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考慮すべき組み込み分析の 4つのパターン 

パターン＃1：BI がユーザーエク

スペリエンスを満たす 

 

パターン＃2：企業は分析機能を

使って金を稼ぐ 

 

パターン＃3：顧客の声 

彼らの BI ニーズ 

 

パターン＃4：新しい標準は 

ページにめ込み分析 

ビジネスソフトウェアは、データの消費とビジネスユーザーの需要の高まりを背景に革命を起

こしています。 この革命により、ビジネスアプリケーション内での分析の大規模な普及がも

たらされました。ビジネスアプリケーションの96％には、レポート、ダッシュボード、また

は分析機能が含まれています。 このホワイトペーパーでは、この革命を促進するユーザーエ

クスペリエンスパターンについて説明し、ソフトウェア企業に特有の効果を示しています。 

 

パターン＃1：BIがユーザーエクスペリエンス(UX)を満たす 
煩雑で、使いにくく、アプリケーションをマスターすることが不可能な時代はほとんどなくな

り、特にアナリティクスに関しては、直感的な方法でユーザーのニーズを満たすインテリジェ

ントに設計されたアプリケーションを生み出しています。 

より多くのソフトウェアが日々の作業に使用されています。 最近の調査によれば、平均的な

企業は755以上のクラウドアプリケーションを使用しています。① 

  典型的な勤務日には、20以上のクラウド、エンタープライズ、またはデスクトップアプリケ

ーションにアクセスできます。 この見積もりには、一般的なスマートフォンにインストール

されている約26のアプリも含まれていません。② 

それは20回以上の起動、ログイン、各人の毎日の保存で、毎回より多くのデータを生成しま

す。 この量のアクティビティとデータでは、ワークフロー内に情報を表示するアプリケーシ

ョンでは、データ分析などのユーザーエクスペリエンスがこれまで以上に重要になります。 

①世界のクラウドレポート ( Netskope)  アクセス日時：2016 年 1 月 27 日：

https://resources.netskope.com/h/i/147565909-fall-2015-worldwide-cloud-report 

②スマートフォン：非常に多くのアプリ、多くの時間  (Nielsen 2014 年 7 月 1 日)  

アクセス日時：2016 年 1 月 27 日： 

http：//www.nielsen.com/us/ja/insights/news/2014/smartphones-so-many-apps-so-much-time.html 
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ユーザーエクスペリエン

