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レポートの時代は終わった？ 
“ ls Reporting Dead? “ 

 

世界はデータで構成されています。 私たちの人間の感覚は、毎日、私たち

の生活のあらゆる瞬間に、数ギガバイトの情報を処理します。 この情報の

多くは、私たちの生存に不可欠です。 それでも大部分は収集された直後に

失われます。 約5000年前、誰かが重要な情報を記録し、それが簡単にそ

のデータからの感覚と利益を上げるために作られた形でそれを提示開始す

るには良いアイデアであると判断しました。 したがって、レポートが誕生

しました！ 

 

人類が成長し、文明が世界に広がるにつれて、資源を理解し管理し、商取

引と科学を促進する為のレポートの必要性も高まった。特に、タイムリー

にレポートを作成する必要があり、機械計算装置を使用し、後に電子計算

機を使用するようになった。。 

最初の高水準プログラミング言語の1つであるCOBOLは、特にレポート作

成の目的で作成されました。 

 

ハードウェアとソフトウェアのコンピューティングは急速に進化してお

り、レポートのパラダイムシフトがいくつか生じました。 

ワールドワイドウェブの登場により開発されたデータにアクセスする新し

い方法や、ペタバイト規模のデータを管理するだけでなく、世界中の何十

億ものデバイスに配信する必要があります。 

レポートはもはや紙に1四半期に1度印刷され配信される静的な手段ではあ

りません。 

代わりに、動的でインタラクティブになり、オンデマンドでリアルタイム

で配信可能になりました。 シンプルなチャートやグラフは、プロのアナリ

ストではなく、エンドユーザーが設計した洗練されたインタラクティブな

ビジュアライゼーションにも使用されています。 

 

最近の調査によると、大企業の多くは、依然としてレポートから得られる

データの88％を取得しています。 

だから、大規模なデータの時代であっても死んでいないことは、データサ

イエンスと機械学習のレポートはまだ大きな役割を果たしています。 
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 この資料では、今までのレポートがどこにあったか、現在の位置、将来ど

こに行くかについての概要を説明します。 

 

レポートの歴史 
 

ヒトの書物の最も初期の例の1つは、クシム(Kushim)タブレットと呼ばれ

るスメリアン粘土の板（タブレット）です（図1-1参照）。 

粘土で押された記号は取引を表しています：「29,086は大麦を37ヶ月測定

します。 ：クシム(Kushim)」 

最古の人間の書き込みがレポートです！ 

これと同様の古文書は、その機能と生存にとって重要な情報を追跡する為

にますます大きく複雑な社会の必要性を反映しています。  

紀元前3800年のバビロニア人国勢調査は、人口がどれくらいの人がいて、

どれくらいの量の食糧が必要かという質問に答えるために非常に重要でし

た。 

図1-1． クシム粘土板(Kushim Tablet) 

 

レポートは次のような重要な質問に答える：いくら？ 幾つ？ そして、

どのくらいの頻度で？ どのくらいの食べ物が利用可能ですか？ 

どれくらいの人が摂取する必要がありますか？ 

そして、これらの人々はどのくらいの頻度で食事をしますか？ 

言うまでもなく、その情報を集めて粘土板に記録するのは、おそらく最も

簡単なことではありませんでした。 

広大な地域の農民全員を徒歩で訪問したり、メッセンジャーを送り、デー

タを記録したりすることを想像してください。  
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このデータのすべてを中央の場所、またはおそらく数箇所に集めます。  

最終的なレポートを手動で分析して生成することができます。 

このような報告書を作成するには数カ月の作業が必要かもしれません。 

報告書を作成するという、しばしば困難な作業がコンピュータによって取

り上げられる前に、5,000年以上が経過しています。 

 

最初のコンピュータ化されたレポートシステムの1つは、1951年に米国国

勢調査局によって実施されたUNIVAC Iコンピュータを利用して1954年の

経済国勢調査の一部を集計する為に実装されました。 

UNIVAC Iは米国で生産された最初の商用コンピュータでした。 それは13

トンの重さで、5,200真空管を使用して製造されました。 

 

おそらく最初の現代のレポートシステムは1956年のIBM 305 RAMACでし

た。これは30フィート×50フィートの大型マシンでした。 それは、ハード

ディスクストレージシステムを持つ最初の商用コンピュータでした。 

ディスクドライブの面積は16平方フィートで、重量は約1トンで、5 MBの

データを格納できました。 このシステムにより、企業は印刷された請求書

を作成することができました。 今日私たちが理解しているように、プログ

ラミング言語やユーザーインターフェイスはありませんでした。 その代わ

りに、物理的なワイヤジャンパを配線ボードのコントロールパネルに順に

接続して、目的の出力を生成しました（図1-2を参照）。 
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図 1-2. 複数のラインを印刷するための配線ボード 

