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要約
Amazon Web Services (AWS) と Tableau Software で実現する包括的なビジネスインテリジェンスソ
リューションは、導入に時間がかからず、セキュリティ保護も容易で、あらゆるユーザーが利用できます。 
Tableau を利用することで、Amazon Redshift、Amazon Elastic MapReduce、Amazon Aurora、Amazon 
Relational Database Service (RDS) などの AWS データサービスで管理しているデータの分析や共有を 
行うことができます。  このホワイトペーパーでは、データの表示、理解、共有を進めるために、Amazon EC2 
上で Tableau Server を稼働させることをお勧めする理由を説明します。 それにより、AWS を十分に活用
できるようになります。 また、導入に関するガイドも掲載しています。 

はじめに - 最新のビジネスインテリジェンス手法の必要性
さまざまなデバイスが製造・販売され、そこから生み出されるデータは増加の一途をたどっています。  企業
においてそうしたデータをリソースとして活用する方法を確立することは、単純な課題ではありません。 
Gartner 社はこのような状況を指して、「ダークデータ」という言葉を使っています。  ダークデータとは、「組織
において、日常的な事業活動を通じて収集、処理、保存された情報資産で、他の目的には利用できないま
まになっているもの」を意味します。 

生成されるデータの圧倒的大部分はダークデータであり、予定外の監査を受けることになった場合や、過
去に何があったのかを調査する必要が生じたときのために保存されています。 このような事態が実際に
生じることがなければ、保存されているデータは無駄になります。 しかし、最適なツールさえあれば、この
ようなデータは膨大な資産となりえるものです。  多様化し続けるデータストリームからインサイトを引き
出すことができれば、競争優位性を確立するうえで役立ちます。 

規模や業界を問わず、ほとんどあらゆる組織で絶え間なくデータが生み出されています。  Amazon Redshift、
Amazon EMR、Amazon Aurora、Amazon Relational Database Service (RDS) など、Amazon Web 
Services (AWS) のビッグデータやデータベースのサービスを利用すると、どのような組織でもデータの収集
や利用が可能となります。 クラウドベースで大規模なビッグデータ処理を行っている組織でも、まだデータ
の分析にはあまり手を付けていない組織でも、事業部門や IT 部門のユーザーがデータからパターンや有益
な情報を抽出して視覚化できるようになれば、大きなメリットが得られます。 そのためには、Tableau のよう
な最先端のビジネスインテリジェンス (BI) ソリューションが役立ちます。 
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BI ソリューションは数多くありますが、中でも Tableau が際立っている点の 1 つが、その使いやすさ
です。 Tableau Desktop のインターフェイスは非常にシンプルで、誰でも直感的に操作できるので、
広く全社的にデータを利用できるようになります。 思考しながら操作できるように設計されているの
で、さまざまなデータソースをドラッグしてシンプルな 1 つのキャンバスにドロップし、指定した変数
に従ってデータを表示して、自然な感覚で瞬時にパターンを見つけ出すことができます。 誰でも、浮
かんだ疑問の答えを探すことや、傾向やチャンスを見つけ出すことができ、データを基に確信を持っ
て意思決定を行えるようになります。 Tableau Desktop は、単純なスプレッドシートからデータベー
スや複雑な Hadoop 環境まで、オンプレミスかクラウドかを問わず、ほぼあらゆるデータソースに対
応しています。 Tableau Desktop で作成したダッシュボードは Tableau Server で安全に共有できるの
で、得られた情報をユーザー自身がセルフサービスで、社内のさまざまな人たちやパートナーと共有
することができます。 

 

