析機能を組み込んだ企業は、これらの重要な原則を理解す
ることで利益を得ることができます。
チームは、分析を「オールオアナシング」の仕事とみなすことがよくあります。 大規模で堅牢な一連の機能を備えた完
全な一連の分析機能を備えているか、まったく分析機能を備えていないこともあります。 途中の道はありません。
しかし、このアプローチでは、さまざまなユーザーのニーズを考慮しません。 エキスパートのユーザーは、より洗練さ
れた分析機能を望んでいるかもしれませんが、初心者のユーザーはそれほど必要としないかもしれません。 「オールオ
アナシング」のアプローチでは、新しい機能を追加する際に、上向きのパスを作成する機会はほとんどありません。 ア
ナリティクスを分割して、エキスパートユーザーに強力な分析を提供し、他のユーザーが必要に応じて追加の機能を購入
できるようにする方がよい場合があります。

階層モデル
あなたは、最初から考えられるすべての分析能力をユーザーに与えたくはありません。 代わりに、階層モデルを使用し
ます。オンラインサービスにサインアップして、製品の「ベーシック」、「プラス」、または「プレミアム」バージョンか
ら選択するように求められた場合は、階層モデルが見られます。それをシンプルに保つ為、買い手が選択すると予想され
るレベルをあまりにも多く追加しないでください。
たとえば、次の階層を使用する場合があります：
•ベーシック：これは「エントリレベル」の層であり、すべてのユーザーのデフォルトにする必要があります。
これらの入門的ではあるが有用な分析をすべての単一ユーザーの手に任せることで、分析的な分析の価値を理解するこ
とができます。 ほとんどの組織では、これらの分析をコアアプリケーションにバンドルしていますが、通常はコスト
をカバーする為にコアアプリケーションの価格を名目上の価格で引き上げます。
•プラス：これは、社内チーム（西部地域と東部地域など）のベンチマーク、データの追加層（気象データ、経済指標、
財務データなど）
、チャートの深い掘り下げなどの高度な分析機能です。
この層は、コアアプリケーションの上に追加料金として別途料金がかかります。
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•プレミアム：上位層は、パワーユーザー、アナリスト、またはその他の上級ユーザーが使用する為に購入されます。
ここでは、外部ベンチマーク（業種全体の業績を比較するなど）や、ユーザーがまったく新しい指標、グラフ、ダッシ
ュボードを作成する機能などの機能を追加できます。 これは最も高価な層になります。
この形式で提供品を設計すると、データ分析製品の所有者にとっていくつかの大きな利点があります：
•それは初心者ユーザーを圧倒しません。 あまり機能をあまり提供しないことは理想的ではありませんが、あまりに
多く提供すると悪化する可能性があります。 無数の複雑でおそらく圧倒的な機能が見られると、ユーザーはアプリケ
ーションを使用するには複雑すぎると判断することがあります。これらのユーザーは去って、再び帰りません。
•それはアップグレードパスを提供します。時間が経つと、顧客は分析ニーズがより洗練されたものになると期待でき
ます。開始日にユーザーを満足させる棒グラフは、1 年で十分ではないかもしれません。
階層化されたモデルでは、ニーズが拡大するにつれて追加の機能を購入することができます。ユーザーの成長に合わせ
た自然なパスがあります。
•ユーザーの関与を容易にします。 どのようにして顧客がデータ分析製品を購入して使用するよう誘導することがで
きますか？ 最小限の、しかし依然として貴重な機能を備えた「基本的な」分析層を含めることがその答えです。
基本層は、高度な分析層にアップグレードする際に体験できる内容をすべての顧客に無料で提供することができます。