 

プログラミングにハードウェアから物理的にワイヤをコードに接続するこ

とに変わったとしても、1959 年に COBOL が導入されるまでは、レポート

の作成をプログラミングするのは難しい作業でした。 

Grace M. Hopper によって開発された以前の言語である FLOW-MATIC に

基づいて、COBOL（Common Business-Oriented Language）は、一般

的なビジネス指向の操作専用に設計された高水準プログラミング言語で

す。 その英語のような構文は、レポートの作成に適していました（図 1-3

を参照）。 

今やプログラマは、レポートレイアウトとデータを指定してレポートを作

成するだけで済みます。 彼らはもはやページ区切りや改行などのコードを

書く必要がなくなりました。 
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図1-3. 単純なレポートのCOBOLコード 

 

コンピューティングにおける次の大きな革命は、IBM PCとMS-DOSオペレ

ーティングシステムのリリースに伴い1982年に起こります。 

強力なマーケティングキャンペーンに支えられて、IBMのPCはすぐに多く

のビジネスの据え付け品になりました。そして、すぐに続いたPCクローン

上の標準となったオペレーティングシステムは、Crystal Reportsのような

スタンドアロンのレポートパッケージを含むソフトウェアの急増を呼び起

こしました。その結果、レポートが爆発的に増加しました。多くの企業

は、以前は大企業や政府にしか利用できなかった種類のコンピューティン

グパワーとソフトウェアにアクセスできました。 

 

21世紀の幕開けで、レポートの展望はクローズドソース独自のアプリケー

ションによって支配されていました。これらは一般に、ビジネス分析と運

用ソフトウェアと統合されていました。 

この風景は劇的に変わろうとしていました。 

本書の共著者であるソフトウェア開発者Teodor Danciuは、2001年の夏、

複雑なレポート文書の印刷を必要とする大規模なJavaプロジェクトの実現

可能性を評価していました。 彼は、利用可能なソリューションは、プロジ

ェクト予算にはあまりにも高価であることがわかりました。 しかし、

Windowsオペレーティングシステム上でのCrystal Reportsなどのレポー

ト作成ツールでの作業経験を持つ、彼はプロジェクト自身の為のJavaベー

スのレポート作成ツールを構築することを決めました。 

 

プロジェクトDanciuが最終的に了承を得られなかったと評価している間、

夜間と週末の空き時間にレポーティングツールを続行することに決めまし

た。彼は2001年の秋、オープンソースソフトウェアリポジトリ

SourceForgeのツールJasperReports 0.1.5の最初のバージョンをリリー

スする予定でした。Danciuは、JasperReportsをオープンソース・ソフト

ウェア（OSS）としてリリースしました。 
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これは、レポートライブラリの拡張機能やバグ修正のための大規模な開発

コミュニティの支援を受け入れる為です。 

 

JasperReportsをOSSとしてリリースしたDanciu氏は、開発コミュニティ

から最初に予想されていたよりもはるかに多くのインプットを受け取った

ことに気付きました。 彼は実装したい機能の初期セットを持っていました

が、多くの人々は他の要望を埋める為にこのツールを使用することに興味

があることがわかりました。 他の人は、想像以上に複雑なシナリオでこの

ツールを使用していました。 この種のフィードバックは、テンプレート内

のテンプレートのサポートを必要とするサブレポート機構の必要性を明ら

かにしました。 

 

プロジェクトへのコミュニティコードの寄稿は、バグを修正したり、新し

い機能を追加するパッチの形で行われました。  

フルタイムのJasperReportsチームは、これらのパッチを評価したり、パ

ッチを修正したり、再構築して、寄稿者が知らない予期しない問題に対処

したりします。 

 

2001年にオープンソースがエンタープライズソフトウェアの未来となるこ

とはまったく確かではありませんでしたが、JasperReportsの経験はOSS

の最大の利点の1つを示しています。 また、ソースコード自体の可用性

は、他の人が機能や修正を完全に互換性のある方法で実装できるようにし

ます。 これにより、他のオペレーティングシステムをサポートしたり、他

のシステムとのインターフェイスを構築することも容易になります。 OSS

はどの企業にも縛られていないため、企業が出入りしても生き残り、繁栄

することができます。これはまた、費用がかかり、孤立して行うことが困

難なインフラを構築するのに理想的です。 

インターネットの多くはOSS上に構築されているとMongoDB社のEMEAデ

ィベロッパーアドボカシーディレクター、Joe Drumgoole氏は見ていま

す。「オープンソースは現在インフラストラクチャのデフォルトです。 

 

