
概要

• モバイルレポートを活用して、組織内のより多くのユーザーにデータのパワーを届けましょう。BI 担当者は、

SQL Server 2016 に組み込まれたモバイル BI 機能により、ビジネスユーザーがデスクトップやモバイルデバイス

から直観的で魅力的な方法でアクセスできるインサイトを提供するために、慣れ親しんだ使いやすいツールを利

用することができます。

• 改ページ調整された先進的なレポートを設計する。SQL Server Data Tools に含まれる Report Builder や Report 

Designer などの使い慣れたツールを利用して、豊かなデータのビジュアル化など、改ページ調整され、正確に書

式設定された、先進的なレポートを作成および公開します。

• すべてのレポートに 1 つの場所でアクセスする。Reporting Services Web ポータルにより、レポートと KPI への

アクセスを、セキュアかつ一元的に管理および提供することが可能となります。Web ポータルは HTML5 テクノ

ロジーで開発されており、最新のブラウザー向けに最適化されています。

• オンプレミスのソリューションを簡単にクラウドに拡張する。Power BI ダッシュボードにより、SQL Server 

Reporting Services で既存の投資を活用します。レポートを再作成したり、クラウドに移動させる必要はありません。

既存の Reporting Services グラフ、ゲージ、マップ、画像を、Power BI ダッシュボードにピン留めするだけです。

• 予測可能な所有コスト。SQL Server 2016 に組み込まれたレポート機能を活用して、重要なエンタープライズ機能を

個々のライセンス設定をする必要がなくなるので、複雑さを軽減することができます。

SQL Server 2016 Reporting Services
包括的で先進的なエンタープライズ対応レポート プラットフォーム

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) は、最新の

エンタープライズ レポート プラットフォームで、何千人単

位のユーザーにまでスケーリングすることができます。組

織全体でレポートを作成、配布、管理する際に役立つ、包

括的なレポート機能を提供します。SQL Server Reporting

Servicesでは、Web上、Microsoft Power BIアプリ内、およ

び Microsoft SharePoint サイトで、レポートに対する安全

なアクセスをビジネス ユーザーに提供することができま

す。開発者は、豊富なツールセットを活用して、使い慣れ

た開発環境でレポート ソリューションを拡張およびカスタ

マイズできます。
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IT が管理するデータセキュリティ

• すべてのアクセス許可の管理および

Active Directory ドメインとの統合

• 行レベルのセキュリティの活用

• HTTPS を介してモバイルデバイスに接続

ビジネスのニーズに合わせたスケーリ

ング

• 大量のデータを処理し、エンタープライ

ズ規模の処理およびレンダリングエンジ

ンを使用して複雑なレポートを生成

柔軟な展開オプション

• オンプレミス サーバー、仮想マシン、

または Azure Virtual Machines に展開し、

SQL Server 2016 向け Azure VM ギャラリ

テンプレートで展開を加速

すべてのデータに接続

• SQL Server、SQL Server Analysis Services、

Azure SQL Database など、使い慣れた

Microsoftデータソースに接続

• Oracle、SAP、Teradata などを含むサー

ドパーティのデータソースに接続

使い慣れた展開環境

• 統合されたレポート設計環境で、Visual

Studio 2015 を使用して改ページ調整され

たレポートを設計。 Visual Studio ソ

リューション、プロジェクト、ソース コ

ントロール、ビルド、展開を活用

• .NET コードと統合および拡張し、

.NET Framework 4.6 に対応

マネージメントをもっと簡単に

• 慣れ親しんだツールを使用して、レポー

ト インフラストラクチャの管理と監視を

合理化

ビジネスに役立つ情報を提供するため

に、高品質のインサイトを創造

• 標準化された信頼できるデータモデルに
基づき、高品質のレポートと主要業績評

価指標 (KPI) を作成

• 組織のビジネスユーザーによる一般的な

インサイトへのアクセスを実現

説得力のあるデータのビジュアル化を

提供

• ツリーマップやサンバーストなどのグラ

フで、複雑なデータを視覚的に説得力の

ある方法で提示

• オブジェクト上にデータを重ねて表示す

るため、地理空間データと ESRI シェープ

ファイルをマッピング

時間や場所を問わず、ビジネス ユー

ザーが必要とするインサイトへのアク

セスを実現

• インタラクティブで魅力的なモバイル

レポートと KPIの作成

• タブレットや携帯電話などのさまざまな

フォーム ファクターに合わせて自動的に

調整されるレポートを設計

• ビジネス ユーザーが必要なときに必要な
場所で簡単にインサイトにアクセスでき

るように、レポートを埋め込み、アプリ

ケーションや Web サイトからのアクセス

を提供

レポート作成の効率化

• 共有データソースとデータセットの活用

• 一般的なレポート項目を再利用するため

に、レポートの一部を発行および利用

• 一般的なモバイル レポート作成のニーズ
を満たすために、組み込みのツールとコ

ントロールを使用

レポート ソリューションのカスタマ

イズ

• 組織のロゴと色を Webポータルに適用

すべてのレポートに 1 つの場所でアク

セス

• 先進的な Web ポータル体験で、改ページ

調整されたレポート、主要業績評価指標

(KPI)、モバイル レポートへのアクセスを

1つの場所で提供

正確な形式で正確に担当者へレポート
を配信

• 任意のブラウザーで印刷し、改ページ調

整された文書としてさまざまな形式でエ

クスポート

モバイルレポートで最新情報にアク

セス

• 主要なモバイルデバイスのネイティブの
アプリを使用して、すべてのデバイス、

フォームファクターのタッチ操作に最適
化されたモバイルレポートへアクセスが

可能です

• クライアントサイドのデータキャッシン

グでオフラインアクセスを実現

ステークホルダーに最新情報を提供

• 最新情報へのアクセスを提供

• アラートとサブスクリプションを設定し、

使い慣れたツールで改ページ調整された

レポートをユーザーに提供。データドリ
ブンのサブスクリプションでさまざまな

レポートを配信

• 重要なビジネスサイクルに基づき、レ
ポートのスナップショットをキャプチャ

して保持

今すぐ試してみる。ブログをお読みください。

実証された包括的なエンタープライズ対応の BI プラットフォームを活用する

複雑なデータを価値の高い対応可能なインサイトに変換

適切なインサイトを提供することで、組織内のより多くのビジネスユーザーをサ
ポート

https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-sql-server-2016
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/