アドオン機能
残念ながら、階層化されたモデルで構成されていても、すべての顧客がアナリティクス製品で満足できるわけではありま
せん。カスタムメトリック、ダッシュボード構造、およびその他のデータが必要なものもあります。
あなたが余分な料金を払うことができるいくつかの「アドオン」製品は以下の通りです：
•追加のデータフィード：コアアナリティクス製品には共通のデータソースが含まれている場合もありますが、一部の
お客様は、ユースケースごとに異なるフィードを必要とします。 代替 CRM システム、代替金融システム、天気予報、
経済データ、または専有データソースへの接続さえも含まれます。
•カスタマイズされたモデル：「カスタムデータモデル」は、購入者が製品の基になるデータモデルを変更することを
可能にします。 購入者が独自の数式を使用して「顧客離れ」を計算する場合は、このモデルの変更をアドオンとして
サポートします。
•視覚化： 顧客は、新しいチャート、ユニークなモバイルディスプレイ、カスタム統合など、情報を提示する為の斬
新な方法を要求することがよくあります。
•より多くのデータ： 製品チームは、より多くのデータを提供することによって、分析アプリケーションを拡張する
ことができます。5 年の代わりに 7 年、集約されたデータの代わりに詳細なトランザクション・レコード。
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サービス
データアプリケーションは複雑で、多くの場合、多くのデータソースに深く統合されています。 この為、コアアナリテ
ィクス製品を補完するサービスを提供することを検討することもできます：
•インストール/セットアップ： 顧客のデータソースへのマッピングや接続、社内サポート担当者の訓練、ユーザーの
読み込み支援など、分析製品の設定を支援します。
•カスタマイズ： カスタムチャート、メトリクス、またはデータモデルを作成することを提供する。
•マネージド分析：時折、データ製品の顧客は、分析結果を解釈する際に支援を要請してきます。 これは、分析に関
する定期的なレビュー（例えば、パフォーマンスを評価する為の四半期の検査）または分析質問があるときに顧客が電
話する「エキスパート・オン・デマンド」サービスの形を取ることができる。
上記の状況は、通常の製品テクニカルサポートとは大きく異なります。マネージド分析サービスは、収益性の高い収益源
になる可能性があり、予想よりも多くのリソースを消費する可能性があります。それは、ビジネスモデルを製品オリエン
テーションからサービスモデルに歪ませます。

価格設定
アナリティクスの価格設定は、テクニカル製品の実装よりもはるかに複雑ではないという単純な命題のように聞こえるが、
それはまれである。実際には、プロジェクトの価格設定部分が実際の分析実装よりも時間がかかる場合があります。 し
かし、データ製品の料金を決定することは難しいことではありません。 価格の落とし穴を避ける為のガイドラインを以
下に示します。
分析製品の料金：アナリティクスは、ユーザーが意思決定をより迅速かつ正確に行い、全体のプロセスサイクル時間を改
善するのに役立ちます。そのようなビジネス改善には価値があり、それを提供することには課金が必要です。
ただし、アナリティクスが価値を付加しない場合、一部の製品チームはアナリティクスを無料で提供することに決めます。
アナリティクス製品の価値と価格との間に明らかな不一致がある場合、回答は開発プロセスのペルソナ/ミッション/ワー
クフロー/ギャップステップを再検討することです。
早期に開始： プロセスの後半に価格を設定することは、製品が完全に定義され、コストが設定されると、価格オプショ
ンを作成する為の柔軟性が大幅に制限される為、間違いです。 開始日の直前に重要なプロジェクト要素を再加工するの
ではなく、各製品層（基本、プラス、プレミアム）に適した早期およびクラフトの価格ポイントを開始します。
単純にする：複雑な価格モデルは、買い手をうんざりさせます。混乱の原因となり、購入サイクルが遅くなります。
利用できるアドオンを制限して、コアアプリケーションの価格に主要機能を含める。
基本的な層を安価にする：基本層はできるだけ安価に保つ。 人々は分析を試して、より高い層を購入するように夢中に
なってほしい。 余分な価格をコアアプリケーションのコストに乗せ、すべてのユーザーが基本層にアクセスできるよう
にします。
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あなたのビジネスモデルに一致します：コアアプリケーションの料金が月額ユーザーの料金に基づいている場合は、アナ
リティクスの追加価値を考慮してその料金にわずかな割合を加算します。買い手の目を引く「アナリティクス機能」と呼
ばれている新しい項目を加えないでください。 分析機能をコアアプリケーションの機能の一部にします。

プロセスをサポートする計画
多くのチームは、分析の為のエネルギー設計、ダッシュボードの作成、価格設定の考え方などを費やしていますが、サポ
ートプロセスについては忘れてしまいがちです。顧客向けのデータ製品の一部として組み込まれた分析は、本質的に、企
業や「あなたの組織」の分析とは異なります。データ製品には、マーケティング計画、営業トレーニング、および適切に
設計された分析アプリケーションを発売後に盛り上げる為のプロセスが必要です。
アプリケーションのサポートプロセスの計画を開始する方法は次のとおりです。