マイクロソフトやオラクルのような大企業のクローズドソースソフトウェ

アは豊富な機能を持つことができますが、この機能は一般に最大の市場勢

力によってのみ駆動されます。 したがって、これらの製品には、ニッチな

機能が含まれていない可能性があります。 市場を考慮すると、クローズド

システムが急速に進歩する技術に対応する為の課題もあります。 これは、

セキュリティ問題が発見されたときに特に問題になります。 

OSSでは、閉鎖された独自のソフトウェアで一般的に見られるよりも、セ

キュリティホールの発見と修復が迅速に行えます。 

6 | Is Reporting Dead? 
 



 

JasperReportsは重要なニーズを満たしており、オープンソースソフトウ

ェアとして、グローバルな開発者コミュニティのおかげで、最も人気のあ

るレポートツールの1つに急速になりました。 

過去10年間、JasperReportsは493,000人以上のアクティブユーザーを抱

えていましたが、今日は平均して1か月に15,000件を超えるダウンロード

を行っています。 

 

レポート 対 データサイエンスとデータ探索 

 

より多くの情報源から、人類の歴史の中で、より多くのトピックについて

より多くのデータが利用可能になったことはありません。  

このデータのエクスプロージョンは、高等教育を受け、訓練を受けたデー

タサイエンティストが数学、統計、コンピュータ科学のツールを使用して

データから新しい知識と洞察を抽出するデータサイエンスの規律を生み出

した。 この方法は、一般にデータマイニングと呼ばれます。  

これは高度に特殊化されたプロセスであり、ほとんどのアナリストが容易

に利用できない、または使用できないプロセスです。 

 

データ探索(Data discovery)とは、科学の専門知識（プログラミングや統

計）を必要としないツールを使用して、データから洞察を抽出することで

す。 これらのツールを使用すると、アナリストやビジネス関係者は、企業

の懸念から個々の部門や部門の問題に直接関わる質問を調査し、回答する

ことができます。 

 

図1-4は、レポート、データサイエンス、およびデータ探索の違いを示して

います。 
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レポート 

 

Known knowns 

(既知の既知) 

 

データ探索 

知識と洞察は、専門家以外

のアナリストが解釈しやす

くするツールを使用して、

さまざまなソースのデータ

から抽出されます。 
 

Known unknowns 

(既知の未知) 

データサイエンス 

データは構造化と非構造化の両

方のさまざまなソースから来る

可能性があります。 答えられる

質問には多くのものが必要であ

り、一般的には高度に訓練され

たデータサイエンティストの解

釈が必要です。 

Unknown unknowns 

(未知の未知) 

ns 

 図1-4. レポート作成、データ検索、データサイエンスの比較 

 

継続的に情報を更新することにより、データのリアルタイム分析を可能に

するストリーミング分析も可能になりました。 産業界では、製造プロセス

を監視し、そのデータをリアルタイムのダッシュボードアプリケーション

に送信する品質管理センサーの形をとることができます。 これにより、製

品が許容範囲外になった場合に即座に対応することができます。 リテール

環境では、個々の店舗からのリアルタイムの販売データにより、人気商品

とそれらを補充する必要のある店舗を即座に特定して、売上の損失を避け

ることができます。 

 

では、レポートはこのデータ環境のどこに適合しますか？  

それを抑制し、冷静な子供たちがデータ探索とストリーミング分析に参加

するときが来たのですか？ いいえ、 レポートは、まだまだ健在です。 

先に述べたように、レポートは次のような質問に答える：幾つ？ いくら？ 

どのくらいの頻度で？ 

これらは、レポートを要求しているステークホルダーに対して実績のある

重要性の明確な質問として実施されています。 

彼らのデータソースも知られており、明確に定義されています。  

これにより、レポートは高い精度で回答を生成することができます。 その

正確さは依然として重要であり、レポートは新しい世界のデータによって

もたらされる課題と機会を満たすために進化しました。 TIBCOのデジタル

戦略担当グローバルディレクターのRobert Zazueta氏は、「進化はより多

くのデータ、より速いデータ、および副作用として、よりリアルタイムの

データに向かって進んでいます。 
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データは一般的に構造化さ

れており、明確に定義され

たソースから提供さ 

関心と価値に関する既知の

質問に対しては、非常に正

確な回答が得られます。 

【熟 練 度 が 低い】 【熟 練 度 が 高 い】  



 

