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組み込みビジネスインテリジェンスの実践：３つのケーススタディ 

はじめに 
あなたは、ソフトウェアアプリケーションのプロダクトマネージャーですか？ データアーキテク

トまたはCTOですか？ もしくは、社内のデータ分析アプリケーションの開発者ですか？ 

 もしそうなら、組み込まれたビジネスインテリジェンス（BI）ソフトウェアが、どのようにユー

ザーにアプリケーションのデータを最大限に引き出すのに役立つか理解しているはずです。 

実際、アプリケーションにいくつかのレポート機能を既に組み込んでいる可能性は高いですが、よ

り堅牢なビジネスインテリジェンス機能を使用して更に多くの洞察を得ることが出来るようになり

ます。 これは一般に、サードパーティのBIソフトウェアをアプリケーションに組み込むことで実

現します。 しかし、そのようなソフトウェアを組み込む為には多くのアプローチがあり、どのアプ

ローチがアプリケーションに最適かを判断する必要があります。まず、TIBCO Jaspersoft® BIソ

フトウェアをアプリケーションに組み込むことを検討し、このタイプの統合の為の6つの手法を検

討する理由を見ていきます。 次に、アプリケーション内にBIを正常に実装した3社を紹介します。 

Agiliance、Tomax Corporation、eBuilderなどがあります。 これらの企業がJaspersoft BI機能

をアプリケーションに組み込んで、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、開発スケジュールをス

ピードアップした方法について説明します。 これら3社のアプリケーションは、Jaspersoftを組み

込むことができる多くの方法のほんの一部に過ぎません。 何故なら、Jaspersoftは組み込みBIソ

リューションとして特別に設計されました。 これは、幅広い統合オプションをサポートする非常に

フル機能のソリューションに発展し、数万のアプリケーションに組み込まれています。 

1 If that is not the case, we recommend you read these documents from TIBCO Jaspersoft: 

“Five Levels of Embedded BI for Your SaaS Application” and “Self-service Business Intelligence:  

a Workbook.” 
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何故、JASPERSOFTを 

組み込むの? 

Jaspersoft BIプラットフォームに

は、次のような多くの利点がありま

す。 

•Web標準である為 

オープンソースのプラットフォーム

であるJaspersoftは、拡張と統合が

容易です。 

•インタラクティブなレポート、ダッ

シュボード、チャート、高度なビジ

ュアライゼーション、インタラクテ

ィブなクロスタブおよび分析などの

セルフサービス機能を備えた、幅広

いBIユーザのニーズに対応していま

す（カジュアルユーザからパワーユ

ーザー、パワーポイントのBIアプリ

ケーションビルダー、データアーキ

テクト） 

•Jaspersoftは数十種類のデータソ

ースにアクセスできます。 

データベース、フラットファイル、

NoSQLデータベース、Apache 

Hadoop、およびカスタムデータソ

ースが含まれます。 

•エンドユーザーは、Jaspersoftの

メタデータレイヤ（「データドメイ

ン」）の為、基礎となるデータソー

スの複雑さからバッファされなが

ら、レポートを作成して分析を実行

できます。 

•Jaspersoftは、レポートリポジト

リ、認証機能、ロールベースのアク

セス制御、マルチテナンシーサポー

トなどのインタラクティブなレポー

トとビジュアライゼーションを生成

するだけでなく、フル機能のBIプラ

ットフォームです。 

メモリ内の分析エンジン、スケジュ

ーリングとジョブ管理、柔軟なセキ

ュリティ統合、管理ツール、使用状

況ログなどが含まれます。 

 

JASPERSOFTを組み込む為の技術 
前述のように、Jaspersoftは幅広い拡張ポイントをサポートしている為、アプリケーション

に最適な手法を選択することができます。 ここには、実装が簡単なものから複雑なものま

で、6つの一般的なテクニックがあります。 ほとんどのアプリケーションでは、BI機能を組

み込み、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供する為に、これらの手法のうちの3

つ以上を使用します。 

 

1.ルック＆フィール（見た目と操作感）を再現する為のテーマ 

Jaspersoft UIのルック＆フィールを変更するには、テーマと呼ばれる2つの基本的な方法が

あります。 簡易モードでは、単純なカスケードスタイルシート（CSS）の変更で、ユーザー

インターフェイスのロゴ、画像、フォント、および色を変更できます。 より高度なモードで

は、XMLファイルを編集してメニュー構造とメニュー項目を変更し、ユーザーの組織（テナ

ント）とロールに基づいてルック＆フィールを調整できます。 これにより、特定のBI機能を

特定のユーザーに限定することができます。 たとえば、マネージャはレポートを作成できま

すが、営業担当者は作成できません。 

 