影響を受けたプロセスをリスト
サポートプロセスを準備する為の最初のステップは、影響を受けるものを正確に列挙します。
この手順については、2 つの方法があります：
1. プロセスをブレインストーミング：この製品は、約 45 分間、潜在的に影響を受けるプロセスのリストをブレイン
ストーミングするのに費やしています。これは他のブレインストーミングセッションと変わりありません。
アクション性の低い組織名（
「オペレーショングループ」など）ではなく、プロセスの一覧表示（例：
「サポートチケッ
トの取得/解決/終了プロセス」など）を確認してください。
2. 他の製品のリストから作業：あなたが過去に製品を供給している組織の一員であれば、すでに「組織の準備」のチ
ェックリストがあるかもしれません。そうであれば、別の製品チームによって開発されたサポートプロセスの一覧は、
始めるのに最適な場所かもしれません。リストを少しキュレーションする必要があることがわかりますが、オーバーラ
ップが重要であり、時間を節約できます。

新しいデータ製品によって一般的に影響を受けるリストは次のとおりです：
•プロビジョニングまたはインストールプロセス
•新規ユーザーオンボーディングプロセス
•トラブルチケットまたは問題管理
•ユーザーエクスペリエンスプロセス
•製品ロードマッププロセス（要求摂取を含む）
•利用状況の追跡または監視
•セールストレーニングプロセス
•課金プロセス
•廃止措置または非アクティブ化プロセス
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プロセスの変更を定義する
次のステップでは、新しいデータ製品をサポートする為に、リストされた各プロセスが変更する必要がある度合いを判断
します。
•影響を受ける可能性のあるプロセスごとに簡単なフローチャートを作成する。
•シナリオを適用する： アナリティクスに問題があると思われる。 あなたの既存のプロセスはそれに対処できます
か？ 分析プロダクトに対応するプロセスステップを追加または変更する。
•公開とトレーニング： 新しいプロセスを影響を受ける可能性のあるチームに提示し、他のプロセスドキュメント
が保管されている場所にプロセスドキュメントを保管します。

メトリックの作成
新しいプロセスを導入するには、プロセスのパフォーマンスを監視して、すべてが計画どおりに機能するようにする必要
があります。 新規または変更されたプロセスごとに、サイクルタイム、スループット、障害率、コスト、および顧客満
足度を追跡する為のメトリックを作成します。 これらのプロセスを既存のプロセスとベンチマークして、それらが同等
性を発揮していることを確認します。

4. あなたの分析を維持する
アナリティクスを導入してユーザーに提供しても、このプロセスは完了していません。 実際、最も成功したアナリティ
クスチームでは、フィニッシュラインのスプリントではなく、組み込みアナリティクスをサイクルと見なしています。
製品の発売完了後、あなたは利用されているものとそうでないものを考慮する必要があります。 個人のニーズをよりよ
く満たす為に機能を追加または微調整する必要があります。 アナリティクスの導入と使用が時間とともに低下しないよ
うに、継続的に改善する必要があります。

ユーザーからのフィードバックを収集する計画を作成
人々は常にアナリティクス機能を使用するユニークな方法を見つけます。
あなたのユーザーが何をしているかを学ぶ。 彼らの実験はあなたのプロジェクト開発を導くことができます。
分析アプリケーションでフィードバックを収集するには、次の 3 つの方法があります：
• アナリティクスで分析を使用する： プラットフォームによっては、どのダッシュボード、チャート、およびフィ
ーチャーが最も頻繁に使用されているかを監視することができます。
• エッジケースを監視する： 最も苦情を申し立て、要求を提出し、ヘルプデスクに電話するユーザーは、金銭的な
情報です。 彼らはしばしば、アナリティクスを誰にとってもより良いものにする為にどのような機能を実装できる
かについて、長らく話しています。 それらを無視しないでください。
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• ショルダーサーフィン： ショルダーサーフィンは洞察力を集める簡単な方法です。 ユーザーが独自の環境で自
社のコンピュータで独自のタスクでアナリティクス製品とやりとりすることをユーザーに許可する権限を取得しま
す。 ショルダーサーフィンは、ユーザーが正式なフォーカスグループで言及しなかったかもしれない信じられない
ほどの洞察を明らかにすることができます。

ペルソナと機能を拡張するロードマップを構築
限られた数のペルソナとワークフローを最初の実装で開始したにもかかわらず、アナリティクスを維持する為の鍵は、提
供されたペルソナと、対応されたユースケースの両方を拡大することです。エグゼクティブペルソナで始めた場合、特定
のタスクやプロジェクトに関する情報を必要とする戦術的なペルソナを追加することを検討してください。 また、既存
のペルソナのワークフローを追加します。 たとえば、以前に導入されたキャッシュフロー分析を補完する為に、CFO の
予算ダッシュボードを追加します。