あなた方が、これから期待していたレポートの種類は、高レベルのエグゼ

クティブ向けの状況説明でした;これは、エンドユーザーがこれを抜け出す

ために使用したものです。 

ほとんどのエンドユーザーは依然としてエグゼクティブレベルのレポート

を必要としていますが、彼らは、実行可能なレベルのレポートが、できる

だけ近いものを反映することを望んでいる。 

 

レポーティングのパラダイムシフト  
 

コンピューティング・ハードウェアとソフトウェアの急速な進化により、

レポーティングのパラダイムシフトが深刻化しています。 専門的な分析者

が読む為に紙で印刷された明確な静的レポートの定期的な生成によって支

配されなくなりました。 

今日のレポートは動的であり、多数のデータソースから生成され、スマー

トフォンを使用して、ウェブ会議の役員から公園の中学生まで誰でも消費

出来る様にインタラクティブにフォーマットされています。 

 

シフト1：データにアクセスする新しい方法 
 

インターネットの登場前には、サーバー上で動作するレポートアプリケー

ションは、ドライバコードによって実装されたデータアクセス層を介して

データにアクセスします。 Javaで書かれたアプリケーションの場合、これ

は、JDBC（Java Database Connectivity）ドライバーを介して行われ、

必要なデータを格納しているリレーショナルデータベースに対してSQLク

エリが行われます。 エンドユーザは、クライアントサーバ構成でローカル

エリアネットワークを介してデスクトップクライアントを使用してこのサ

ーバアプリケーションと対話します。 

 

インターネットとWorld Wide Webの登場により、データソースとWebベ

ースのクライアントが爆発的に増加しました。 これには、レポートデータ

にアクセスする為の新しい方法の実装が必要でした。 

デスクトップ、モバイル、およびその他のデバイス上で実行されているク

ライアントをサポートする為に、WebサービスAPIは、一般にSOAPプロト

コルまたはRESTプロトコルのいずれかに書き込まれたサーバーに実装され

ています。 

データは、通常、次の自動車の説明のようにJSON形式で渡されます。 

 

{ 

"make": "Limited Motors", 

"model": "Mountaineer", 

"year": 2016, 

"color": "Sunset Orange" 

} 
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これらのWebサービスからのデータをレポート目的で使用する場合、考慮

すべき2つの考慮事項があります。 1つ目は、返されたデータを解析または

要約し、レポートツールで使用できる形式に変換する方法です。 

JasperReportsの場合、（SQLクエリによって返された結果セットのよう

に）名前付き値を反復処理および抽出できる仮想レコードセットにデータ

を変換するための特別なクエリ言語が作成されました。 2番目の課題は、

リモートデータソースに接続する方法です。 ほとんどの場合、これは

HTTP経由でREST APIに接続することを意味し、データに安全にアクセス

するための認証方法が必要になることがよくあります。 JasperReports

は、これらの新しい要件を満たすために、この分野で大幅に拡張しなけれ

ばなりませんでした。. 

 

また、リレーショナルデータベースに格納され、SQLクエリによって返さ

れる行指向の表形式データとは異なる形のデータに対する新しいクライア

ントの要求に対応する為に、データストアの性質がシフトしました。 

高速に読み取る必要があり、形状が矩形状ではないデータを処理する為

に、NoSQLデータベースが採用されています。 

すなわち、データは必ずしも各行の列の数が同じであるとは限りません。  

一般的なNoSQLデータストアには、MongoDB、Cassandra、Elasticがあ

ります。（図1-5参照） 

図1-5. 人気のNoSQLデータストア 

 

データ量も従来の行指向のRDBMS（リレーショナルデータベース管理シス

テム）がタイムリーに処理できる量を超えて増加しました。 結局のとこ

ろ、NoSQLデータベースの作成につながったのは、すぐに拡張する必要が

あったからです。 

これらは、コンピュータの大規模なクラスタを横断して実行できなければ

ならず、常に1つ以上のコンピュータが動作不能になる可能性がありまし

た。 このようなフォールトトレランスは、大規模なクラスタでスケーリン

グされたSQLベースのデータベースでは処理できません。 MongoDBのよ

うなNoSQLデータベースは、開発者がセットアップするのが比較的容易

で、幸運にも、彼らのWebアプリケーションが次の大きなものになり、規

模を拡大して需要を満たすことが容易になりました。 

 