2.アクセスとID管理の統合 

マルチユーザアプリケーションの場合、Jaspersoftは次の2種類のセキュリティを提供しま

す。 

•認証 - 各ユーザーはログインIDを持ち、Jaspersoftサーバー全体にアクセスする為のパス

ワードを入力します。 

•ロールベースのアクセス制御とユーザー管理 - 各ユーザーは、ユーザーがアクセスできるBI

機能、データ、レポート、ダッシュボード、および分析を決定する複数のロールを持つこと

ができます。 

管理者は、Jaspersoftを使用して、ユーザー、ロール、およびテナントを定義及び管理でき

ます。 

アプリケーションに認証、ロールベースのアクセス制御、またはユーザー管理がまだない場

合、アプリケーション内でTIBCO JasperReports® Serverの機能を活用できます。  

より一般的には、親アプリケーションには独自のセキュリティ実装があります。 このような

場合、Jaspersoftのセキュリティインフラストラクチャレイヤを使用してJaspersoftをアプ

リケーションに合わせることができます。 アプリケーションを強制的にJaspersoftに適合さ

せる必要はありません。 

Jaspersoftセキュリティインフラストラクチャレイヤを使用すると、次のことが可能になり

ます。 

•ユーザーがアプリケーションとすべてのBI機能にアクセスする為に一度だけログインするよ

うにシングルサインオン（SSO）を実装する。 Jaspersoftは、自社の実装や、CAS、

Kerberos、Okta Identity Management、Facebook Connectなどの商用製品に基づいてい

ても、アプリケーションのログインセキュリティへのアプローチと統合できます。 

シングルサインオンでは、管理する必要のある名前とパスワードのセットが1つしかない

為、管理が容易になります。 

•アプリケーションのロールベースのアクセス制御実装を拡張し、レポート、ビジュアライゼ

ーション、分析、データ、およびBI機能へのアクセスを管理します。 

Jaspersoftは、プロプライエタリであろうと商用であろうと、マルチテナントであろうとシ

ングルであろうと、アプリケーションのアクセス制御へのアプローチと統合することができ

ます。 

Jaspersoftは、LDAP、Active Directory、Oracle Identity Manager、カスタムフレーム

ワークなどのよく知られたディレクトリやアクセス制御フレームワークと統合することもで

きます。 
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高度なカスタム統合の概念 

あなたの要求が大変高い場合は、

Jaspersoftは、いくつかの先進的な

埋め込み技術から選択することがで

きます。 

これらのほとんどは、Jaspersoftの

将来のバージョンにアップグレード

する為の詳細なプログラミングの専

門知識と慎重に考え抜かれた戦略が

必要。 

•JasperReportsサーバーのカスタマ

イズ - Java APIまたはJavaScript 

APIを使用すると、 

JaspersoftサービスとUIコンポー

ネントの動作をカスタマイズできま

す。 

Java APIを使用すると、一部の

Jaspersoftサービスを独自のコード

に置き換えることができます。 

たとえば、アドホックデザイナーの

データソースセレクタを自分で完全

に切り替えたり、Jaspersoftスケジ

ューリングエンジンを独自のものに

置き換えたり、レポートのカスタム

出力形式を追加することができま

す。 

•カスタムデータソース - アプリケ

ーションのデータが、Jaspersoftが

すぐに使用できる数多くのリレーシ

ョナル、フラットファイル、または

NoSQLデータベースのいずれかに

基づいていない場合は、標準以外の

カスタムデータソースのサポートを

追加することができます 

Jaspersoftカスタムデータソース

APIに追加します。 

•JavaScript API - Ad Hoc 

Designerまたはレポートビューア

でツールバーやメニューを変更する

など、Jaspersoftの最終要素のユー

ザーインターフェイスの動作を調整

できます。 

•ソースコードの変更 - Jaspersoft

コミュニティ製品はオープンソース

なので、無制限のカスタマイズを可

能にして、製品ソースコードのコピ

ーを変更することができます。 

3.マルチテナントサポート 

Jaspersoftマルチテナントサービスにより、開発者は、サービスとしてのソフトウェア

（SaaS）または複数組織展開の目的で、単一のJasperReports Serverリポジトリを個々の

テナントに分割することができます。 各テナントは他のユーザーと完全に分離されている

為、ユーザー、レポート、データアクセスポイントは共有されません。これにより、サーバ

ーの管理が簡素化され、マシンリソースが最大化されます。 
 

4. HTTPの統合 

HTTP統合技術を使用すると、iFrame内またはアプリケーションのポータルまたはダッシュ

ボードフレームワークのいずれかで、ユーザーインタフェースとロジックの両方の

Jaspersoftサーバーモジュールをアプリケーションのユーザーインターフェイスにプルする

ことができます。 JaspersoftはHTTP APIを提供しています。HTTP APIを使用すると、

HTTP URLを提供するだけでサーバーモジュール全体を取り込むことができます。 

次のようなHTTP統合を介して、アプリケーションのユーザー・インターフェース内にさま

ざまなJasperReportsサーバー・モジュールを組み込むことができます。 

•レポートとグラフビューア（静的レポートと対話式レポートの両方） 

•ダッシュボードフレームワーク 

•レポートリポジトリの参照と検索 

•レポートジョブの提出と実行 

•アドホックデザイナー 

•TIBCO Jaspersoft® OLAP実行とビューア 

 

