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CHAPTER1

最新のアプリケーションへの
アナリティクスの組み込み

要約
現代は、
「その為のアプリがあります」という私たちの指先で情報を入手するこ
とに慣れています。どんな特定の日々にでも、人々は 20 以上のソフトウェアア
プリケーション（クラウド、エンタープライズ、またはデスクトップ）１を使用
し、スマートフォン２には約 26 のモバイルアプリケーションがインストールさ
れています。データアナリストや C レベルのエグゼクティブだけでなく、データ
駆動型の意思決定を行う従業員が増えていますが、ビジネスインテリジェンス
（BI）製品には 20-25％の従業員しかアクセスできません。3,4
しかし、尋ねられたとき、エンドユーザは別のインタフェースを学んでまで「BI
ツール」を使いたくないので、別のログインで簡単にアクセスできる答えを求め
ている。 スタンドアロンのダッシュボードを提供するのではなく、毎日使用さ
れているアプリケーションに分析機能を組み込むという新たなトレンドがありま
す。
ソフトウェア開発者またはプロダクトマネージャーとして、合理化されたインタ
ーフェイスがより広い採用と製品価値の向上につながることをご存じですか？
組み込みアナリティクスについて言えば、より直感的な洞察（
「理由」
）を提供す
ることの利点を理解するのは簡単ですが、
「方法」を計画するのはずっと困難で
す。
このマニュアルでは、ネイティブアプリケーション内のアナリティクスをエンド
ユーザーに提供する為のガイドを提供しています。
さまざまな組み込み方法を見直し、カスタムビルドの時期や BI ソリューション
の購入時期など、目的のインターフェイスに適した方法を選択する方法について
説明します。 サードパーティの分析製品を選択した場合、組み込みツールは最
新のアプリケーションにさらなる課題をもたらします。
１

1

たとえば、製品のパフォーマンスを犠牲にすることなく、クラス最高の分析機能
を提供するにはどうすればよいですか？ サービス（SaaS）やマルチテナントア
プリケーションとして、あなたのソフトウェアに必要なセキュリティ境界をどの
ように実装しますか？ サードパーティの BI ツールを使用する場合、カスタムア
プリケーションのルックアンドフィールに合わせてカスタマイズするにはどうす
ればよいですか？ ここでは、最も一般的な課題とベストプラクティスのソリュ
ーションについて検討します。
最後に、Triumph Learning 社が革新的な教育ツール Waggle に適した BI ツー
ルを見つける為にこれらの障害を解決したケーススタディに深く浸透します。ア
ナリティクスの初期デザインアプローチと迅速なデプロイメントフェーズにおい
て、現時点では教育者のニーズを満たす豊かで直感的なインターフェイスが実現
しました。

組み込みアナリティクスの重要な要素
アナリティクスの組み込み（単に提供するだけでなく）に向けて潮流を変えた多
くの要因があります。ベンダーの 60％は、追加料金なしで基本的なレポート機
能を提供しています。１
ユーザーはアプリケーションにレポートを含めると期待しているだけでなく、モ
バイル時代には、アクセスに使用しているデバイスやブラウザに関係なく、その
情報に簡単にアクセスできるようになります。
使い慣れたアプリケーションに分析機能を組み込むことで、合理化された UI が
可能になり、より幅広い採用と製品使用（「粘着性」）につながります。
組み込みを行うと、ユーザーは面倒なアプリケーションの起動やログインが不要
になり、混乱を招くことなくコンテキスト内の洞察を提供することができます。
これにより、顧客維持と競争上の差別化により、お客様の製品価値が向上し、よ
り多くの新しい顧客が成長します。さまざまなエディションの製品を作成し、レ
ポート/ダッシュボードを含む平均的なソフトウェアエディションの高度な機能
をさらに充実させる為に、ユーザーあたり 62 ドルを追加料金で請求することが
できます。１ 全体として、組み込み分析を使用している企業では、年間売上高
が 16％増加しています。7
既にアナリティクスにリソースを投入している場合、これらの重要な要素は組み
込みソリューションのメリットを示しています：7

•
•
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ユーザーがアプリケーション内のアナリティクスを評価すると貴社のフ
ォーカスグループは報告します。
アプリケーションで取り込まれたデータを収益化する機会があります。
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•
•
•
•