このような名前のビッグデータを扱うもう1つのアプローチは、カラムベー

スのデータセットとHadoopのMapReduceパラダイムを中心に構築された

データストアでした。 

Amazon Redshiftは、クラウドでこのパラダイムを商業化する主要な例で

す。（図1-6参照） 
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図1-6. 人気のビッグデータデータベース 

 

NoSQLとビッグデータを組み合わせることで、かつてのSQLクエリーの役

割を果たす為には、HiveやPigなど、まったく新しい一連の専用ツールを開

発する必要がありました。 

レポートツールも同様に、ビッグデータの要求をサポートする為にさらに

進化しなければなりませんでした。 JasperReportsは特別なコネクタとプ

ラグイン可能な拡張機能を追加することでこれを実現しました。  

モノのインターネット（IOT）の出現はおそらくビッグデータ駆動型のレポ

ートの需要の成長を継続していきます。 データのバックエンドは常に進化

し続けますが、人間はデータではなくレポートからの回答を求めていま

す。 

したがって、バックエンドでは複雑さが増し、フロントエンドではシンプ

ルなルールが適用されます。 

 

シフト2：静的出力から対話型オムニ出力 
 

コンピュータで作成されたレポートを実行したときの最も早い出力は、紙

に印刷されたものでした（図1-7）。 この出力は、最終的な生産に先立っ

て十分に定義されており、フォーマットはほとんど変更されませんでし

た。 実際、以前のように、その出力を変更することは、初期のメインフレ

ームベースのシステムでは比較的困難なプログラミング作業でした。 

JasperReportsは、紙と同じように画面上に見えるピクセルパーフェクト

レポート・ドキュメントを作成し、カスタマイズ可能なテンプレートを使

用してユーザーがアクセス可能なデザイン・プロセスを作成する必要性か

ら生まれました。 PDFレポート文書はこの目標の例ですが、出力は静的な

製品です。 
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図1-7. 古典的な印刷レポート 

 

コンピューティングのハードウェアとソフトウェアが進化し、デスクトッ

プクライアントがより多くの機能を開発するにつれて、エンドユーザーは

レポートとのインタラクティブ性をさらに高めたいと考えました。 静的な

文書でデータを読み取るだけでなく、そのレポートのデータをクリックし

て、追加の詳細が含まれる可能性のある別の文書やビューを開くことがで

きるようにしたいと考えています。 同様に、ユーザーは、関連するレポー

トおよびサポートドキュメントのコレクションを前後に移動できるように

したいかもしれません。 

 

レポート生成ライブラリは、一般に、親アプリケーションがそれらをどの

ように使用しているかを知りません。Java Swingアプリからモバイルアプ

リケーションのWebビューで実行されるリッチWebクライアントまで、親

アプリケーションの責任でレポートに対話することができます。 

それにもかかわらず、レポートツール自体のデータのソートやフィルタリ

ングなどのインタラクティビティのサポートに対するニーズが高まってい

ます。 

 

より多くの開発者がJasperReportsライブラリを使用してWebアプリケー

ションを構築するにつれ、Teodor Danciu氏とそのチームは、これらのア

プリケーション内でインタラクティブなレポートビューアを作成できるよ

うにするフレームワークを構築することに決めました。 このフレームワー

クは、人々が求めていたソートやスタイリングなどのインタラクティブ機

能の追加に集中することができました。 
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今や、機能豊富なWebクライアントとモバイルクライアントは、インタラ

クティブなレポートの選択と書式設定を可能にし、新しい、時には予期し

ないデータへの洞察を可能にします。そして時には、エンドユーザーの対

応が当初期待通りではない場合もあります。Chicago Web Servicesの

Web開発者Tom Kompare氏は、シカゴのFlu Shot Finder Webアプリケ

ーションをリリースした後にこれが当てはまることを発見しました。 

アプリケーションを構築する際、彼は、ユーザーが主に無料のインフルエ

ンザの予防接種が使用可能であった場所を見つける為に、アドレスや郵便

番号を入力する検索機能を利用することを期待しました。しかし、分析デ

ータは、物語っています。「人々は実際に地図を好みました。 私は彼らが

地図を度々クリックしていることを知りました。 だから私は地図を大きく

して、画面上では検索結果を目立たなくした」 

Kompareはまた、応答性のBootstrap UIフレームワークを利用して、モバ

イルとデスクトップのクライアントで異なる画面サイズに対応しました。 

 

紙のレポートは粘土のタブレットの時代と同様に、インタラクティビティ

をゼロにします。現在、レポート生成ソフトウェアの急速な進化により、

データとの限定されたやりとりだけを可能にするデスクトップレポートア

プリケーションは、完全にインタラクティブなWebアプリケーションに発

展しました。 また、エンドユーザーの期待はインタラクティビティの為の

より多くのオプションの方向に進み続けます。 

 