5.ウェブサービス経由のサーバーインテグレーション 

アプリケーションは、RASまたはSOAP WebサービスAPIを介して、ユーザーインターフェ

イスを使用せずに直接JasperReportsサーバーの機能にアクセスできます。 

この手法を使用すると、アプリケーションはユーザーインターフェイスを提供し、

JasperReportsサーバーを呼び出してタスクを実行します。 たとえば、スケジューリングに

Jaspersoft UIを使用する代わりに、アプリケーションのユーザーインターフェイスがレポー

トのスケジュールに必要な情報を収集します。 情報が収集されると、アプリケーションは

JasperReports Server REST APIを呼び出してスケジューリングを実行します。 

REST APIを使用すると、JasperReportsサーバーにアクセスしてレポートの実行を行うこ

とができます。リポジトリ管理、オブジェクト権限、ジョブ管理、ログイン、ユーザー、ロ

ール、および組織の管理です。 
 

6.レポートのリンク 

アプリケーション内のWebページ、別のレポート、別のJasperReportsサーバーモジュー

ル、または任意の外部Webページにリンクすることができるハイパーリンクを埋め込むこと

によって、レポート、チャート、および分析を実行可能にすることができます。 このテクニ

ックを使用すると、ドリルダウンとドリル・スルーをサポートして詳細情報を得ることがで

きます。また、レポートや分析で情報に即座に対処することもできます。 

2 An iFrame (Inline Frame) is an HTML document embedded inside another HTML document on a website. 

It can be used to insert content from another website (such as the Jaspersoft BI Server’s web pages) into 

the web pages for your application. 

3 Jaspersoft’s REST API is based on Web Services, which is similar to its predecessor SOAP API. 
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ケーススタディ 1 

AGILIANCE社 

Agilianceは、オペレーショナル・

リスク・インテリジェンスとセキ

ュリティ・リスク・インテリジェ

ンスの為の統合されたソリューシ

ョンを提供する独立系プロバイダ

です。 

RiskVisionソフトウェアプラット

フォームにより、組織は企業リス

クを管理することができます。 

ビジネス、IT、およびセキュリテ

ィ関連の人々の間で、ほぼリアル

タイムで可視、測定、および実行

可能にします。 

Agilianceは、統合された1つのエ

ンタープライズプラットフォーム

でセキュリティとコンプライアン

スを統一し、企業がコンプライア

ンスに対応したアプローチからプ

ロアクティブなリスク対応モデル

に移行できるようにします。 

このユニークなアプローチによ

り、GartnerやForrester 

Researchなどのアナリスト企業

は、多くの業界で高い評価を受

け、ビジネス上の評価を得ていま

す。 

下記の3社は、自社のアプリケーションにJaspersoft BI機能を提供しています。  

ここでは彼らの事例を紹介しています。 

 

AGILIANCE社は、JASPERSOFTでリスクを管理するクライアントを支援します 

 
背景 

Agiliance®（www.Agiliance.com）は、組織に運用上およびセキュリティ上のリスクインテリ

ジェンスの為の統合ソリューションを提供する為に設立されました。 同社のRiskVision®ソフト

ウェアは、ビジネス、IT、セキュリティの各オペレーションをほぼリアルタイムで表示、測

定、実行可能にすることで、企業リスクを管理することができます。 

Agiliance社には、エンタープライズ、ポリシー、コンプライアンス、ベンダー、インシデン

ト、脅威と脆弱性に関するリスクのトップダウンとボトムアップという6つのアプリケーショ

ンがあります。 アプリケーションは、ユーザーがリスクエクスポージャー、コンプライアンス

ステータス、および現在の脅威を容易に理解するのに役立ちます。 ほとんどの顧客は、ハード

ウェア上で使用したり、独自のWebサーバー上でホストしたり、Agilianceによってホストさ

れるクラウドアプリケーションとしてアクセスしたりできる、これらのアプリケーションをい

くつか使用しています。 

RiskVisionは、GartnerやForrester Researchなどのアナリスト企業がAgilianceの製品分野

の企業を授与したことで最も高い評価を得ています。 

 

なぜ、JASPERSOFT? 

Agiliance社はTIBCO社と提携して、より高度なレポートとビジネスインテリジェンスを顧客

に提供しました。 

Jaspersoftを使用する前に、Agilianceは独自のレポート作成ツールを使用していました。 

それは実現可能ではあったが、それを開発し、維持する為の継続的な必要性は、同社のコアビ

ジネスからリソースを奪いました。 Agilianceは、クラス最高のレポート機能を提供したいと

考えていますが、その機能を構築したくはありませんでした。 その代わりに、同社は市場で最

高のリスク管理ソリューションを提供するという中核的な能力に集中したいと考えています。 

さらに、同社の顧客とデータセットのサイズは、より速く、より柔軟で、スケーラブルなレポ

ート作成とビジネスインテリジェンスを求めていました。 Agilianceは、ユーザーが

RiskVisionで独自のレポートを簡単に作成できるようにしたいと考えていました。 

同社は、BIパートナーに以下の機能を求めていました。 

•企業評価の良い会社 

•大規模な開発者とコンサルタントのコミュニティを持つ広く配備された製品 

•簡単にアクセスできるリソースを持つローカル企業 

•正式なOEMプログラム 

•標準的なレポート機能とダッシュボード機能 

•エンドユーザーが独自のレポートを作成する機能 

•Agilianceの製品ロードマップとの整合性 

•さまざまなデータソースにアクセスできる一方、ユーザーやレポート開発者からこれらのデー

タソースの複雑さを隠すことができます。 特に、Agilianceは、リレーショナルデータベース

とApache Hadoopのサポートを求めました。これは、同社の長期的な製品計画にとって重要

です 

 

アプローチ 

Agilianceは、Agilianceアプリケーションのメインメニューにある“BI”リンクの下にある

JasperReports Server全体にアクセスします。 RiskVisionアプリケーションのユーザーイン

ターフェイス全体を通して、クライアントは分析、ダッシュボード、インタラクティブで完璧

なレポート、セルフサービスのアドホックレポートなど、真の組み込みビジネスインテリジェ

ンスの為にJasperReports Serverの全機能を利用できます。 ユーザーがアプリケーションの

ユーザーのワークフロー内のデータや情報の該当部分を提示しています。 
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Agiliance は、TIBCO Jaspersoft® Studio を使用して設計された 600 以上のレポートを提供