計画を伝える
残念ながら、新しい情報がない場合、ユーザーは進歩がないと仮定します。直ちに必要なペルソナ、ワークフロー、機能
をすべて追加することはできない場合でも、次回の予定や今後の予定をユーザーが理解できるように、コミュニケーショ
ン計画を作成してください。
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結論：成功要因
アプリケーションに別の製品を組み込むことは容易ではありません。うまくいかなくなることがたくさんありますが、そ
の技術は簡単な部分です。困難な部分は、人々を捕えて、顧客に価値を提供する為に必要なプロセスを確立することです。
組み込みアナリティクスプロジェクトの最前線で成功を収める為の重要な成功要因は次のとおりです。
1. あなたの戦略を知る：もしあなたがどこに行くのか分からなければ、あなたはどこかで方向を見失います。
プロジェクトの目標を定義し、設計、製品の選択、および実装時にそのフロントとセンターをキープします。
2. ユーザーを知る： 情報を提供する為にダッシュボードを顧客に押し付けても、価値は増えません。
ダッシュボードは、組み込まれているかどうかに関係なく、特定のターゲットグループの即時のニーズに対応する
必要があります。情報の弱点を特定し、解決出来れば、成功するでしょう。
3. 製品要件を特定する： 組み込みアナリティクスツールの違いを説明するのは難しいです。
このレポートおよびコンパニオンスプレッドシートで定義されている基準を使用して、お客様のニーズに合った最
適な製品を見つけてください。あなたがすでに知っているものではないかもしれません！
4. 市場投入戦略を策定する： 車輪がバスから落ちる場所はここにあります。
あなたがあまりに遠くなる前に、市場投入戦略を定義して実行するチームを集めてください。
特に ISV であれば、営業、マーケティング、価格設定、サポート、トレーニング、法務チームを最初から一緒にし
てください。彼らに方法のあらゆるステップを知らせてください。彼らがあなたの計画に関してインプットを提供
することを確認してください。