スを考慮した適切に設計

された分析では、「なるほ

ど！の瞬間」が設計によっ

て発生します。  

ユーザーエクスペリエン

スが考慮されておらず、生

成されたものがグラフで

ある場合、その結果は洞察

ではなく気を散らすこと

になります。 

BI のユーザーエクスペリエンスは単なる美しいグラフではなく、直観的に新しい方法でデー

タを見ることによってもたらされる洞察です。 しかし、「なるほど！の瞬間」すぐに来るこ

とはありません。彼らは通常、さまざまなソースからの情報をつなぎ合わせ、正しいことを確

認し、「なるほど！の瞬間」が発生したときに決定を推進するという、多くの作業を必要とし

ます。 ユーザーエクスペリエンスを考慮した適切に設計された分析では、「なるほど！の瞬

間」が設計によって発生します。 

ユーザーエクスペリエンスが考慮されておらず、そのすべてがグラフである場合、その結果は

洞察力ではなく気を散らすことになります。 

ユーザーがデータを消費して洞察を生成するコンテキストを検討するときは、適切な UX に移

行します。 

以下は、LinkedIn の "Who's Viewed Your Profile"機能を、誰もが理解できる組み込み BI

の優れた UX の例です。 

•  "あなたがしたこと" - 表示された数字が標準と異なる理由を簡単にまとめました。 

これにより、ユーザーは点を結びつけ、たぶん「なるほど！の瞬間」に達することができま

す。 

• 「より多くのプロファイルビューを取得する」 - ユーザーがプロファイルビューを改善し

たい場合はどうすればよいですか？ これにより、コンテキストを変更することなく彼らが取

ることができる行動が得られ、偉大な UX 設計の兆候となります。 

• 「チャートを隠す」 - 世界で最も優れた組み込み BI も時々迷惑になることがある為、非

表示にする機能は UX の優れたデザインです。 

例えば、米国に拠点を置く慈善団体が、UX に焦点を当てて寄付を 50％向上させたなど、大

きなユーザーエクスペリエンスは大きな効果をもたらす可能性があります。③ 

逆に、悪いユーザーエクスペリエンスは、いくつかの非常に有害な影響を及ぼす可能性があ

ります。医療プロセスの研究は、間違った薬を受けた患者に役立つ 22 の有用性の問題を発見

した。④ 

これが UX の人気が高まっている理由、そして日々のビジネスアプリケーションに組み込ま

れた BI への道を探る理由です。 

③Albert, W. and Tullis, T.ユーザエクスペリエンスの測定：ユーザビリティメトリクスの収集、分析、および提示

（ Newnes, 2013 ） 

④Albert, W. and Tullis, T.ユーザエクスペリエンスの測定：ユーザビリティメトリクスの収集、分析、および提示

（ Newnes, 2013 ） 
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2016 年には、トップ

SaaSベンダーの 96％が

自社製品にレポート機能

と分析機能を追加しまし

た。 

パターン＃2：企業は分析機能を使って金を稼ぐ 
 

アプリケーションに分析機能を組み込むことは、もはやソフトウェアベンダーにとって選択

肢にはなりません。2016年には、トップSaaSベンダーの96％が自社製品のレポート機能と

分析機能を提供しています。 それらのベンダーからは、84％が自社製品のさまざまなエディ

ションを提供しています。異なるエディションを提供することで、異なるレベルの価値を求

めるさまざまなタイプのバイヤーに製品を販売することができます。 その価値を高める主な

要因の1つは、レポート作成と分析です。 企業はデータに隠れている可能性が非常に高いこ

とを知っており、分析はそれを取得するのに役立ちます。 

 

基本的なレポート作成機能は、何も追加料金なしで、ベンダーの60％がすぐに利用できる

ようになっています。  

Intuit Quickbooks社などの一部のベンダーは、Simpleバージョンでは20以上、Essentials

エディションでは40以上、Plusエディションでは65以上のレポートを提供しています。⑤

Xero社⑥などの他のベンダーは、サードパーティベンダーからレポートを提供しています。

他のソフトウェアベンダーは、より高度な分析機能を提供しています。 

たとえばShopify社⑦では、カスタムレポートを作成する機能はUnlimitedエディションでの

み利用できます。調査された企業⑧から、88％がソフトウェアでレポートまたは分析オプシ

ョンを提供し、8％はサードパーティのソリューションを通じて提供し、4％のみがそれを提

供していません。ソフトウェアの60％には非常に安価なレポートオプションが含まれていま

すが、およそ半分はカスタムレポート機能を提供します。平均して、レポートやダッシュボ

ードがエディションで提供される場合、平均価格はユーザーあたり62ドル高くなります。 

さらに、カスタムレポート機能が提供されると、価格は526ドル上がります。 

 

要約すると、レポートなしのソフトウェアのユーザーあたりの平均価格は$ 51で、 

標準レポート機能付きでは$ 114、カスタムレポート機能付きは$ 640です。 ここでのデー

タは非常に明確です。企業は、アナリティクスを組み込んだときに販売するソフトウェアで

より多くの価値を捉えることを学んでいます。 アナリティクスの高度化に伴い、より多くの

価値を捉えることができます。 

 

パターン＃3：顧客のニーズに合わせたBIのニーズ 
製品に含まれる BI 機能がソフトウェア会社からユーザーに移ったことを誰が判断するか。  

この移行は、サブスクリプションを更新するたびにビジネスを再び獲得しなければならない

為、ユーザーの手にはさらに力を入れるサブスクリプションソフトウェアサービスの採用に

よって拡大されます。 

⑤QuickBooks Online, Intuit. アクセス日時：2016年1月2２日：ｈttp://quickbooks.intuit.com/online/compare/ 

⑥Xero Limited. アクセス日時：2016年1月2２日： https://www.xero.com/add-ons/category/reporting/ 

⑦Shopify. アクセス日時：2016年1月2２日：https://www.shopify.com/pricing 

⑧Montclare SaaaS 250. Montclare. アクセス日時：2016 年 1 月 2２日：https://montclare.com/saas-250/ 
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簡単なレポートとダッシュボード ソーシャルアプリケーション 

パフォーマンス管理アプリケーション 

 

カスタマイズ可能なレポートとダッシュボード 顧客データの豊富なEコマースプラットフォーム 

 