しています。これらのレポートは、ユーザーが必要なデータのみをレポートできるように、パ

ラメータ化されています。 また、Jaspersoft ドメインと呼ばれる 16 のメタデータビューも提

供しています。 これらのビューは、あまり技術的でないユーザーでも、アドホックレポートを

作成することができます。 Agiliance アプリケーションは、Jaspersoft テクノロジーを組み込

んでいるという事実を隠すわけではありません。 実際、Jaspersoft ブランドとのユーザーイ

ンターフェースの分析セクションを共同ブランド化しています。 

 

図1 RiskVision 

Agilianceは、この共同ブランドには2つの大きなメリットがあると考えています。 Agilianceアプリ

ケーションには、機能豊富なフル機能のBIツールが組み込まれている為、見込み客は購入する可能

性が高くなります。 また、多くの顧客がJaspersoftの経験を持っているか、簡単に経験を得ること

ができる為、導入が簡単になります。 

Agilianceは、Jaspersoftを埋め込む為に以下の手法を使用しました。 

•ブランドの外観を変える為のテーマ 

•アクセスとアイデンティティ管理の統合 

•HTTP統合 

•レポートのリンク 

• ウェブサービス 

 

ブランドの外観を変える為のテーマ 

Agilianceは、そのアプリケーションのルック＆フィールに合わせてJaspersoftのテーマを変更しま

した。 これには、デフォルトのCSSファイルの変更、画像の置き換え、新しいテーマを使用するよ

うにJasperReports Serverの設定が含まれていました。 その結果、JasperReports Serverが使用

するフォントとカラーパレットがRiskVisionのユーザーインターフェイスと一致するように変更さ

れ、一貫したルック＆フィールが作成されました。 
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「Jaspersoft は、このデータを
抽出して最も多くのデータを表
示するのに役立ちます 

顧客にとって意味のある方法で
す。 Jaspersoft では、 
事実上すべてのデータを使用し

て独自のレポートを作成するこ
とができます。 
Jaspersoft は、システム内の豊

富なデータのロックを解除する
手段を提供しています。 

– Steven Finegan, 
Senior Product Manager 

アクセスとアイデンティティ管理の統合 

Agilianceは、そのアプリケーションをJaspersoft AccessおよびIdentity Management API

に統合したので、ユーザはAgilianceアプリケーション（Agilianceアプリケーションと

JasperReportsサーバの両方ではなく）に一度ログインするだけで済みます。 ユーザー、役

割、および権限はRiskVisionで定義され、動的にJaspersoftの役割にマッピングされます。 ま

た、ユーザーのRiskVision権限は、JasperReportsサーバーのレポートとダッシュボードのデ

ータへのアクセスを制限します。 

 

HTTP統合 

AgilianceはiFrame内の全体にJaspersoftアドホックデザイナを埋め込みました。 設計者は、

技術的ではないユーザーが独自のレポートを作成し、16の定義済みドメインのいずれかを照会

できるようになります。 

Agilianceは、iFrame内にJaspersoft Dashboard Frameworkも組み込みました。 ダッシュボ

ードには、一目で見る為の多くのレポートがまとめられています。 

ユーザーは、Jaspersoft Dashboard Designerを使用して、他のレポートを使用して独自のダ

ッシュボードを構築することもできます。 

 

レポートのリンク 

Agilianceには600件の定義済みレポートが用意されており、そのほとんどは詳細までのドリル

ダウンをサポートする他のレポートにリンクされています。 多くのレポートは、リスク管理の

為にユーザーが即座に対応できるRiskVision UIに直接リンクしています。 その結果、ユーザに

とって事実上シームレスな、一貫性のある直感的な製品になりました。 

 

ウェブサービス 

RiskVisionは、Webサービスを使用して、JasperReports ServerからRiskVision UIの特定の

ページに追加できるレポートのリストを提供します。 RiskVision UI内でページが選択される

と、システムはWebサービスを使用してレポートおよびダッシュボードに必要なパラメータを

検索し、URLコールを介してこれらのパラメータをレポートに送信できるようにします。 

 

成果と今後の計画 

Jaspersoftの組み込み以来、Agilianceは、Agilianceのコストを削減し、顧客に迅速な意思決

定の為の洞察を与えることで、レポートを以前よりも少なくとも50％速く作成できると見積も

っています。 

同社は、これにより正規従業員の人員を削減しています。従業員は、リスクの特定、測定、お

よび軽減関連の機能を開発する為に再導入することができます。 Agilianceのサービス組織は、

以前よりも大幅に速く顧客のレポート関連プロジェクトを完了します。 

今後、スマートフォンやタブレットからのレポートや分析を閲覧・操作できるよう、

Jaspersoftのモバイルデバイスのサポートを利用する予定です。 

 

ベストプラクティスアドバイス 

Agilianceは、あなたがJaspersoftを使用しているという事実を隠していないことをお勧めしま

す。 

代わりに、Jaspersoftの接続を「競争上の優位性を発揮させる」ことを提案しています。 

JaspersoftソフトウェアをUIにカプセル化しないことも推奨しています。 代わりに、

Jaspersoft BIユーザーインターフェイスをHTTP統合技術を使用して使用することをお勧めし

ます。 この技術を使用すると、Jaspersoft BI製品の新しいリリースでシステムを維持しやすく

なり、シームレスで手間のかからないエクスペリエンスをユーザーに提供できます。 
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ケーススタディ 2 