より洗練された分析を提供したい場合、または顧客が現在の分析/レポー
トに不満を報告している場合
アドホックまたはセルフサービスの機能が不十分な為、カスタムレポート
またはクエリを提供するには開発時間がかかりすぎる
競合他社のレポートが優れている（結果として顧客が失われている）
SaaS への移行を計画しており、現在の分析ソリューションがマルチテナ
ント環境のニーズを満たしているとは確信していない

これらの重要な要素の 1 つ以上が真実である場合は、競争上の優位性を維持する
為にどのような対策を講じているのでしょうか。
最近の Aberdeen Group の調査によると、独立系ソフトウェアベンダー
（ISV）の 73％は、図 1-1 に示すように、アプリケーションに分析機能を組み
込む為の主な目的として製品差別化を行っていると報告しています。８
組み込みソリューションを使用して製品をアップデートすることで、合理化され
たユーザーインターフェイスで製品の改良と最適な分析を行うことができます。
アナリティクスの組み込みがうまくいくと確信していれば、どの組み込み方法が
ニーズを満たしているか、ツールを構築するか購入するかを決定することになり
ます。

Abstract
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製品の差別化と競争上の優位性の確立

エンドユーザーエクスペリエンスの向上
インストールベースの保護

新規純収益の流れを作る

平均的な顧客価値を高める

出典：Aberdeen Group、2014 年 1 月

図 1-1． アナリティクスを組み込む目的の上位：
ソリューションにアナリティクスを現在組み込んだり、組み込みを検討している
61 の独立系ソフトウェアベンダーを対象にした調査 8

インタフェースと実装方法
組み込み分析ツールを構築するか購入するかに関わらず、望ましいインタフェー
スはビジネスニーズにのみ依存します。 ユーザーに提供する予定の機能を決定
し、その機能を提供できる方法を選択します。 ここでは、いくつかのインタフ
ェースとそれらに関連するメソッドについて説明します。

静的データインターフェース
このインターフェイスは、ユーザーに簡単なスナップショットを提供します。
レポートは（通常は Microsoft Excel のワークシートまたは印刷可能な PDF と
して）ダウンロードでき、大量使用の為に設計することができます。 エンドユ
ーザーは通常、日付範囲を変更してダウンロード可能な形式のみを選択すること
ができます。 レポートの変更（または新しいレポート要求）は、開発者が作成
する必要があります。
実装方法：REST API またはレポートライブラリ
静的データインターフェイスを提供する最も一般的な方法は、サードパーティ製
品への RESTful API の統合を使用することです。 レポートのクエリがパフォー
マンスに影響を与えないようにするには、レポートスケジューリングとレポート
リポジトリも構築または使用することをお勧めします。9
4 |
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対話式データインターフェース
インタラクティブ（対話式）なデータエクスペリエンスにより、ユーザーは
ニーズに合わせてレポートを柔軟に変更できます。 フィルタを適用したり、
異なるレポートタイプを選択することができます。これにより、トレンドを
特定し、異常値を簡単にフラグ付けすることができます（静的インタフェー
スでは不可能な機能）
。このダッシュボードのアプローチは、構造化されたレ
ポートの中でよりカスタマイズされたユーザーエクスペリエンスを提供する
一般的な方法です。
実装方法：iFrames を提供する BI ツール（別個のタブまたはページでホス
トされる分析）またはカスタム開発
ダッシュボードのインターフェイスには、通常、レポートサーバー上のメタ
データレイヤーで管理されるオーケストレーションレイヤーが必要です。
BI ソリューションを購入してダッシュボードを作成する場合、製品は確実に
サーバー・インターフェースを提供し、ダッシュボード・フレームワークを
サポートする為の iFrames を提供するはずです。アナリティクスソリューシ
ョンで CSS テーマをカスタマイズできる場合は、アプリケーションの残りの
部分に色やスタイルを合わせることで、一貫性のあるインターフェイスを作
成できます。パラメータ（デフォルト値やフィルタのデフォルト設定など）
は URL を直接渡します。
iFrames はおそらくほとんどの組織のニーズを満たしていますが、エンドユ
ーザーが成熟し、より多くのことを期待すると、将来の成長を制限する可能
性があります。この方法では、別のポータルまたはタブでダッシュボードを
サポートし、ポータルの 1 つの領域から別のレポートタブに切り替えると、
切断されたユーザーエクスペリエンスが作成されます。 さらに、iFrame 内
のスクロールバーを避けるのは難しいかもしれません。
独自のダッシュボードソリューションを構築する場合は、より多くの制御が
可能です。 ユーザーエクスペリエンスを合理化し、アプリケーションの残り
の部分とデザインを完全に統合することができます。