これらの重要な原則に従って、組み込みアナリティクスプロジェクトの成功を確実にすることができます。
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付録：詳細評価基準
このセクションでは、このレポートに提示されている評価基準の詳細について説明します。 これは、製品のショートリ
ストを採点しランク付けする為のコンパニオンスプレッドシートの基礎を形成します。
1. 組み込み：組み込みは、組み込み可能なものとその方法を定義します。
a.アナリティクスツールのどの部分を埋め込むことができますか？そうでない部分はありますか？ 最適な組み込
み解析ツールを使用すると、チャート、ダッシュボード、オーサリング、コラボレーション、データ準備、データ
モデリング、データベース、および管理など、あらゆるものを埋め込むことができます。Tableau Software や Power
BI などの非常に普及している分析ツールでは、依然としてデスクトップの依存関係があります。つまり、アプリケ
ーション内にセルフサービス分析環境を組み込むことはできません。 ユーザーがアプリストアからアプリをダウン
ロードする必要があるモバイルアプリケーションの場合も同様です。
b. エレメント
（要素）
はどのように埋め込まれていますか？ iFrames または JavaScript ライブラリを介して REST
API コールを使用して埋め込まれたオブジェクトですか？ 一部のベンダーは、JavaScript 埋め込みコード内の
iFrame を隠しているものもあれば、iFrame 技術の多くの欠点を克服しているものもあります。
c. 組み込みアプリケーションはどこで実行できますか？ 埋め込みコードは、Web アプリケーション、デスクトッ
プアプリケーション、クラウドアプリケーション、モバイルアプリケーション、エッジデバイスなど、ホストアプ
リケーションが実行されているあらゆる場所に表示する必要があります。しかし、iFrames は小さな画面で表示が
崩れる可能性があり、前述したように、ユーザーが外部のアプリケーションストアからダウンロードする必要があ
るネイティブモバイルアプリケーションは、アナリティクスツールを埋め込むメリットを無効にする可能性があり
ます。
d. アナリティクスツールは、一般的なパッケージアプリケーションとすぐに統合されていますか？ 多くの顧客は、
Salesforce や SharePoint にすぐに組み込むツールを求めています。 ツールの中には、この統合を加速するウィザ
ードがあります。
2. カスタマイズ：カスタマイズは、製品のスタイリングを変更し、多くの場合、白ラベルと呼ばれます。
a. コーディングなしでツールのどの部分をカスタマイズできますか？ 最適なツールは、チャート、テーブル、テ
キストラベル、コントロール（パネル、メニュー、ボタン、フィルタなど）、ヘッダー/フッター、枠線、背景、ア
イコン、レイアウトなど、オブジェクトや要素のプロパティエディタを提供します。 エディタは、開発者以外の人
が、色、フォント、枠線、およびアクション（クリック、ホバー、入力など）の変更を含む要素の設定とスタイル
設定に使用できるポイントアンドクリックインターフェイスです。 ほとんどのツールでは、さまざまな要素のスタ
イルをテーマにパッケージ化できます。 顧客は、グローバルに、または個別のレポート、ユーザーグループ、およ
びロールにテーマを適用できます。
b．構成できない要素をどのようにカスタマイズしますか？ ほとんどのツールでは、さまざまなグラフィック表示
要素のスタイルをカスタマイズする為に開発者が変更できる CSS 設定ファイルが用意されています。 たとえば、
開発者は、グラフィック要素にカスタムアニメーション、製品でサポートされていない特別なフォント、またはク
リック時に展開/折りたたむツリー構造のナビゲーション構造を追加できます。 興味深いことに、ほとんどの顧客
は配置と外観をカスタマイズしたいので、一部のベンダーはロゴを置き換えるカスタム CSS スクリプトを必要とし
ます。
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3.拡張性： 拡張性は、分析ツールに新しい機能を追加する場合に重要です。 優れたツールは、製品の機能を拡張する（例
えば、新しいチャート、ユーティリティ、または計算を追加する）為の、または全く新しい機能を追加する為の 1 つまた
は複数のメカニズムを提供する。 理想的には、プラグインライブラリやソフトウェア開発キットなどのメカニズムによ
って、コーディングの量が最小限に抑えられ、すぐに使用できるオプションのライブラリで拡張機能を利用できるように
なります。 （チャートライブラリ内のサードパーティの視覚化など）
理想的には、組み込み製品は次の拡張をサポートする必要があります。
a. カスタムビジュアライゼーション： 既存のビジュアライゼーションをカスタマイズしたり、新しいものをゼロ
から作成したり、サードパーティのビジュアライゼーションをツールのチャートライブラリに挿入することができ
ます。
b．データコネクタ： サポートされていないデータソース、アプリケーション、ファイル、および外部データセッ
ト用の新しいデータコネクタを作成します。
c．アプリケーションコンポーネント： 新しいナビゲーションペイン、メニュー、フィルタ、セレクタ、テーブル、
ボタンなど、対応するアクション
d．ユーティリティーと関数： スケジューラ、バックアップメカニズム、エクスポートフォーマット、印刷、アラ
ート、ダッシュボードレイアウトなどの既存のユーティリティをカスタマイズします。
e．変換： データを消去、解析、連結、または統合するカスタム関数
f．数式： メトリックを計算する為のカスタム式
g．その他： どんな人が夢を見ることができようとも、彼らはビルドして統合することができます。
API リファレンスドキュメント： 拡張性のリトマス試験は、ベンダーの API ドキュメントの品質です。業界標準に準拠
し、オブジェクト、メソッド、プロパティを明確に記述し、コードサンプルをさまざまな言語で表示する必要があります。
4. データ構造： データアーキテクチャーは、分析ツールにデータを提供し、新しい質問に対処する為のスケーラビリテ
ィー、パフォーマンス、柔軟性を決定します。
a. データソース： ツールでは、どのようなデータソースとアプリケーションですぐにクエリを実行できますか？
リレーショナル、Hadoop、NoSQL、OLAP キューブ、クラウドアプリケーション、外部データセットをサポート
していますか？ 汎用コネクタ（ODBC、JDBC、OLE DB など）またはネイティブコネクタとアプリケーションコ
ールをサポートしていますか？
b. クエリアーキテクチャ： ツールはデータソースを直接照会したり、データをローカルに抽出して保存したりし
ますか？