トーマスコーポレーション社 

Tomax は、小売業界向けの管理ソ

リューションを提供する独立系ソフ

トウェアベンダー（ISV）です。 

Tomax は、小売市場に専属の唯一

のソフトウェアソリューションプロ

バイダーです。 

企画やマーチャンダイジングから店

舗での実行まで、需要主導型の小売

業全体にまたがる有機的なソリュー

ションです。 

トーマスコーポレーションは、小売業者が実用的な情報を得るのを助けます。 

 

背景 

Tomax Corporation（www.tomax.com）は、小売業界向けの管理ソリューションを提供す

る独立系ソフトウェアベンダー（ISV）です。 100を超える小売チェーンは、小売業者のデ

ータ、商品、店舗運営、顧客経験、および労働力を管理する為の、統合された単一の集中ソ

リューションを提供するRetail.netソリューションを使用しています。 

このマルチテナントのSaaSソリューションは、多数の小売業者が一度にすべての店舗を見

渡すのに役立ちます。 目標は、データ、アクションアイテム、およびアクティビティをまと

めて、小売業者がビジネスを管理および最適化するのを支援することです。 

同社のRetail.netソリューションでは、堅牢なレポートフレームワークと分析機能を提供す

る為にBIテクノロジーが必要でした。 具体的には、レポート作成を有効にし、カスタムレポ

ートの作成を簡素化し、ダッシュボードインターフェイスを提供し、分析およびアドホック

クエリ機能をサポートする必要がありました。 効果的である為には、ユーザーがトランザク

ションやSKUレベルまでドリルダウンしたり、部門、店舗、地域などの要因でデータを集約

する必要がありました。 

 

なぜ、JASPERSOFT? 

TomaxはBIパートナーの選択にいくつかの要因を考慮し、TIBCOはこの選定に適合しまし

た。 

•同社は、洗練されたレポーティング構造を提供できる、実績のある、しかし高度に適応可能

なオープンソース技術を求めていました。 Tomaxは、その小売り業務にフォーカスする為、

その集中を散らすその専門知識を開発するのに時間を費やしたくなかった。 

•Tomaxは野心的な市場投入目標を持っていました。 学びやすく、使いやすく、統合しやす

い技術が不可欠でした。 

•アーキテクチャ上のフィット感が重要でした。 Retail.netアプリケーションは、Liferay 

Portalソリューションをエンドユーザのプレゼンテーション媒体として採用し、オープンス

タンダード、オープンソーステクノロジ、Javaベースのテクノロジを採用したJ2EEフレー

ムワークで設計されています。 BIソリューションは、これらの技術によってサポートされる

必要があります。 

•顧客は多くの場合、データを分離する必要がある複数の法人組織で構成されている為、マル

チテナントソリューションが必要でした。 

•Retail.netアプリケーションは複雑なアクセス制御をサポートしている為、BIテクノロジに

はこの構成をサポートするセキュリティおよびアクセス制御APIが必要です。 

•当初、TomaxはBIソースコードにいくつかの変更を加えたいと考えていましたが、引き続

きBI企業との関係を維持していました。 （多くのBI企業は、ソフトウェアをカスタマイズ

するクライアントをサポートしていません）。 

•最後に、Tomaxは、柔軟なライセンスモデルを備えた費用対効果の高いソリューションが必

要でした。 
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 アプローチ 

Tomaxアプリケーションは、ユーザーに何が起こっているのかを一目でわかるように設計されています。 

いくつかのレポートを含むダッシュボードは、ほぼすべてのページに表示されるUIで顕著です。 ユーザー

は、すべての定義済みレポートの完全なリストにアクセスして、Retail.netの「Report Library」メニュー

項目から実行することもできます。 

すべてのレポートは、ユーザーが特定のデータを報告できるように高度にパラメータ化されています。 

選択されたユーザーにはTomaxメニューの「Ad Hoc Reporting」オプションがあり、Jaspersoft Ad Hoc 

Designerモジュールを介して独自のレポートを作成できます。 

TomaxとJaspersoftとの統合は、以下の手法に対応しています。 

•ブランドの外観を変える為のテーマ 

•アクセスとアイデンティティ管理の統合 

•マルチテナントサポート 

•HTTP統合 

•レポートのリンク 

Tomaxは更に、高度な統合技術を2つ利用しました。 

•カスタムデータソース 

•ソースコード統合 

 

ブランドの外観を変える為のテーマ 

TomaxのRetail.netは、各顧客の為に異なる外観と感触でブランド化されています。 

アプリケーションのBI部分では、顧客のブランドと一致するカラーパレット、フォント、ロゴを使用して、

各顧客に異なるJaspersoftテーマを使用することで、これを実現します。 

 

アクセスとアイデンティティ管理の統合 

Tomaxの顧客はしばしば複雑な組織体系を持ち、時には複数の法人組織に編成された何百もの店舗で構成さ

れています。 Retail.netの機能、BIの機能、データ、レポート、および分析へのユーザーのアクセスは、こ

の複雑な構造内のユーザーの仕事や割り当てによって決まります。 これらの複雑なアクセス制御ルールを

実装し、シングルサインオンを提供する為に、Tomaxは独自のIDM ID管理（IDM）システムを開発しまし

た。 Tomaxは、Jaspersoft AccessとIdentity Management APIを統合し、Jaspersoftのマルチテナン

ト機能を利用してIDMをJaspersoftに拡張しました。 

 