セルフサービス探査インターフェース
セルフサービスツールを使用すると、ユーザーは分かりやすい形式でデータ
を柔軟に操作できます。 生データダンプの代わりに、ユーザーは明確な名前
のデータセットを選択して独自のグラフィックスを作成できます。 真に探査
的な経験は、ユーザーが複数の次元にわたってデータを集約し、ドリルダウ
ン、スライス＆ダイス、またはピボット機能を使用して分析することを可能
にします。9

Interfaces and Methods
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実装方法：API ベースの BI ツールの使用、BI スクリプトフレームワークの使
用、カスタム開発
このインターフェイスには、メタデータレイヤ（ダッシュボードオプションな
ど）とデータ統合機能が必要です。 このインターフェイスをサポートするサー
ドパーティの BI ツール（通常は独自の API またはスクリプティングフレームワ
ークを使用）を見つけることができます。また、カスタム開発を通じて構築する
こともできます。

ページはめ込みアナリティクス構築のメリット
アナリティクスインターフェイスを別のタブまたはページでホストすることがで
きます（たとえば、iFrame メソッドを提供する BI ツールを選択した場合）、
API やスクリプトフレームワークを提供する BI ツールなどの他の製品では、 図
1-2 に示すようなページ分析を実行します。このインターフェイスはカスタム開
発でサポートすることもできます。

図 1-2． インページ分析（右）と比較して、別のタブまたはページ（中）でア
ナリティクスをホスティングする代わりに静的レポート（左）を提供するモック
アップ
ユーザーは別の場所に移動する必要はありませんが、残りのアプリケーションが
提供するコンテキストでデータを表示できます。 これにより、ユーザーは消化
している情報にすぐに応答することができます。 行動可能な洞察という用語は
BI コミュニティで広く使用されており、ほとんどの製品が洞察を提供していま
すが、ユーザーがその行動を実行することは困難です。 そのインタラクティビ
ティを犠牲にして分析を別の場所に構築することに決めた場合のコストを考えて
みましょう。 IBM は、応答時間が改善されると、生産性が 62％向上したことを
示しました。10,11 同様に、合理化されたインタラクティブ機能により、ユーザー
は気を散らすことや思考を中断することなくデータに対処することができます。
後で、Triumph Learning 社が 2〜8 学年のリアルタイムでスキルギャップを特
定するのに役立つページ内アナリティクス製品の構築について説明します。

6 |
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ページはめ込みアナリティクスはサポートがより複雑ですが、カスタムビルドや
導入に数年かかるというわけではありません。 時間の投資は、カスタムアナリ
ティクスソリューションを自社で構築するのか、組み込み可能なツールを購入す
るのかに大きく依存します。

構築するか、購入するか？
カスタムアプリケーションを徹底的に設計、構築、最適化したら、必要なすべて
の機能を満たす直ぐに使える分析製品を想像するのは難しいでしょう。 独自の
分析モジュールを構築する場合は、機能を完全に制御できるというメリットがあ
り、製品のブランディングとシームレスな設計が可能です（図1-3）。

機能をよりカスタマイズ
する事が出来る

自社開発者は、必要な経験
と時間を持っている
自社で、ルック＆フィールを
よりカスタマイズすることが
出来る
ソフトウェアを購入する
よりも安い
ほぼ自社開発、まれに買う