シフト3：定期配信方式からリアルタイム配信方式へ 
 

多くのコンピュータリソースと時間を必要とするレポートを生成する場

合、レポートが必要とされる頻度で頻繁に定期的なバッチジョブとして実

行されました。 したがって、四半期ごとの売上レポートは、四半期に一

度、バッチで一括して実行され、印刷出力はコピーを必要とする人に配信

されます。 株主への報告書など、より広範な流通を必要とするレポート

は、郵便で関係者に送付される大量のコピーを印刷書に送付することがあ

ります。 

 

TIBCO社のデジタル戦略担当ディレクターのRob Zazueta氏は、彼のキャ

リアのインタビューで、「テクノロジーとデータの変化、そしてその変化

はデータの扱い方を変えました。」と反映しています。 

彼は、定期的レポートからリアルタイムレポートへの移行を直接観察しま

した。APIやその他のアクセスツールがリアルタイムデータレポートの急増

を可能にする触媒であることを指摘しました。 

 

彼のキャリアの始めに、プロセスを記述するのは簡単でした。マネージャ

は非常に明確なパラメータでレポートを作成する必要がありました。 

「初期のワークフロー」では、“ 私の上司が来て、「こんにちは、Rob・Z

さん、私は何人の人々が私たちのウェブサイトを使っているかを知る必要

があります。 この特定のキャンペーンがどれだけうまくいっているかを調

べる必要があります 」 
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彼らは私に、自分が望む物の為の高水準のパラメータを与えてくれまし

た。そして、私は自分のデータベースとログで持っていたデータに基づい

てそれを把握しなければなりませんでした。” と彼は言います。 

このプロセスは遅いが、特に特別なレポートの場合は遅かった。 「私は多

くのカスタムスクリプトを作成する必要がありました。 それを要求した人

物との間で、私がそれを正しいものにしているかどうかを確かめる為に、

私は繰り返しやり直す必要がありました」 

ツールやAPIが豊富になったことで、データの入手が容易になり、情報を理

解する必要があるユーザーが自分のレポートを作成する為の掘り起こしを

行うことができる様になりました。 Zazueta氏は次のように述べていま

す。「現代のセルフサービスツールを使用すると、データを掘り下げて、

私が探している情報を見つけ出し、その情報を視覚化して提示する最善の

方法を見つけ出すことができます。 私の様にプログラムを書いたり、スク

リプトを書いたりして、物事を理解しようとしている、技術オタクの話で

はありません。 ビジュアライゼーションを作成し、これをすべて適切にタ

グ付けしてエンドユーザーに提示できるようにするデータとそのコンテキ

ストを実際に密接に理解しているのが今のユーザーです」 

これはエンドユーザーにますます多くの力を与えると彼は言う。 

「一度や二度やったら、エンドユーザーはそれを取得します。 しかし、こ

れらのレポートツールを使用すると、エンドユーザーはある程度の変更を

加えることもできます。彼らはデータを掘り下げることができます。 

彼らは独自のレポートツールをいくつか見つけ出して独自のレポートを作

成しようと試みることができますが、これらのレポートツールは、彼らが

進歩してそのことをより容易にしたからだ」” 

このループにより、人々はデータのソースに近づき、より詳細な情報を必

要としているという意味で、質問に深く浸りたいと思うようになります。 

これは、データをより頻繁に取得し、データ駆動型の決定をより頻繁に行

うことを意味します。 

「エグゼクティブサマリーは、私たちがこのキャンペーンでどれだけうま

くやっているかを示しています。さて、深く掘ってみて、それを他のキャ

ンペーンと比べてみましょう。ユーザーに応じてセグメントしましょう。 

東海岸と西海岸を比較してキャンペーンがどうなっているか見てみましょ

う。それは、モバイルの人々の為、ウェブ上の人々の為にどのようにやっ

ているか？ 」 

これらはすべて、現代のインタラクティブなレポートが答えることを可能

にするすべての質問です。 

 

今日では、最大のデータセットを持つ人を除いて、ほとんどのレポートは

オンデマンドで営業日に生成されます。 これは、クライアントプログラム

がネットワーク上のサーバーにデータ更新をプッシュできるだけでなく、

レポートで使用するためにクエリ結果セットをプルダウンするAPIの使用に

よって可能になりました。 
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JasperReportsは、多くのコンピューティング・ノードで実行可能なマイ