マルチテナントサポート 

先に述べたように、トマックスの顧客は複雑な組織構造を持っています。 

単一の顧客は、データとユーザーを厳密に分離する必要がある複数の法人組織で構成されている場合があり

ます。 一貫性のあるユーザーエクスペリエンスの中でこの分離を実現する為に、TomaxはJaspersoftマル

チテナント機能を活用しています。 

 

HTTPを介したURLの統合 

Tomaxは、UIフレームワークの基礎としてLiferay Portalサーバーを使用しています。 ほとんどの

Jaspersoftコンテンツは、ポートレット経由でTomax Liferayポータルに収まります。 各Liferayポータル

ページ内には、複数のポートレットを並べて表示できます。 各ポートレットは、HTTPインタフェースを介

してJaspersoftの主要な機能を公開します。 

•レポートとチャートの表示 

•ダッシュボードの表示とパーソナライズ 

•レポートの実行とスケジューリング 

•レポートリポジトリの参照 

•レポートリポジトリの検索 
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 Tomax はレポートを実行する為にポートレットを変更しました。 各顧客のデータの階層的な性質の為、

レポートパラメータを収集する為に独自の入力制御ページを作成しました。 入力パラメータの多くは、階

層を介してカスケードされます。 

たとえば、ユーザーは最初に地理的な領域を選択し、次に地区を選択してから特定の店舗を選択すること

ができます。 Tomax はレポートにアクセスする為にポートレットを変更しました。 その役割レポートリ

ポジトリへのアクセスを許可していないユーザーは、別々の Jaspersoft レポートを経由してスケジュー

ルされたレポートが出力した PDF ファイルにアクセスすることができます。 

 

図 2 TomaxのRetail.netアプリケーション  黒いメニューバーを使用すると、Liferayポータルのさまざま

なページにアクセスできます。 これらのページの多くには、JasperReportsサーバーモジュールが含まれて

います。 この特定のページ（ホームページ）には、4つの異なるJaspersoftレポートで構成される

Jaspersoftダッシュボードを組み込んだ1つのポートレットが含まれています。 

Jaspersoftダッシュボードは、JaspersoftへのHTTPインターフェイス経由でLiferayポートレットに引き

込まれます。 

Tomaxには、LiferayポートレットとのiFrameインテグレーションによるAd Hoc Designerも含まれていま

す。 これは、アプリケーションの中央ポートレット環境内に表示されます。 

 

レポートのリンク 

Jaspersoft iReportデザイナーで設計された同社の事前定義済みレポートは、（タイムフレーム、場所、

SKUなどによって）パラメータ化され、実行可能です。 ユーザーは、ダッシュボードまたはレポート内のリ

ンクをクリックして詳細をドリルダウンするか、関連レポートを表示できます。 

 

カスタムデータソース 

Tomaxは、標準のリレーショナルデータベース接続を介してメインのOracleデータベースにクエリを実行し

ます。 Tomaxはまた、アプリケーションのJavaビーンズ内のデータにJaspersoftレポートをできるよう

に、独自のカスタムデータソースを実装しました。 この機能により、Tomaxの開発者は、SQLではなく

Javaを使用して複雑なクエリや集計を作成できます。これは、データアクセスやクエリの要件により便利な

方法です。 

 

ソースコード統合 

Tomaxは、Retail.net製品とJaspersoftの間のソフトウェア抽象化レイヤーを使用します。 アプリケーショ

ンからJaspersoftへのすべての呼び出しは、抽象レイヤを通過し、次にサポートされているJaspersoft 

Web API（URL）を呼び出します。 これによりTomaxのコードベースがJaspersoftから分離され、Tomax

はJaspersoftのコードの変更からバッファリングされます。 

このアプローチはアップグレードを簡略化します。 アップグレードを吸収するのに1〜2週間しかかかりませ

ん。 Tomaxは、アプリケーションコードを継続的に変更することなく、新しいJaspersoftの機能を簡単に

最新の状態に保つことができます。 

将来、TomaxはJaspersoftのモバイルデバイスのサポート、インタラクティブなレポート機能、OLAP機能

を利用する予定です。 
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「レポートはかなり洗練されて
おり、私たちが努力したり、専

門知識を築きたいところではあ
りません。 だから私たちはすで
にその専門知識を持っているパ

ートナーと仕事をしてうれしい
です。 
Jaspersoft は、マルチテナン

ト性、スケジューリング、アド
ホック・レポートに関する全体
的なフレームワーク、およびリ

ポジトリ管理といったインフラ
ストラクチャ全体を提供しま
す。 

この機能をすべて構築する必要
はないので、顧客に迅速にソリ
ューションを提供できるという
点ではずっと良い」 

— Virgil Fernandez 
CTO, Tomax Corporation 

ケーススタディ 3 

eBUILDER社 

eBuilderは、サプライチェーン

のプロセス参加者と協力し合う

世界的なネットワークを統合し

た、エンドツーエンドのクラウ

ド管理プロセスを提供します。 

eBuilder標準およびカスタマイ

ズされたB2Bクラウドプロセス

には、50カ国以上で50万人以

上のユーザーが参加していま

す。 

ベストプラクティスアドバイス 

Tomaxは、BIソフトウェアをカスタマイズすることをお勧めします。なぜなら、どんなBIソフ

トウェアもあなたの望む通りに動作することはほとんどないからです。 たとえば、Jaspersoft

の入力コントロールページは階層的に認識されていませんが、小売情報は階層的です（たとえ

ば、製品カテゴリ、ブランド、SKU）ので、Tomaxはこれらの階層を反映する独自のページを

作成しました。 

また、予定されているBIパートナーがソースコードを変更できるようになるかどうかを尋ねる

意思があることをお勧めします。 多くのBIベンダーは、ソースコードを変更する顧客との関係

を維持しません。 

 