その他

BI ソフトウェア以外のベンダーとして認定された 91 人の回答者

図 1-3． なぜ BI の機能を購入する代わりに構築するのですか？
非 BI 独立ソフトウェアベンダー91 社のアンケート 12
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Eckerson Group は、独立系ソフトウェアベンダーの 39％が独自の BI 機能を構
築していることがわかりました。開発者の大部分（54％）がオープンソースラ
イブラリを使用してレポート作成し、48％が BI ツール API を使用し、37％が
商用ライブラリを使用し、36％がゼロからコードを書き込んでいます。12
このアプローチは、カスタム分析の対策が必要な場合や、社内の BI に関する深
い知識が必要な場合に適しています。 しかし、最近の進歩と組み込み可能な製
品の容易さを活用して、独自のツールを構築する為の難しさと時間の投資を正当
化することは難しいでしょう。 特注のソリューションは、コア製品開発からリ
ソースを奪うだけでなく、 クラス最高の機能を構築することや、エンドユーザ
ーの分析ニーズに追いつく（そして先取りする）ことができない場合がありま
す。
導入までの時間や必要な専門知識が自社開発 BI を妨げる場合、組み込み可能な
機能を備えた製品が数多くあります。 これにより、開発チームはコア製品に集
中することができ、BI ベンダーがクラス最高の分析機能を構築できるようにし
ます（図 1-4）
。

むしろ開発者を当社のコア
製品に集中させたい
購入により、最高の BI 機能を顧客
に提供することが出来る

構築に時間がかかる

購入は自社に競争優位をもたらす

構築に費用が掛かりすぎる

その他

BI 以外のソフトウェアプロバイダーとして認定された 55 人の回答者

図 1-4． なぜ BI 機能を構築するのではなく、購入するのですか？
55 社の非 BI 独立系ソフトウェアベンダーの調査 12

8 |

Chapter 1: Embedding Analytics in Modern Applications

ソリューションを購入することの明らかな懸念事項は、カスタムレポートを含
め、ビジネスニーズを満たすかどうかです。
さらに課題は、アプリケーションのルック・アンド・フィールに合わせてデザイ
ンをカスタマイズできるか、アナリティクス・ツールのオーバーヘッドが製品の
パフォーマンスに悪影響を与えるかどうかです。
カスタム化の課題は、ISV のわずか 12％がすぐに使えるソリューションを購入
する理由の大部分を占めており、大多数（49％）が組込み・購入の混合アプロ
ーチを使用しています。12 重要なメトリクスやユーザーをカスタマイズする機能
を犠牲にすることなく、購入したソリューションの迅速な展開を利用する為の鍵
となります。

適切なツールの選択：
7 つの課題とベストプラクティスソリューション
BI 製品とビジネスニーズを照合することは、製品選択プロセスの中で最も重要
な部分の 1 つです。 その重要な考慮事項に加えて、SaaS およびマルチテナント
アプリケーションの成長分野へのさらなる課題を評価したいと考えています。
たとえば、購入したソリューションは、アプリケーションに必要な複雑なデータ
権限をサポートできますか？ Hadoop のような最新のデータストリームでも動
作しますか？ スケーラビリティとパフォーマンスをどのように確保できます
か？
これらの問題の多くは特注のソリューションを必要としていましたが、適切な製
品を見つけたら、これらの問題を緩和することができます。