クロサービスでの使用を容易にするAPIの作成を通じて、この課題に直面し

ました。これにより、データに対する膨大な需要を処理する為に必要なス

ケーラビリティが可能になります。 

 

シフト4：視覚化のタイプ 
 

最も簡単な ASCII テキストグラフィックスは、印刷出力に折れ線グラフ、

棒グラフ、および散布図を表示するために使用された最も初期のレポート

のルールでした。（図 1-8 を参照） 

図1-8. ASCIIグラフィックを使用して描画されたプロット 

 

コンピューティング・ハードウェアの改良は、視覚化をより良く見直し、

以前には不可能だった新しい視覚化への扉を開く。 

また、レポート作成プログラムがすべての出力内容を処理し、ソフトウェ

ア開発者を早期に必要とせずに、カスタマイズの余地がほとんどなく、機

能性を高める為の追加ライセンス料を支払うことも当たり前でした。 
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このオープンソースの動きの相互運用性は、慣れ親しんだユーザーが、特

定のユースケースで必要とされるどんな組み合わせでも、さまざまなツー

ルを使用することを促進しました。開発者はこの要求に複数の方法で対応

しました。JasperReportsはJFreeChartというオープンソースのJavaチャ

ートパッケージを使用していました。それは、さまざまな種類のチャート

が用意されていて、完璧にフィットしていました。 

 

インタラクティブなWebビジュアライゼーションソリューションの初期の

例では、JasperReportsがAPIを更新し、プラグイン可能なコンポーネント

のサポートを追加することでAdobe Flashをベースにしていました。 これ

により、さまざまなアニメーションを使用したWebレポートチャートの作

成が可能になりました。Flashの勢いは上がり下がりしていますが、

JasperReports APIのプラグイン可能な性質により、HTML 5、CSS、およ

びJavaScriptをベースにした新しい視覚化ツールのペースを維持しサポー

トすることができました。Javaプログラミングは必要ありません！ 

 

D3などのJavaScriptフレームワークは、あらゆるタイプのビジュアライゼ

ーションを可能にしています（図1-9）。 

彼らはまた、コンピュータディスプレイがプライマリホームである視覚化

に対話性を導入しています。 

バーチャルリアリティと拡張現実感は、文字通りオーディオ表現を含む可

能性のあるデータの表示に新しい次元を加えることを約束します。 

また、3Dプリンタの導入は、視覚的および触覚的なデータ出力の新しい可

能性と次元を追加しています。 

図 1-9. D3 は、視覚化することができるデータや概念の種類としては制限

がありません。ここに描写されているのは、ソートアルゴリズム（ソー

ス）の可視化です。 
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これらの新しい視覚化オプションは、レポートツール自体とは独立して存

在します。 データ出力がJSONやXMLなどの互換性のある形式であれば、

レポートデザイナーやエンドユーザーは、選択したパッケージを使用して

データを視覚化する方法を自由にカスタマイズできます。 

 

将来のレポート作成とデータ配信 
 

ウェブの創造、モバイルの急速な普及、接続されたデバイス、家庭や職場

でそれらを使用している人々は、これまでにないデータの作成と消費をも

たらしました。データの新しいソースは、そのデータを消費する新しいア

プリケーションとともに作成され続けます。 もともと、四半期ごとに印刷

レポートと分析を生成するように設計されたシステムは、毎日、または毎

時で行う必要があります。そしてさらに悪いことに、ベンダーは不利いタ

イプのレポーティングツールを撤廃し始めており、それらをコストのかか

るツールに置き換え、多くの顧客がまだ必要としている種類のレポートを

提供するとは限りません。 

 

高頻度のレポート（リアルタイムダッシュボードなど）の必要性は、印刷

されたレポートの消滅につながった。 PDFはピクセルパーフェクトレポー

トの一般的なフォーマットのままですが、レポートは他のデジタル機器に

表示され消費されるようになっています。 

そして、これまでサーバー側で主に使用されていたビジネスインテリジェ

ンス（BI）は、レポート自体に埋め込まれています。 

組み込みBIはもはや静的な出力を生成するためにバインドされていませ

ん。エンドユーザーに近づくにつれ、リアルタイムで要求に直接対応する

ように進化しています。 

 

レポートは、データが作成された場所と、そのデータに基づいて決定され

た場所に近づいて進化しています。 

以前は、  すべてのデータが中央の場所に保存され、企業の副社長のような

人は、次の四半期に実施される意思決定にBIを使用します。現在、データ

はさまざまな場所に保存されています。店舗管理者などは、タブレットの

レポートアプリでBIを使用して、今日の商品価格の設定方法を決定してい

ます。実際に使用されている場所にレポートを移動することで、最終的に

はより正確で迅速な意思決定につながる情報が得られます。 

今日の競争の激しい小売市場では、より良い価格決定は、企業の生存の問

題です。 

 

