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エンベデッド・アナリティクスとは？

ビジネスアプリケーションでレポーティングと分析の機能を使用すること。

分析インフラストラクチャを再利用することで、これらの機能をアプリケーションの外部

に配置できるが、ユーザーにシステム間の切り替えを強制することなく、アプリケーショ

ンの内部から容易にアクセスできる必要がある。

BIプラットフォームとアプリケーションアーキテクチャの統合により、ユーザーはビジネスプ

ロセスのどこに分析を埋め込むかを選択できる。

- Gartner, IT Glossary
https://www.gartner.com/it-glossary/embedded-analytics

https://www.gartner.com/it-glossary/embedded-analytics


Tableau によるエンベデッド・アナリティクス

社内/外向け
Web ポータル
への埋め込み

Salesforce
への埋め込み

Tableau 
Server/Online

Web サーバ

1. 埋め込み画面
の提供

2. APIによる
画面コントロール



DEMO



キーとなるテクノロジー

JavaScript API

SSO

Web サイトに
ダッシュボードを埋め込み

埋め込みダッシュボードへの
シングルサインオン



JavaScript API



JavaScript API が提供する機能

Tableau の viz を Web に埋め込み

viz に対するユーザ操作の埋め込み

viz のデータ取得と 3rd パーティーアプリケーションとの連携
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JavaScript API の処理フロー

https://YOUR-

SERVER/javascripts/api/tableau-

2.min.js

// viz のロード

// フィルタ操作

// マークの選択

// データの取得

// ライブラリの指定

https://your-server/javascripts/api/tableau-2.min.js


JavaScript API Reference

https://onlinehelp.tableau.com/current/api/js_api/en-us/JavaScriptAPI/js_api_ref.htm

スクリプトで使用可能な
API を API Reference 
としてオンラインヘルプで
公開

https://onlinehelp.tableau.com/current/api/js_api/en-us/JavaScriptAPI/js_api_ref.htm


viz の埋め込みと描画
function initViz() {

containerDiv = document.getElementById("vizContainer"), 

url = "http://public.tableau.com/views/SuperstoreEmbed/Overview", 

options = {

"Region":"",

hideTabs: true,

onFirstInteractive: function () { 

console.log("Run this code when the viz has finished loading.");

} 

}; 

viz = new tableau.Viz(containerDiv, url, options); 

}

viz の URL 指定

URL オプション
パラメータ



応用例
①Dynamic Load

一つのフレームに
複数の viz を順次表示する

• viz の URL を複数定義し、
ボタン操作等の条件で
読み込む URL を切り替え

ボタン操作



応用例
②アニメーション

viz をアニメーションとして表現

• viz の URL で指定するパラメータを、

一定間隔で切り替え

• 右の viz では URLの末尾に

“Year=xxxx & Month=yyyy”

を付加し、値を一定間隔で切り替え



ダッシュボードに対するユーザ操作の埋め込み

• フィルタの追加と削除

• PDF やイメージのエクスポート

• ワークブックのダウンロード

• パラメータ値の表示

• マークの選択

• etc...

ボタンなどのインターフェースでさまざまな操作を制御可能



PDF/イメージのエクスポート

function exportToPDF() {
viz.showExportPDFDialog();
}

function exportToImage() {
viz.showExportImageDialog();
}

PDF のエクスポート

イメージのエクスポート



フィルタの追加

function regionFilter(region) {
var sheet = 

viz.getWorkbook().getActiveSheet().getWorksheets().get('Sale Map');

if (region == "") {
sheet.clearFilterAsync("Region");

} else {
sheet.applyFilterAsync("Region", region,
tableau.FilterUpdateType.REPLACE);

}
}

シートの取得

Region のフィルタが空の場合は
フィルタをクリア

指定したフィルタを Region に適用



viz のデータを取得するAPI

• viz の背後にあるすべてのデータにプログラマティックにアクセス

• 3rd パーティーのエンジンと連携可能 (D3, Pykcharts etc)

• getSummaryDataAsync() と getUnderlyingDataAsync()