適切な組み込み分析ツールを選択する為の 7 つの課題
①カスタマイズ
それは私のアプリケーションの一部のように見えますか？
簡単にカスタマイズできますか？
②ユーザビリティ
それは私の顧客を喜ばせるでしょうか？
BI とアプリケーションの間でシームレスなエクスペリエンスを提供し
ますか？
③能力
私のビジネスニーズを満たすことができますか？
④マルチテナント
私の製品に必要なセキュリティとアクセス許可をサポートできますか？
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⑤スケーラビリティ
私のアプリケーションに合わせて拡張・縮小できますか？
⑥データ構造
それは私のアプリのデータ構造で機能しますか？
データの流れをサポートしますか？
⑦パフォーマンス
それは、私のアプリケーションを遅くしますか？
課題 1：カスタマイズ
それは私のアプリケーションの一部のように見えますか？
ユーザーが異なるアプリケーション間を移動しているように感じさせたくはあ
りません。 分析ツールは、アプリケーションのルック＆フィールとできるだ
け一致する必要があります。 一部のツールではテーマを選択できますが、
色、フォント、ロゴ、ボタン、メニュースタイルをカスタマイズする機能によ
り、シームレスなユーザーエクスペリエンスを実現できます。
本当に「白いラベルの付いた」製品は、各レポートの最後に「Powered By
____」がないことだけではありません。 ユーザーが別の製品を使用している
ことがわからないように、URL、エラー・メッセージ、アラートをベンダーの
ブランド名から削除することができます。
デザインの外では、ツールがビジュアライゼーションを強化する方法を検討す
ることが重要です。 たとえば、HTML5 フロントエンドを使用している場合
は、最新の HTML / CSS 標準に準拠したツールを選択して、レポートが他の
製品と一致するようにします。
簡単にカスタマイズできますか？
ほとんどの（49％）非 BI ISV がハイブリッドな購入と構築の組み合わせアプ
ローチ 12 を選択する為、オープンアーキテクチャのベンダーを選択すること
で、ツールをお客様のニーズに柔軟に適応させることができます。カスタマイ
ゼーションは、購入した BI 製品を組み込む際に ISV が抱える最高の課題とし
て挙げられています。12 ルック・アンド・フィール、アナリティック・アウト
プット、セキュリティ、および/またはデプロイメント・スクリプト（いくつ
か例を挙げると）など、多くの要素にカスタム作業が必要でした。
ツールをカスタマイズする能力が製品ニーズに不可欠な場合、ベンダーは開発
を促進する為に開発者コミュニティおよび/またはソースコードにアクセスで
きるようにする必要があります。 柔軟性を提供する API（ビジュアライゼー
ション API など）を提供していますか？ フレームワークが難解な言語または
専有言語から構築されている場合は、カスタマイズすることができる可能性が
あることを考慮してください。
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今回のケーススタディでは、Triumph Learning 社がオープンソースライブラリ
を基盤に構築した TIBCO の Jaspersoft Visualize.js を使用してどのように分析
をカスタマイズしたかについて説明します。
課題２： ユーザビリティ
それは私の顧客を喜ばせるでしょうか？
製品のデモを取得することは、製品のインターフェイスがぎこちないかどうか
を判断する最も簡単な方法です。さらに検討する必要があるのは、製品がモバ
イル機能または応答機能を提供しているかどうかであり、主要ユーザーの一部
は、主にモバイルまたはタブレットインターフェイスを通じて製品とやりとり
することが必要です。現在のユーザーアクセスパターンについては、データを
参照してください。 iFrame を埋め込む予定の場合、iFrame はモバイルブラ
ウザーで実行でき、ほとんどの Web 標準をサポートします。 完全に組み込
み可能なソリューションの場合、SDK を使用すると完全にモバイル版のアプ
リケーションを構築できます。 （たとえば、Jaspersoft は iOS と Android 用
のオープンソースモバイル SDK を提供しています）。これにより、最適なモ
バイルインタフェースの為に必要に応じて UI を変更することができます。
BI とアプリケーションの間でシームレスなエクスペリエンスを提供しますか？
組み込み可能なソリューションはシングルサインオン（SSO）サポートを提
供する為、製品と BI ツールの間に中断はありません。 どの方法がサポートさ
れているかを調査して、製品のニーズに適合しているかどうかを検証すること
は価値があります。一般的なサードパーティのフレームワーク（CAS、
SAML、Kerberos、LDAP、IWA）を使用する必要があります。また、API を
使用してカスタム SSO フレームワークをサポートするものもあります。
課題 3: 能力
私のビジネスニーズを満たすことができますか？
分析機能（レポートのタイプ、ダッシュボード機能、ドリルダウン、データ調
査、アドホッククエリなど）を評価することは、製品評価の一環として既に最
優先です。
ここで大きな疑問は、「クラス最高の分析を提供するのだろうか」ということ
です。なぜなら、率直に言えば、そうではない解決策をどうやって解決するの
でしょうか？ 現在、特定の機能（アドホッククエリやデータ探索など）を提