ダイレクトクエリはリアルタイムデータを提供しますが、ホストアプリケーションに負荷がかかる可能

性があります。 抽出と保管のアプローチにより、お客様はデータを事前に統合してモデル化し、より迅速でより一
貫したパフォーマンスを提供することができます。 両方を提供するツールは、最大の柔軟性を提供します。
c． セマンティック層： このツールは、ユーザーが照会するセマンティックレイヤーまたはビジネスモデルを作成
する必要がありますか？ それは自動的に作成されるのですか、またはユーザーがソーステーブルを直接クエリでき
るようにしますか？ セマンティックレイヤーは複数のソース（クエリフェデレーションなど）からのデータをクエ
リして結合できますか？ セマンティックレイヤーは、アドホッククエリを簡素化しますが、デザインやランタイム
中にオーバーヘッドが掛かります。
d. データストレージ： ツールはローカルにデータを保存しますか？ 独自のデータベースが付属しているのか、顧
客がコンテンツデータとメタデータの両方に対して、選択したデータベースを選択できるのか？ メモリ内のデータ
ベース、永続的なデータベース、またはその両方を提供していますか？ 他のアプリケーションやサービスがデータ
ベースに問い合わせることはできますか？ 別のデータベースを使用すると、スケーラビリティが向上し、ホストア
プリケーションからのクエリの負荷が軽減されますが、個別に管理する必要があります。 BI プロバイダのデータベ
ースは、データベーススペシャリストのデータベースほどスケーラブルでない場合があります。
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e. データ変換： 管理者はデータをクリーンアップ、統合、変換してクエリを容易にすることができますか？
管理者は集計を作成してクエリのパフォーマンスを向上させることができますか？
5. プロセスの統合： 融合分析の特徴は、ホストアプリケーションと分析ツール間の双方向通信をサポートしていること
です。
a. ライトバック（書き戻し）
： アナリティクスツールは、API を通じてホストアプリケーションを更新したり、基
盤となるデータストアを更新できますか？
b. WebHooks： アナリティクスツールはホストアプリケーションでアクションをトリガーできますか？ たとえ
ば、メトリックがしきい値を超えている場合、ホストアプリケーションでアラートを発行できますか？
c. ナビゲーション： ユーザーはホストアプリケーションのナビゲーションペインをクリックして、アナリティク
スツールで表示される内容を変更できますか?
6. セキュリティ： セキュリティは、商用の分析ツールを組み込む際の大きな障害です。
a. 認証： このツールはシングルサインオンをサポートしていますか？ それとも、別のログオンとセキュリティフ
レームワークが必要ですか？ 独自のフレームワークを持っている場合、必須かオプションか？ 必要に応じて、セ
キュリティシステム間のマッピングは簡単ですか？ SAML、oAuth などの認証標準をサポートしていますか？
b. 承認： 親アプリケーションで確立されたロールと権限は、分析アプリケーションに渡され、エンドユーザーに
適切なアクセスレベルが与えられます。
c．アプリケーションのセキュリティ： ツールの許可構造はどのくらい堅牢ですか？ 管理者は、ユーザーが見るこ
とができるコンテンツと、どのような機能を適用できるかについて細かく制御できますか？
d．セキュリティ： このツールは、データソース、テーブル、列、および行へのアクセスを制御しますか？
7. マルチテナント： マルチテナントのサポートは複雑であり、ISV にとって重要な問題です。
a. トークン化： 複数のユーザーまたはテナントが、同じレポート、ダッシュボード、またはデータモデルの異な
るビューにアクセスできますか？ マスターの変更が各テナントに伝播するので、個別に変更する必要はありません
か？ トークン化により、テナントごとに個別のレポートまたはデータマートを作成および管理する必要がなくなり
ます。
b．テナントの隔離： 各テナントは、同じデータベースに格納されている場合でも、別々のデータベースに格納さ
れている場合でも、別々のサーバーに格納されている場合でも、独自のデータを表示できますか？
c．テナントの管理： 各テナントは独自のインスタンスとユーザーを管理できますか？ 各テナントはユーザーとグ
ループを追加、編集、削除できますか？ 彼らは各ユーザーとグループにコンテンツと機能性の為の ermission を割
り当てることができますか？ これは、テナントが分析機能の段階的な価格設定を提供する場合に特に重要です。
d．グローバルな管理： ホストはすべてのテナントインスタンスを単一のビューで監視および管理できますか？
ホストが各テナントが適用したカスタマイズを中断することなく、分析ツールをアップグレードできますか？
8. 管理： 組み込みアプリケーションは管理上の頭痛を引き起こします。これは管理と同期が必要な 2 つのソフトウェア
セットが存在する為です。
a. Dev/Ops：製品のチェックイン/チェックアウト、バージョン管理、およびすべてのアクティビティの監査証
跡の取得をサポートしていますか？ 開発からテストにコードを移行するのはどれほど簡単ですか？ 以前のバー
ジョンに容易にロールバックできますか？ ホスト製品の Dev / Ops プロセスやツールと同期していますか？
b．ユーザー管理： 管理者はユーザーやテナントをどのように管理しますか？ 彼らはホストアプリケーションと
同じコンソールでそれらを管理できますか?
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c. システム監視： 管理者はエラー、タイムアウト、応答しないダッシュボードなどをどのように処理しますか？
彼らはホストアプリケーションと同じコンソールでそれらを管理できますか？
d. システム管理： 管理者は、負荷分散、バックアップ、復元、およびクラスタの構成と管理をどのように行う
のですか？ 彼らはホストアプリケーションと同じコンソールでそれらを管理できますか？
e. クラウドプロビジョニング： 管理者はどのように製品をプライベートクラウドまたはパブリッククラウド用