完全にカスタムアナリシス CRM 

人事システム 

マーケティングシステム 

会計と財務システム 

企業内のアプリケーション

がより優れた UX、より良い

モバイルアクセシビリテ

ィ、他のアプリとのより良

い統合によってよりコンシ

ューマ化に進むにつれて、

ユーザーは分析について選

択肢が増えます。 

企業内のアプリケーションがより優れたUX、より良いモバイルアクセシビリティ、他のア

プリとのより良い統合によってよりコンシューマ化に進むにつれて、ユーザーは分析につい

て選択肢が増えます。 

伝統的に、アプリケーション開発者はユーザーの声を無視して来ましたが、今日、特にユー

ザーが最優先のサブスクリプションソフトウェアの登場により、お客様の声はこれまで以上

に強くなっています。 

アプリケーション開発者は、すべてのユーザーが異なることも認識しています。 企業内の

何百ものアプリケーションの分析ワークフローはすべて異なります。 一部のユーザーは簡

単なレポートを希望し、既存のコンテンツを変更したいユーザーもあれば、データを調べた

いユーザーもいます。アプリケーションによっては、より厳密な分析活動に役立つものもあ

ります。 

SaaS企業とその企業が提供する分析についての調査では、特定のアプリケーションが異な

る分析レベルに陥る傾向があります。 
 

上記のソフトウェアタイプと同様に、一部の企業ではユーザー用の簡単なレポートとダッシ

ュボードを作成し、他のレポートやダッシュボードのカスタマイズを可能にするものもあれ

ば、完全なカスタム分析機能を提供するものもあります。 

アプリケーションに含まれる最も一般的な BI 機能の詳細な分類は、Wayne Eckerson によ

る調査⑨、以下に示します： 

 

ほとんどすべてのソフトウェアには、レポート、ダッシュボード、およびチャートが
含まれています。カスタムアナリティクスや予測分析まで含めた数は少ないが、依然
としてプロダクトの大部分に含まれています。この多様性は実際にユーザーの力を物
語ります。 

⑨ Eckerson,Wayne. 組み込みBI：あらゆる場所でのレポート作成と分析  Eckerson Group, 2014年12月 

どの BI 機能を製品に組み込みますか？ 
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さまざまな分析レベルの詳細に

ついては、 5 つのレベルの

Embedded Bi ebook を参照して

ください。

パターン＃4：新しい標準はページはめ込み分析 

アプリケーション内で分析機能が使用される方法も変化しています。利用者は、切断されたも

のの代わりに、よりシームレスな経験に慣れています。 このパターンでは、ソフトウェア企

業は市場が行っていることに合わせて分析サービスの複雑さを高める必要があります。

BIが使用された最初の方法は、別々のアプリケーションの中にありました。

しかしソフトウェアベンダーは、ユーザーが別のアプリを使いたくないことをすぐに認識して

いたので、BIを組み込み始めました。

この 2 番目のステップでは、ユーザーはアプリを使い続けましたが、一般的には、レポート

の為の「レポート」タブや別の領域を含めて、ユーザーのコンテキストからユーザーを移動さ

せました。3 つ目のパラダイムシフトは、作業中のページに BI 情報を表示し、アプリケーシ

ョン分析を自分が行っているところから変換することによって、ユーザーが行っている作業に

従事していることを維持します。

このシームレスなユーザーエクスペリエンスにより、一部の複雑なレポートタブの使用方法

を理解しているユーザーだけでなく、より多くのユーザーが BI のメリットを得ることができ

ます。このアプローチはよりスマートな意思決定を行い、自動的にアプリケーションをより

価値のあるものにします。このアプローチの大きな例は、教育ソフトウェア部門の TIBCO 

Jaspersoft®の顧客である Triumph Learning 社です。「教師はデータサイエンティストであ

る必要はありません」。そして代わりに、Waggle⑩アプリケーションを使用して、生徒を支

援することに集中できます 。 

ページ内アナリティクス手法の詳細については、TIBCO Jaspersoft visualize.js ソフトウェ

ア（www.jaspersoft.com/visualize.js）を参照してください。

⑩ SiliconAngle, SiliconAngle Media. アクセス日時：2016年1月22日：

http://siliconangle.com/blog/2015/01/28/teachers-turn-to-data-analysis-to-help-students/
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組み込まれたアナリティックが進化しているというアプリ 

別々の 2 つの 
アプリケーション

アプリに
” レポート“ タブ

がある 

新しい方法： 
ページ内分析

#4 ページ内はめ込み分析 
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