供していない場合でも、迅速なピボットや競合他社への対応をすばやく実行で
きるように、将来的に自分自身で証明することができます。
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能力にマッチすることは、あなたがツールを組み込む為に選ぶ方法に戻ります。
REST API を使用すると、アプリケーション内で静的レポートをダウンロードす
る為のボタンを提供できます。 iFrames を使用すると、別のウィンドウやタブ
でより洗練されたレポートやダッシュボードをホストすることができます。 完
全に組み込み可能なソリューションは、レポートとアプリケーション間の対話性
を備えたページ内アナリティクスを提供します。 以前は iFrames が主流でした
が、Eckerson の調査によると、非 BI ISV の 18％しかこの統合を使用していま
せんでした（REST を使用した場合は 38％、JavaScript を使用した場合は 40％
でした）
。ベンダーが REST API または iFrames しか提供していない場合、製品
（およびユーザーの期待）が進化するにつれて、これらの方法がお客様のニーズ
を満たすのに十分な柔軟性を備えているかどうかを検討する必要があります。
課題 4: マルチテナント
私の製品に必要なセキュリティとアクセス許可をサポートできますか？
現在、新しいソフトウェア実装の 50％以上がオンプレミスライセンスを使用
していません。14 2018 年までに、SaaS はすべてのエンタープライズアプリ
ケーションの売上の 50％以上になると見込まれています。15 現在、製品を
SaaS 実装として提供していない場合は、組み込みのアナリティクスベンダー
を選択する際に、これは重要な要素になります。
GoodData、Domo、Birst のようなクラウドベースの管理プラットフォーム
は新しい分野のプレーヤーですが、必ずしも SaaS アプリケーション用に
SaaS BI 製品を選択する必要はありません。
まず、マルチテナントをサポートする為のレポートリポジトリの構造について
考えてみましょう。 定型レポート（開発者が作成し、すべての顧客が共有す
るレポート）またはカスタムレポート（開発者またはエンドユーザーによって
作成されたレポートが各顧客に個別に提供される）を提供しますか？
さらに、リソースを伝播（たとえば、すべての顧客に新しいリソースを配備す
る方法）し、複雑なユーザー権限を管理する方法を検討しますか？
マルチテナント環境で必要な複雑な権限をサポートするには、列レベルおよび
行レベルのセキュリティをサポートするソリューションを見つけることが重要
です。これにより、ユーザーロール、テナント、または属性によるデータ型
（列）とデータエントリ（行）の制限を指定できます。16
最後に、すでに SaaS を完全に使用している場合を除き、計画的な段階的な移
行が行われる可能性があります。テナントをオンプレミスからクラウドへゆっ
くりと移行させる合理化機能を備えたベンダーを探してください。
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課題 5: スケーラビリティ
私のアプリケーションに合わせて拡張・縮小できますか？
使用されるライセンスモデルは、スケーラビリティを考慮する重要な要素で
す。 組み込み製品をユーザー毎に支払うと、費用が急騰する可能性がありま
す。 ソリューションは、ハードウェアにもスケーラブルで費用効果の高いア
プローチを提供する必要があります。 今では 1 つのレポートサーバーしか必
要ないかもしれませんが、将来的に拡大する為に別のアプリケーションサーバ
ーに簡単に展開できますか？ ソリューションは負荷分散を提供しています
か？ ホスティングされたソリューションは、コストがかかりすぎない限り、
購入の容易な機会を提供します。17
また、スケーラビリティを製品進化に結びつけると考えています。理想的に
は、組み込みソリューションプロバイダには継続的なアップグレードスケジュ
ールがあります。あなたの顧客に渡すことができる最先端の機能を提供する能
力が証明され、価格設定モデルに柔軟性をもたらすリーダーを選びます。
課題 6: データ構造
それは私のアプリのデータ構造で機能しますか？ また、データの流れをサポー
トしますか？
完全に SaaS データソースを使用している場合や、オープンソース SQL デー
タベースのみを使用している場合があります。 既存のデータウェアハウスを
使用したり、OLAP キューブを使用したり、Redshift や Vertica などの次世代
MPP データベースのみを使用することができます。 完全なリレーショナルデ
ータベース構造を持っているか、MongoDB や Hadoop のようなリレーショナ
ルと NoSQL のデータストリームがあるかもしれません。 データを管理するに
は多くの方法があります。開発者として、現在のニーズと予測されるニーズを
選択できるツールを選択することをお勧めします。
さまざまなデータストリームを中央の場所に結合することで、柔軟なデータの
探索とドリルダウンが可能になります。 可能であれば、分析だけでなく一連
の軽量データコネクタの代わりにデータ統合ソリューション（ブレンディン
グ、マイグレーション、集中化）を提供できるベンダーを選択してください。
製品が増えるにつれて、新しいデータストリームに継続的に対応し、実用的な
洞察を持たない、穏やかな高レベルのメトリックを避けることができます。