Amazon EC2 は、AWS クラウド上で高性能な仮想マシンのインスタンスを柔軟にコスト効率良く利用
できるサービスで、Tableau Server を稼働させるのに理想的なプラットフォームです。 Amazon EC2 を
利用することで、ハードウェアの調達や展開の手間をかけることも膨大な先行投資も必要なく、BI の
処理に必要なだけの仮想マシンインスタンスを利用することができます。 オンプレミスで高可用性
を実現し、リソース利用率を最適化するには多大な労力が必要になりますが、Amazon EC2 ではイン
スタンス数の増減や負荷分散などが自動的に行われるので、手作業の負荷も大幅に節約できます。 
Amazon EC2 と Tableau を組み合わせれば、最新の BI を短期間で導入し、データの活用度を高める
ことができます。 Amazon Redshift や Amazon EMR、Amazon Aurora、Amazon RDS を初めとする
さまざまな AWS サービスで生成されたデータからインサイトを引き出し、発見した情報を社内で共
有できれば、AWS の投資価値をさらに高めることができます。 
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さまざまな BI ソリューションの活用における課題
使い勝手の問題
このようなメリットを実現するうえで、多くの企業で大きな課題となっているのが、社内に展開した BI 製
品がユーザーにあまり受け入れられないことです。 通常の業務でデータを扱わない人たちにとって、ほ
とんどの BI 製品は不必要なまでに複雑で、インターフェイスはわかりづらく、質問の答えが得られるように
なっていないので、使いたいと思えないのです。 用意された BI 製品があまりにも複雑なものだと、自分の
ために作られているものとは感じられず、使う理由もないと考えてしまいがちです。 製品のインターフェ
イスが扱いづらいと、ユーザーは自分の勘に頼るか、社内の他の人に頼ったりして、それまでのやり方を
変えずに作業し続ける可能性が高くなります。 また、提供されている BI 製品ではデータの分析や視覚
化の方法が限られていて、求めているタイプの情報にはあまり適していないと感じると、その製品を業
務に取り入れていこうとは思わないものです。 こうしたさまざまな条件を BI 製品がクリアしておらず、ま
た、そこから得られるデータをユーザーが自分の業務で特に必要としていなければ、わざわざ手間暇を
かけてまで使い方を習得するほどのメリットはないと思うのも無理のないことです。 BI 製品を社内に展
開する場合は、あらかじめこうしたことを考慮したうえで、その製品がユーザーにどのように受け止めら
れるかということに注意する必要があります。 

セキュリティ機能の不備
企業で BI を導入する際に直面するもう 1 つの課題として、確固たるセキュリティの維持があります。 BI 
ソリューションを活用することになれば、通常は、大量のデータが一か所に集約され、大きな規模で共
有されることになります。 そのデータの一部あるいはそのすべてが機密性の高いものです。 社内で広
く利用できるような、ユーザーにとって使いやすい BI ソリューションも数多く存在しますが、その多く
は、企業のデータや知的財産をしっかりと保護できるようなセキュリティに欠けています。 たとえば、表
計算ソフト (スプレッドシート) を利用した分析は、長年にわたって行われています。 この方法で結果
は得られますが、データへのアクセス制御については、できたとしても非常に限られた形でしか行えま
せん。 共有しているすべてのユーザーが編集を加えることができ、誰がいつどのような変更を加えた
のかを管理者が確認できるような監査証跡の機能は備わっていません。 数式が壊れていたり、データ
に不備があっても、そのエラーがどこで起きたのかを確かめる手段は、現実的にほとんどありません。 
また通常、表計算ソフトには、作業中のバージョンをリアルタイムで保存する機能が備わっていないの
で、編集がうまくいかなかった場合に元に戻すには、かなりの手間がかかります。 こうした点は、従来
の BI ソリューションにおけるセキュリティ上の課題のほんの一部にすぎません。 
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導入にかかる時間の長さと拡張性の問題
オンプレミス環境に従来型の BI 製品を取り入れる場合、導入も拡張も複雑で、かなりの時間と費用が必
要になります。 新たなデータソースに対応するには、その度に投資を行い、リードタイムを取る必要があ
ります。 また、新たな地域に広げていく場合にも、サポート対象の人数にかかわらず、追加投資が必要に
なります。 

ビジネスインテリジェンスの課題を解決する、AWS 上の 
Tableau Server
ユーザーエクスペリエンス
Tableau には一連のビジネスインテリジェンスソリューションが揃っており、簡単かつ安全にデータから
インサイトを引き出すことができます。 従来型の BI 製品では、ユーザーはデータを選択し、用意された
中からチャートの種類を選択して、作成するレポートの対象期間ごとに一連のクエリを実行します。 これ
に対して Tableau では、画面を見ながらドラッグ & ドロップでディメンションを操作し、データセットをブ
レンドして、さまざまなメジャーに対する計算を作成できます。 このプロセスの最中、Tableau はわかり
やすいビジュアライゼーションを作成すると同時に、必要なクエリをシームレスに実行します。 

