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自社製品の
機能拡充

ビジネスの
拡大

組み込み方法
拡張性

サポート体制
戦略的課題・
本業への集中

このセミナーに興味を持った理由は？



埋め込み分析とは？



“Embedded analytics is the use of reporting and analytic capabilities in transactional 

business applications. These capabilities can reside outside the application, reusing 

the analytic infrastructure built by many enterprises, but must be easily accessible 

from inside the application, without forcing users to switch between systems. The 

integration of a business intelligence (BI) platform with the application architecture 

will enable users to choose where in the business process the analytics should be 

embedded.” 

- Gartner, IT Glossary

“埋め込み分析とは、レポーティングや分析機能をビジネスアプリケーション内で
使用すること。これら機能は、多くの企業が提供している分析インフラを使用し
てアプリケーション外で実行することも可能だが、システム間を行き来することなく、
アプリケーションから簡単にアクセス可能でなければならない。アプリケーション内
にBIプラットフォームを統合することによって、ユーザーがビジネスプロセスのどこで
分析を行うかを選択することが出来る。”



なぜ埋め込み分析？



People who know the data 
should ask the questions



なぜ埋め込み分析？

セルフサービス顧客からの期待 競争優位 収益源



Tableau とは？



We help see and understand datapeople



Tableau プラットフォーム
デスクトップ ブラウザ モバイル 埋め込み

データへのアクセス

導入 オンプレミス |  クラウド |  ホスティング Win  |  Linux  |  Mac マルチテナント
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データ準備

ガバナンス

コンテンツ検出

分析

コラボレーション

ライブ | インメモリ | ハイブリッド接続

データブレンディング | クエリフェデレーション | 視覚化データ準備
| 自動データモデリング

データソースの一元化 | 認証 | 使用状況分析 | パーミッション

プロジェクト | 推奨 | バージョン管理 | 検索

視覚化 | アドホック | 高度 | 空間 | 計算 | 統計

アラート | サブスクリプション | ストーリーテリング | 共有 | ディスカッション





なぜ Tableauで 埋め込み分析？



なぜ Tableauで 埋め込み分析？

セルフサービス迅速な機能追加 インタラクティブな
ダッシュボード



Tableauで埋め込み分析を
どのように実現？



システム構成イメージ
Web Application Tableau Server

Reporting DBApp DB

TS Repository

Web & Mobile 
Users

Firewall



認証

OpenIDSAML

Kerberos/AD 信頼できる認証

複数の認証方法の中から選択可能



JavaScript API ダッシュボード操作のユーザー体験をカスタマイズ

REST API ユーザーやコンテンツの管理 / 動的なコンテンツ表示

Document API ワークブックやデータ接続定義のプログラムでの編集

Data Extract API Tableauデータ抽出のプログラムでの生成

Web Data Connector Web上のデータソースに接続

Mobile App Bootstrap モバイルアプリに埋め込むためのテンプレート＆サンプル

拡張性とAPI
Tableauプラットフォームをニーズに合わせて拡張



JavaScript API

• UIのカスタマイズ

• アプリケーション側の情報に基づく
ビジュアルのフィルター

• ビューの選択やgetData()メソッド
による情報取得

Tableau Server

JavaScript



REST API

• そのユーザーが利用可能なコンテンツの
取得

• 動的なコンテンツ表示

• Tableau Serverとの同期
• ユーザー追加、削除、ライセンス付与
• パーミッション設定



Demo



Tableau 埋め込み分析 セミナーシリーズ
次回は…

2018/8/30（木）
15:00 Start



Resources
Tableau Embedded Analytics Playbook
https://tableau.github.io/embedding-playbook/

Tableau Developer Portal
https://community.tableau.com/community/developers

Tableau JavaScript API Tutorial
https://onlinehelp.tableau.com/samples/en-us/js_api/tutorial.htm

Tableau Embedded Analytics 製品ページ
https://www.tableau.com/ja-jp/embedded-analytics

https://tableau.github.io/embedding-playbook/
https://community.tableau.com/community/developers
https://onlinehelp.tableau.com/samples/en-us/js_api/tutorial.htm
https://www.tableau.com/ja-jp/embedded-analytics


Questions?



Thank you!
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