に設定し、製品を弾力的にスケールアップするのですか？ 彼らはホストアプリケーションと同じコンソールでそ
れらを管理できますか？
f. ローカリゼーション： 製品でサポートされている言語、通貨、記号、日付形式、およびグラフィックアイコン
は何ですか。 新しい言語をサポートする為にローカライズをカスタマイズできますか？
9. システムアーキテクチャ： 分析ツールのシステムフットプリントは何ですか？ それにはどのような依存関係があり
ますか？ ホストアプリケーションを管理するエンタープライズアーキテクチャとデータセンターの仕様にどれくらいう
まく適合していますか？
a. システム要件： ツールにはどのくらいの RAM が必要ですか？ どのタイプのハードウェアに電源を供給する必
要がありますか？ ツール自体とデータとメタデータに必要なディスク容量はどれくらいですか？ あなたのワーク
ロードの為のツールに電力を供給する為には、どのようなハードウェアが必要ですか？
b. アプリケーション・サーバー： 製品に独自のアプリケーションサーバーが必要ですか？ また、スケーラビリテ
ィ上の理由から、ホストアプリケーションサーバーまたは別の（非特権）アプリケーションサーバー上で JAR ファ
イルまたは DLL として実行できますか?
c．データベースサーバー： プロダクトに独自のデータベースをインストールする必要がありますか？ メタデータ
やアプリケーションデータを格納するデータベースが必要ですか？ それ自体のデータベースなしで動作すること
ができますか？
d．デスクトップツール： レポートやダッシュボードの作成、データモデルの設計、データロードの実行にデスク
トップツールが必要ですか？
e．モバイルアプリ： スマートフォンやタブレット端末からコンテンツを表示するには、モバイルアプリをダウン
ロードする必要がありますか？
f．IDE： 製品に独自の統合開発環境が付いているか、サードパーティの IDE（Microsoft Visual Studio など）を
指定しているのか、開発者はプラグインや拡張機能を使用してツールの機能にアクセスできますか？
g．言語フレームワーク： カスタム開発を実行するには、.NET などの言語固有のフレームワークを使用する必要が
ありますか？
10. ベンダー： ベンダーは、組み込みアナリティクスの顧客と異なるレベルの経験を積んでいます。
a．OEM 比率： ベンダーの OEM 顧客と通常顧客の比率は？ 合計で何社の OEM 顧客ですか？
b．生存率： ベンダーはどのように財政的に安定していますか？ 売り上げ規模は？ 何社の顧客がいますか？ BI
市場で何年にやってますか？ 現金預金と投資履歴はどうですか？
c. 価格設定：ISV の場合、ユーザー数、クエリ数、または CPU サイクルの数に基づいた使用量ベースの価格設定
は見積もりが難しく、計画外の大きな支出が発生する可能性があります。 ベンダーは柔軟な価格設定を提供し、そ
れぞれの要件に基づいて各顧客と協力する必要があります。 理想的には、顧客は永久およびサブスクリプション、
コアごと、アプリケーションごと、または無制限の使用のいずれかを選択できます。 一部の企業は、販売されたア
プリケーションライセンスごとに料金を交渉します。
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d. サポート： ベンダーは、商業的な環境で製品の販売、市場投入、価格設定、サポート、ロールアウトを行う為
のサービスおよび/またはガイドラインを提供していますか？ コンサルタントとスタッフを増やすだけで済むか、
チーム全体で大規模な作業を完了する必要がある場合でも、提供されるプロフェッショナルサービスの範囲とパー
トナーネットワークの範囲を評価してください。 以下、考慮すべき事項：
i. オンボードシステム：迅速にチームをソリューション上で立ち上げ、社内リソースを特定し調整して、市場
戦略をサポートし、プロジェクト計画の各段階を完了する為のマイルストーンを設定するクイックスタートプ
ログラムを探します。
ii．アカウント管理：ベンダーは、あなたの成功をサポートするアカウントマネージャーを割り当て、最新の
製品ニュースとトレンドを更新し、問題と要求に対応するベンダーのリソースを調整する必要があります。
iii. サポート：経験豊富な専門家がサポートするライブサービスとセルフサービスのサポートオプションを組
み合わせて、技術的な質問に取り組むことができます。
サービスレベル契約では、応答時間に対する期待を明確に設定する必要があります。
iv．コミュニティ：アクティブなユーザーコミュニティは、ピアサポートを提供し、貴重なベストプラクティ
スを共有して、他者の経験から恩恵を受けることができます。
11. アナリティクス： 最後に、製品が提供する分析の種類を知ることが重要です。 分析ツールとしての強みと弱みを
理解する為にベンダーの遺産を調べることが最善です。 ベンダーは次のいずれかのカテゴリーで強くなる傾向がありま
す：
a. 標準的なレポート： ページ指向の印刷可能なレポート
b．ダッシュボード： 強力な視覚化を備えたインタラクティブなダッシュボード
c. アドホックレポート： ユーザーがビジネスセマンティックレイヤーを使用してレポートを作成または編集でき
るセルフサービス環境
d．ビジュアル分析： ユーザーがデータソースに接続し、データセットをブレンドして正規化し、結果を視覚化し
て分析し、他のユーザーと共有できるセルフサービス環境
e．高度な分析：これらのワークベンチとライブラリにより、データサイエンティストはデータの探索と準備、分析
モデルの作成、共有が可能になります。
12. ソフトウェアアーキテクチャ： 分析ツールは最新のソフトウェアアーキテクチャに準拠していますか?
a. API デザイン： 独自の API を使用してツールを構築しましたか？ バックエンドの関数を呼び出す為に API を
使用する別個のフロントエンドを持っていますか？
b. フロントエンド： JavaScript や iFrames の純粋な HTML ではなく、JavaScript フレームワークを使用してい
ますか？
c. バックエンド： JSON を生成し、REST 呼び出しに応答しますか？