 

eBuilder社は外部プロセスの制御を提供します 
 

背景 

eBuilder（www.ebuilder.com）社は、企業や組織が旅行、購買、物流のビジネスプロセスの全

部または一部を合理化するのに役立ちます。 同社のクラウドプロセスは、トランザクションご

とに支払が行われるWebベースのサービスを自動化します。 eBuilderアプリケーションは、組

織外のプロセス（企業のグローバルなビジネスパートナーネットワークにある）を制御するこ

とにより、既存のERPシステムを補完します。 60カ国以上の約50万人のエンドユーザーが、

eBuilder SaaSアプリケーションを使用して管理コストを削減し、顧客サービスを向上させ、収

益性を向上させます。 

 

なぜ、JASPERSOFT? 

eBuilderは、顧客が大量の情報を迅速に分析し、十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定

を行う為のWebベースのBIソリューションが必要でした。このBIソリューションは、既存の

eBuilder開発プラットフォームと簡単に統合する必要がありました。 同社はまた、セキュリテ

ィが確保された中央の場所にある視覚的に効果的なソリューションを求めていました。 このソ

リューションは、eBuilderの顧客が世界中のアウトバウンド製品出荷のフローを測定、集中、

最適化できるようにする為に必要でした。 BIソリューションは、標準化されたサプライチェー

ン管理レポートへのセルフアクセスを提供し、選択した受信者のレポートポーリングを自動化

する必要もありました。 

同社が望んでいたことを実現する為に、eBuilderはJaspersoftを選択した。 

•異なるアプリケーションの外観を避け、シームレスなユーザー体験 

•オープンソースのソリューションから得られる最大限の柔軟性 

•大規模でアクティブなオープンソースコミュニティーを備えたBIソリューション 

•eBuilderのエンジニアのスキルセットを活用する為のJavaベースのBIソリューション 

•受信者にレポートをスケジュールし、自動的に電子メールで送信する機能 

•BIソリューションの機能の一部を非表示または制限する機能 

•マルチテナントサポート 

 

アプローチ 

このペーパーで紹介されている他の2社と同じように、eBuilderはJaspersoftを使用して、ほ

ぼすべてのデータ、レポート、分析を表示します。 また、Jaspersoftは、eBuilderでさまざま

なビジネスドメイン（旅行、調達、サプライチェーンなど）のBIコアプラットフォームを定義

する為に使用されます。 BIプラットフォームは開発プロセスを標準化し、多くのJaspersoftツ

ールをドメインアプリケーション用のBI機能として使用できます。 機能には、標準レポート、

OLAPビュー、アドホックレポート、およびダッシュボードが含まれます。 たとえば、アフタ

ーセールスドメインの最新バージョンのBIには、25の標準レポート、8つのOLAPビュー、15

のアドホックトピック、および1つのダッシュボードが含まれています。 JasperReports 

Serverのマルチテナント機能を利用して、複数の顧客がこれらの機能をすべて共有していま

す。 アフターセールスドメインの1人の顧客は、毎日のスケジューリング（平均200ジョブ/

日）の標準レポートを頻繁に使用し、その出力をエンドユーザーに電子メールで送信します。 
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 eBuilderの顧客には、多くの標準の事前定義されたレポートが用意されています。これは、eBuilderチームが

Jaspersoft iReportデザイナを使用して作成したものです。 さらに、eBuilderのお客様は、15個の

Jaspersoftトピックとテーマにアクセスして、独自のレポートを作成し、Jaspersoft Ad Hoc Designerと

Jaspersoft OLAPで独自の分析を行うことができます。 

eBuilderは、以下の手法を使用してJaspersoft BIを統合しました。 

•ブランドの外観を変える為のテーマ 

•アクセスとアイデンティティ管理の統合 

•マルチテナントサポート 

•HTTP統合 

•Webサービスによるサーバ統合 

•レポートのリンク 

 

ブランドの外観を変える為のテーマ 

eBuilderは、各顧客のユーザーインターフェースのルック＆フィールをカスタマイズします。 

顧客のロゴを使用してユーザーインターフェイスをブランド化し、顧客のブランドに合わせて色やフォントを

変更することができます。 

 

アクセスとアイデンティティ管理の統合 

このホワイトペーパーで説明されている他の企業と同様に、eBuilderはシームレスなアクセスを保証し、管理

を軽減する為に、さまざまな権限でシングルサインオンを実装しました。 eBuilder製品に組み込まれたアクセ

スコントロールは、BI分析、レポート、およびデータにまで拡張されました。 

メイン・プラットフォームのユーザー・アカウントとアクセス・ロールは、アクセスおよびID管理APIを介し

てJasperReportsサーバーと同期します。 異なる成果物のアクセス権は、JasperReportsサーバー内で管理さ

れます。 

 