Interfaces and Methods

|

13

課題 7: パフォーマンス
それは、私のアプリケーションを遅くしますか?
専用のレポートサーバーを使用することをお勧めします。
これにより、レポート機能の負荷を他のアプリケーションの負荷とは無関係に
することができます。 これにより、レポートサーバーのサイズとリソース要
件（ネットワークやメモリなど）とは異なり、独立して制御（および拡張）す
る柔軟性も提供されます。 独立したサーバーに依存していない場合は、リポ
ジトリ、アクセス許可構造、スケジューラなどの多くのレポートコードがアプ
リケーションの機能コード内に統合され、パフォーマンス上の問題が発生する
可能性があります。
アナリティクスツールがデータとやり取りする方法も、パフォーマンスに貢献
します。たとえば、データの探索を可能にする分析ソリューションでは、何ら
かの形でメタデータレイヤーが使用されます。これにより、SQL クエリから
ツールを抽象化して、エンド・ユーザーが操作しやすいモデルにすることがで
きます。これは、Tableau の事前構成済みデータテーブル、Looker の
LookML のようなデータモデリングレイヤー、または従来のデータウェアハウ
スのようにすることができます。失効したデータを避ける為にデータ抽出をリ
フレッシュする必要がある頻度を考慮し、 パフォーマンスを低下させること
なくそのリフレッシュレートをサポートできるソリューションを選択します。
最後に、ツールが分析をどのように実行するかは、パフォーマンスにとって非
常に重要です。インメモリの製品には速度のメリットがありますが、メモリに
書き込めるものには限界がある為、サイズを大きくすることはできません。
プッシュダウン問合せ処理により、ツールは ETL 操作（データのサイズに応
じて不可能に時間制限する可能性があります）を必要とせずに、問合せをソー
スに取り込むことができます。 たとえば、Jaspersoft の組み込み BI ソリュ
ーションは、プッシュダウンクエリ処理アーキテクチャとインメモリ解析を組
み合わせてパフォーマンスを向上させています。13
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配備・サービス展開に達するまで
ここで説明した 7 つの課題は、ベンダーの選択と密接に関連しています。 この
レポートの焦点ではありませんが、もう 1 つの主要な投資は、分析製品が適切
な質問に答えることができるようにデータモデルを設計することです。 適切な
データモデルを構築し、適切なベンダーを選択した場合は、配備・サービス展開
はプロセスの中で最も時間のかかる作業でなければなりません。

ケーススタディ：アナリティクス - 最初のデザインが Waggle
に実践的な洞察をもたらします
Triumph Learning 社の高性能な実践アプリケーションである Waggle *は、2
〜8 学年の数学と英語の言語科目（ELA）をカバーしています。 生徒側の
Waggle は、差別化された学習体験を提供し、生徒の誤解を理解するのに役立つ
カスタムフィードバックを提供し、正解への正しい道のりに導きます。 アプリ
ケーションの大部分（70〜80％）は教師が直面するレポート機能で、教師がス
キルギャップをリアルタイムで特定するのに役立ちます。
伝統的な教育ツール（クイズや試験）は理解力を評価しますが、Triumph
Learning 社はテストの後の誤解を修正することが遅すぎることを知っていまし
た。 Waggle を開発する際に、Triumph Learning 社は、学生の習熟度に関す
る絶え間ない診断を教師に提供し、大きな試験や最終学年の前に介入することが
できる様にしました。
彼らが望んでいる分析をどのように実装するのか調査するとき、市場の時間制約
により、彼らはすぐに解決策を見つけることができませんでした。 最終的に、
新しい学年が始まる前に製品をリリースするのに約 6 ヶ月間かかっていまし
た。Triumph Learning 社は以下の 3 つの主な目標を達成できる分析ツールを見
つけなければなりませんでした。
1.

Web との互換性：製品はすべてのブラウザとデバイスで動作します。

2.