サマリーデータとフルデータの取得

getSummaryDataAsync()
集計されたサマリーデータを取得

getUnderlyingDataAsync()
データソースの全データを取得



D3.js との連携プロセス例

viz の
ロード

データ
取得

データ
処理

3rd パーティー
ライブラリ



DEMO

Get Data, Marksselection, D3_Spotify Network Diagram/SXSW.html


シングルサインオン



エンベデッドアナリティクスと SSO

viz を埋め込んだ場合でも
Tableau Server の認証は発生

認証なしで viz が表示されるため、
ユーザの利便性が向上

SSO なし SSO あり



シングルサインオンの方式

• Open ID Connect

• 信頼できる認証 (Trusted Authentication)

• Kerberos

• SAML

• Active Directory



信頼できる認証

• Tableau Server で使用可能なトークンベースの認証

• 信頼できる Web サーバを Tableau Server にあらかじめ登録

• ユーザのログイン時に一時的なチケット(トークン)を発行

• チケットを付加した URL にアクセスすることで認証なしのログインが可能

非常にシンプルな構成で SSO を実現可能



信頼できる認証の仕組み

1. ユーザが Web ページにアクセス

2. Web サーバが
Tableau Server に POST 送信

3. Tableau Server がチケットを
生成

Web サーバ

ブラウザ



信頼できる認証の仕組み

4. Web サーバがブラウザにチケット
を付加した URL を渡す

5. ブラウザが Tableau Server の
ビューを要求

6. Tableau Server が
チケットと引き換えにログインさせ、
チケットを削除Web サーバWeb サーバ

ブラウザ



信頼できる認証の設定

Tableau Server で Web サーバーを
「信頼できるホスト」として指定



DEMO

Tableau Server

① チケットの発行要求 (POST)

② チケット発行

Web サーバ

③チケットを URL に追加してログイン



SAML

• 3rd パーティーの Identity Provider (IdP) を使用してユーザを認証

• IdP でユーザが認証されると、Tableau 側でもユーザが認証される

• SP-initiated SAML と IdP-initiated SAML の両方をサポート

• OneLogin, Okta や Ping Identity 等の主要な IdP を使用可能

すでに活用している既存の IdP がある場合に有力な方式



SAML の仕組み

1. ユーザ名の入力

3. パスワードを要求して認証

2. ログイン要求をリダイレクト

Tableau Server

Identity 
Provider

(IdP)

4. SAML の正常な
応答を送信５. ロール/パーミッションに

基づいてコンテンツを表示



Tableau Server の SAML 設定

TSM で認証方法として「SAML」を指定

- 証明書
- IdP のメタデータファイル
- SAML アサーションの指定



IdP 側の設定 (Onelogin の例)

Tableau Server の URL
ユーザのパラメータ

ユーザへのアプリケーション割り当て等



その他の API 群



その他の API ①
ユーザー ユースケース 言語 動作環境

REST API
サーバ管理者
アプリ開発者

サーバータスク
の自動化

Java,
Python

Tableau Server
Tableau Online

WDC
(Web Data
Connector)

Web 開発者
データ開発者

データ接続 JavaScript

Tableau Desktop
Tableau Server
Tableau Online

(Tableau Bridge 経由）

Extract API
アプリ開発者
データ開発者

抽出の作成
C, C++,

Java, Python
すべて

Extensions API
アプリ開発者
Web開発者

拡張機能 JavaScript
Tableau Desktop
Tableau Server
Tableau Online



その他の API ②
ユーザー ユースケース 言語 動作環境

R and Python 
Integration

データ
サイエンティスト

高度な分析 R, Python
TableauDesktop
Tableau Server

Document API
アプリ開発者
データ開発者

Tableau ファイル
の作成と修正

Python すべて

Mobile App
bootstrap

モバイル開発者
アプリ開発者

モバイルアプリ
ケーションへの
Viz の埋め込み

Objective-C
Cordova
React

iOS
Android



まとめ

Tableau の viz を業務システムや社内外の Web サイトに埋め込

むことでエンベデッド・アナリティクスを実現

• データを活用するユーザの利便性向上

• 企業の固有データを活用した新たな外部向けサービスの創出

エンベデッド・アナリティクスを支える Tableau の技術

• JavaScript API による viz やユーザ操作の埋め込み、データ取得

• さまざまなシングルサインオン方式をサポート