マルチテナントサポート 

Travelなどの特定の業種では、eBuilderはそのソフトウェアをサービスとして提供し、複数の顧客が同じ

eBuilderアプリケーションを共有します。 各顧客のデータ、レポート、およびユーザを互いに隔離する為に、

eBuilderはJaspersoftのマルチテナント機能を活用します。 

 

HTTP統合 

eBuilderはHTTP統合を使用して、次のJaspersoftサーバーモジュールをユーザーインターフェイスに組み込

みました。 

•レポートビューア 

•レポートスケジューラ 

•アドホックデザイナー 

•Jaspersoft OLAP 

サーバモジュールは、eBuilderアプリケーションのiFrameにJaspersoft HTTPインタフェースを介して表示

されます。 

 

Webサービスによるサーバ統合 

このホワイトペーパーで紹介されている他のアプリケーションとは異なり、eBuilderはHTTP統合を使用せず

に、ユーザがレポートを実行したりBIリポジトリを参照できるようにしました。 代わりに、eBuilderはユーザ

から必要な入力を収集し、各機能を実行する為にREST APIを介してJasperReportsサーバを呼び出し、独自

のユーザインタフェースを開発しました。 

（図3を参照） 
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図 3 REST APIから収集される情報。 eBuilderは、サーバ統合技術を使用してマップベー

スのダッシュボードを開発しました（図4-7参照）。 

ダッシュボードを作成する為に、eBuilderシステムは、JaspersoftレポートのCSV出力を

Google MapsおよびGoogle Earthとマージします。 実際には、Jaspersoftレポートは、

中間段階です。 マップダッシュボードの場所をクリックすると、詳細レポートにドリルダ

ウンできます。 

図 4 Google Map Dashboard（グローバルビュー） 

図 5 Google Map Dashboard（オンサイト統計） 
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「この技術をシステムアーキテ

クチャにシームレスに吸収し、

標準化されたレポートと柔軟な

データ抽出を作成し、大量の情

報を同化させました。 

これにより、クライアントは情

報に基づいた重要なビジネス上

の意思決定を行うことができま

す。 
         – Roger Wallentin, 

Supply Chain Product Manager, 

eBuilder 

 

図 6 eBuilder と Google Earth の統合 

 

図 7 eBuilderとGoogle Earthの統合 

洗練されたプレゼンテーションには、レポート入力コントロール要素のカスタマイズ（ユーザ

ーがクリックしてデータの表示を絞り込みまたは展開できるようにする）とマップの別の部分

にマウスを移動するときにUIウィンドウを分割して関連するグラフをポップアップ表示する機

能も含まれています。 

 

レポートのリンク 

eBuilderには、ユーザーが時間枠、場所、SKUなどを選択できるようにパラメータ化された

Jaspersoft iReportデザイナを使用して、いくつかの定義済みレポートが用意されています。 

このレポートには、ユーザーがより詳細に、関連するレポートに、またはユーザーが情報を操

作できるeBuilderアプリケーションの他の部分にドリルダウンする為のリンクがいくつか含ま

れています。 

 

成果と今後の計画 

eBuilderはJaspersoftをそのアプリケーションに簡単に統合することができ、Jaspersoftは

安定した高性能で堅牢なプラットフォームであることが証明されました。 Jaspersoft BIと

eBuilderのサプライチェーン製品スイートの統合により、eBuilderの顧客は次のことが可能に

なります。 

•ファクトベースのサプライチェーン測定により効率を高め、コストを削減 

•迅速すべての利害関係者間での戦術的および戦略的なボリュームと主要業績評価指標（KPI）

にアクセス 

•シングルビューのパフォーマンスダッシュボードを通じて、かつてないサプライチェーンの

可視性と制御を達成する 

今後、eBuilderはJaspersoftインタラクティブレポートを使用し、Jaspersoft Ad Hoc 

Designerで独自のレポートを作成できるようになる予定です。 
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ベストプラクティスアドバイス 

eBuilderは、Jaspersoftソースコードを変更する代わりに、承認されたインターフェイス（API、テーマな

ど）を使用してJaspersoftの機能にアクセスすることを提案しています。 このアプローチはアップグレー

ドを簡素化します。 

サーバーモジュールの標準Jaspersoft UIがユーザーの要件を満たしていない場合、HTTP統合の代わりに

REST技術を使用してサーバー統合を使用することも推奨します。

最後に、eBuilderは、Jaspersoftレポート出力を他のシステムやプロセスへの入力として使用するオプショ

ンを検討することを推奨します。

TIBCOのJASPERSOFT製品ラインについて 
Jaspersoftは、毎日何百万人もの人々がアプリケーションやビジネスプロセスの中にタイムリーかつ実用的

なデータをもたらすことで、より良い意思決定を迅速に行うことができます。 組み込み可能で費用対効果に

優れたレポート作成/分析プラットフォームは、構造的かつ経済的にすべての人に届くように拡張し、誰でも

迅速に必要な回答を得ることができます。 

Jaspersoftの商用オープンソースソフトウェアは、数十万ものコミュニティのおかげで何百万回もダウンロ

ードされ、何十万ものアプリやビジネスプロセスのインテリジェンスを作成する為に使用されています。 

詳細については、www.jaspersoft.comおよびhttp://community.jaspersoft.comを参照してください。 
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