Rob Zazueta氏は次のように述べています。「背後にはある程度の自動化

があるでしょう。 マシン学習と人工知能で起こっていることは、実際にレ

ポートをどのように処理するかに潜在的な市場の変化を示しています。 
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エンドユーザーが「これらの質問に対する回答が必要です」と言って、そ

れをシステムに渡すという状況になります。 また、AIマシンの学習に基づ

いたシステムは、適切なソースと正しいタグを特定し、より効率的に、潜

在的により迅速に実行し、それをエンドユーザーに返すことができます。 

私はこれらが、すべてのことで起こっていると思う」 

 

オープンソースソフトウェアを中心に構築されている現在のネットワーキ

ングおよびデータインフラストラクチャなしでは、エンドユーザーに近い

レポートの動きは不可能です。 OSS上に構築されたオープンで標準的なプ

ロトコルは、さまざまなプラットフォーム上で実行されているシステム間

でデータが迅速かつ確実に配信されるようにします。 これらのオープンプ

ロトコル自体は、新しいデバイスやユースケースの導入に合わせて迅速に

更新することができます。 

 

"あなたの武器を選ぶ"チェックリスト 
 

レポートツールは、エンドユーザーが利用できるデータのトレントを理解

する上で不可欠な要素です。 最も有用なものは、以下の基準の大部分を満

たすべきである。 

 

データの柔軟性 
 

レポートツールはデータに柔軟に対応する必要があります。 

データソースとフォーマットの多様性が増していることを考えると、これ

は特に重要です。 

参考： 

• JDBC / ODBCのサポート 

•自国語でのデータ照会を可能にするNoSQLドライバー 

•“インメモリ”分析を使用しない柔軟なビッグデータのサポート 

•レイヤーをキャッシュしてレポートの生成を高速化する 

•カスタムデータアダプタの開発を可能にする拡張可能なデータレイヤー 
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使用可能なAPI 
低消費電力モバイル機器やIoT機器から高性能ワークステーションまでのク

ライアントをサポートするには、使いやすいAPIが必要です。 

先進的なREST APIもデータの柔軟性を高めます。 

参考： 

•同期および非同期のレポート生成 

•スケジューリングAPI 

 

視覚化のサポート 
レポートツールには、データに新しい洞察を提供する為に使用される一般

的なビジュアライゼーションフレームワークのサポートが含まれている必

要があります。 

参考： 

•ビジュアル化の為の多くの組み込み選択肢 

•APIによるカスタマイズ可能なチャートオプション 

•D3などのライブラリによるサードパーティのビジュアライゼーション

のサポート 

 

組み込み可能かつ拡張可能 
組み込み可能なライブラリとして利用可能なツールを使用すると、開発者

はカスタムレポートソリューションを自由に作成できます。 そして、拡張

可能なアーキテクチャは、将来の校正とギャップを埋める能力を提供しま

す。  

参考： 

•Webアプリケーションにレポートを入れるための組み込み可能な

JavaScript API 

•プラグイン可能で拡張可能なSDK 

•AmazonやDockerなど、あらゆるOSや導入オプションに柔軟に対応 

•DevOpsに優しいビルドオプションとデプロイオプション 

 

オープンソース 
関与したコミュニティに裏打ちされたオープンソースツールを使用するこ

とは、ベンダーのロックインを避け、継続的なサポートと開発を確実にす

るための最良の方法です。 オープンソースは、ミッションの目標に最も適

したツールを使ってカスタムソリューションを構築する最良の方法です。 

参考： 

•積極的かつ成熟したユーザーおよび開発コミュニティ 

•拡張が容易なGPLライセンスツール 

•商用サポートオプション 
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ライセンスされ、規模のために作られた 
レポートが会議室を脱出したのと同じように、ライセンスは、エンドユー

ザーに数千から数百万の規模で同様に適用され、拡張されなければなりま

せん。 

参考： 

•ユーザーごとに制限されない価格設定オプション 

•ロードバランシングによる水平スケーリングオプション 

 

Kushimの粘土板から今日まで、レポートは健在です。 レポートツールは

急速に進化しており、これまで以上に多くの人にレポートを提供していま

す。  

エンドユーザーは、粘土を成形してKushimが夢見ることのできる質問に答

えられるようになりました。 
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