28

Eckerson Group について
Eckerson Group は、ビジネスアナリティクスのリーダーがデータと技術を使
用してより良い洞察と行動を起こすのに役立つリサーチ＆コンサルティング
会社です。レポートやアドバイザリーサービスを通じて、企業はデータと分析
に対する投資を最大限に活用できます。
その研究者およびコンサルタントは、この分野で 20 年以上の経験を持ち、ビ
ジネスインテリジェンス、分析、データ管理、データガバナンス、業績管理、
データサイエンスを成功させるビジネスリーダーおよびテクニカルリーダー
を支援する独自の資格を持っています。

ビジネス分析やデータ管理、ガバナンス戦略の助けが必要ですか？
最新のビジネス分析とビッグデータツールとトレンドについて知りたいですか？
Eckerson Group の調査およびコンサルティングサービスをチェックしてください。
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研究スポンサーについて

TIBCO Jaspersoft は、ソフトウェア企業向けに構築されたレポートおよび分析ソリューションです。従来の
BI ツールとは異なり、他のソフトウェアアプリケーションに組み込むように設計されています。このユース
ケースに対応するため、BI および分析ツールでは一般的に見られない独自のコンポーネントで構成されてい
ます。たとえば、Jaspersoft には、すぐに使用できるマルチテナントサポートが装備されています。このア
ーキテクチャは、データアクセスとセキュリティに大きな影響を及ぼすため、複数の顧客にまたがるデータ
を扱う SaaS ベンダーにとって非常に重要なニーズです。
この事前設定されたサポートにより、テナントとユーザー間で迅速かつ柔軟にアクセス許可とコントロール
を構成し、細かいレベルで同じコントロールを顧客に提供することができます。
同様に重要な点として、Jaspersoft は、成熟した JavaScript フレームワークである Visualize.js への初期投
資から始まったアプリケーションに分析機能を組み込むための漸進的なアプローチを採用しています。競合
製品や社内開発ソリューションよりも開発時間が短縮されます。テクノロジの利点に加えて、Jaspersoft の
価格モデルは、ユーザーまたはシートベースのライセンスとは異なる（通常はよりコスト効率の高い）必要
なコンピューティングパワーに基づいています。このコアベースの価格設定は、特に顧客基盤が増加し、ユ
ーザー数が大量になるにつれて、OEM にとって好ましいモデルです。詳細は https://www.jaspersoft.com
をご覧ください。
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