関連性のあるユーザー体験を提供する流動的な統合：具体的には、
iFrames でない方法

3.クイック開発： 彼らは新しいツールの習得する時間がありませんでした

*Waggle は、蜂のコミュニケーションの一形態の学名です。ハチが豊富な食物源を見つけたら、そ
のワググルダンスの複雑さと長さで、蜜の距離と方向を他のハチに伝えます。Triumph Learning 社
の場合、Waggle も同様に他の人たちにその食糧源である知識との協力を呼びかける。
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Waggle は現代的な製品の完璧な例です。それはマルチテナントでクラウドベー
スの SaaS です。その主な目的と並んで、彼らはそのベンダーの構造と互換性の
あるベンダーを見つけ、厳しいデータ共有の許可を管理できるようにしなければ
なりませんでした。
Triumph Learning 社は 3 つのオプションを深く評価しました： Cognos 、
Oracle データウェアハウス・ソリューション 、そして TIBCO の Jaspersoft
Visualize.js プログラマブルフレームワークです。
すべてが良い解決策でしたが、Cognos と Oracle はすぐに導入するにはあまり
にも大規模でリソース集約的であると判断されました。Triumph Learning 社の
チームは、Jaspersoft がニーズに合った適切なソリューションであると判断す
るのに数日しかかかりませんでした。
6 カ月の展開段階の大部分は、コンテキストデザインプロセスを中心としていま
した。 開発チームと製品チームは、ユーザーのニーズを評価する為に緊密に協
力しました。 彼らは、典型的な先生が、非常に忙しい生活をしていることを知
っていました。先生は、更新されたレポートの為に 24 時間待つことができなか
ったし、何時間も苦労していた学生を特定しようとしました。
Triumph Learning 社のプロダクトマネジメント担当副社長である Xavier de
Cárdenas 氏は、日曜のレッスンプランニングやクラス間の休憩中に、「先生は
すぐに答えが必要です」と説明しました。 これらのニーズを念頭に置いて、チ
ームはホワイトボード上でデータモデルを作成し、そのモデルにクエリを出して
ユーザーの質問に答えることができるようにしました。
例えば、それはあなたに苦労している学生の数を話すことができましたか？
全クラスで概念を概説するべきであるか、学生をグループに分けるべきかどうか
決心することができるように、「ズーム」レベル（学生 対 小規模グループ 対
クラス）を変えることで、技術の隙間を確認してもらえますか？
データ設計がしっかりしていたので、Amazon Redshift を使用して柔軟なコン
ポーネントベースのデータウェアハウスを構築し、数分で Jaspersoft
Visualize.js をインストールしました。ほとんどの ISV と同様に、彼らは、ニー
ズに合わせてツールをカスタマイズする必要がありました。具体的には、SSO
メソッドと分析ツールの一部です。Jaspersoft はオープンソースライブラリ上
に構築されていた為、カスタマイズは迅速かつ簡単なものでした。
Triumph Learning 社は Jaspersoft Visualize.js ソースコードにアクセスし、
Jaspersoft 製品チームと協力して、カスタマイズを単一のソフトウェアバージ
ョンに依存させないようにしました。
Jaspersoft の早期採用者である Triumph Learning 社がソフトウェアの使用を
開始して以来、多くのアナリティクスカスタマイズが 6.0 リリースに統合されて
います。
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Triumph Learning 社のテクノロジ/アーキテクチャ担当副社長 Raj Chary 氏は、
コンテキストデザインの開発投資が開発段階と展開段階の適切な焦点であると感じ
ました。 「フォーカスを当てるべき製品を構築することに焦点を当てるべきで
す。 適切なソリューションを選ぶと、それをより効率的に行うことができます」

結論
組み込みページ分析は、合理化されたインターフェイスを提供し、製品が他のネイ
ティブアプリケーション機能のコンテキストで洞察を提供できるようにします。
スタンドアローンのダッシュボードと煩雑で分断されたレポートインターフェイス
は、今日のユーザーのニーズを満たしておらず、あなたの指先でのレポート作成を
期待しています。 iFrames と REST API はアプリケーション内の分析機能を提供
しますが、一部の BI ソリューションまたはカスタム開発ではページ内の分析機能
しか提供できません。これにより、ユーザーは気を散らす可能性なし実用的なデー
タに基づいて行動することができます。
サードパーティの BI 製品を使用する場合は、最新のアプリケーションのニーズを
満たすことができる組み込み可能な分析ベンダーを選択することが不可欠です。
マルチテナンシーのサポート、スケーラビリティ、最適なパフォーマンスは、今日
のユーザーの要求を満たす為に、クラス最高の分析と組み合わせる必要がありま
す。 適切なベンダーを選択するだけでなく、アナリティクスを設計および開発プ
ロセスの最前線に置くことで、可鍛性データ・モデルを設計するのに役立ちます。
適切な基盤を構築することで、今すぐ正しい質問に答えることができ、製品の進化
に合わせて容易に拡張し、競争力を高め、製品価値を高めることができます。

Interfaces and Methods
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