VizQL™ を初めとする特許取得済みのテクノロジーによって、クエリとビジュアライゼーションが 1 つの
プロセスに統合されているため、ユーザーは自分の業務で求められる課題から注意をそらすことなく、
データに関する質問の答えを見つけていくことができます。 Tableau Desktop を使用すれば、誰でもさ
まざまなデータソースに接続してビジュアライゼーションを作成できます。 そこで新しい質問の答えを
探し、データから傾向やチャンスを見出し、データに基づく意思決定を行うことができます。 また、既存の
データから新しい計算を構築することや、リファレンスラインや予測の表示もでき、統計情報の概要を確
認したり、トレンドや回帰、相関の分析を行うこともできます。 Tableau Server を利用すると、インタラク
ティブなプレゼンテーションを作成することができます。 プレゼンターの意図したストーリーは維持した
まま、聞き手が自由にデータを探索できるので、さまざまなチームが共同で取り組む場合などにも効果
を発揮します。 
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Tableau Server にパブリッシュされたダッシュボードには、どのブラウザからでも安全にアクセスすること
ができ、さまざまなチームメンバーが Web ブラウザやタブレットでデータの詳細を掘り下げたり、ビューを
編集して、新しい質問の答えを得ることができます。 作成したビューを、Salesforce や Microsoft SharePoint 
などの一般的な Web アプリケーションに埋め込むこともできます。 さらに、Tableau Mobile では、モバイ
ルデバイスからデータやダッシュボードにアクセスできるので、どこにいても作成や参照ができます。 職場
と自宅の境界が曖昧になりつつあり、職場にいなくても個人のデバイスから仕事を進められることが期待
されるようになっている昨今では、このような機能の重要性は高まる一方です。 Tableau Mobile では、タッ
チ操作が行えるように自動で最適化されるので、携帯端末でも快適に操作できます。 

セキュリティ
Tableau Server には、プロジェクトやワークブックをしっかりと保護するためのさまざまなセキュリティ
機能が用意されています。 管理者は、レポートをパブリッシュする前にフィルターや行レベルのセキュリ
ティを設定することで、どのユーザーがどのデータを参照でき、どのユーザーがどのダッシュボードを利
用できるかを指定できます。 たとえば、地域担当マネージャーと売上レポートを共有する際に、西部担
当のマネージャーには西部の売上だけを、東部担当のマネージャーには東部の売上だけを見せたい場
合があります。 そのような場合は行レベルのセキュリティを設定すれば、どちらのマネージャーにも同
じビューを提供しながら、それぞれのマネージャーに担当地域のデータだけを見せることができます。 
Microsoft Active Directory との統合により、データを参照できるユーザーやグループを制御するパー
ミッションの設定も簡単に行うことができます。 稼働中のデータベースに接続するデータソースについ
ては、パブリッシュされたビューをユーザーがクリックしたら、データベースへのアクセスに必要なログ
イン情報の入力を求めるかどうかを、管理者が設定することもできます。 Tableau Server はバージョン
管理機能も備えているので、必要に応じて、ビューを以前のバージョンに戻すのも簡単です。 
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ワークブックの変更に失敗して思った通りに動かなくなっても、心配ありません。 Tableau Server のリビ
ジョン履歴で、以前のバージョンをダウンロードして、作業を続けられます。 

強固なデータガバナンスを実現できるように、Tableau Data Server では、管理者がデータソースの定義や
管理を行うことができます。 さまざまなチームが関係する中で多数のユーザーとデータモデルを共有する
場合、バージョン管理やセキュリティの問題に直面することがありますが、情報源を一元化することができ
るので、そのような問題も最小限に抑えることができます。 Tableau Data Server では、メタデータを追加す
ることや、すべてのユーザーが使用できる新しい計算やデータフィールドを作成することもできます。 

展開、管理、拡張性
Tableau は、直感的な UI でビジネスユーザーにも使いやすいことで知られていますが、基盤となるイン
フラストラクチャの管理やソフトウェアのインストール、維持、更新を担う IT 担当者にとってもシンプル
で扱いやすい製品です。 ただし、そのスケーラビリティを十分に生かすためには、ハードウェアレベルで
のアジャイル性が求められます。 オンプレミスの環境では、この点が課題となることが多いでしょう。 し
かし、Amazon EC2 を利用することで、このような課題は概ね回避することができます。 Amazon EC2 で
は、高パフォーマンスな仮想マシンのインスタンスを柔軟かつコスト効率良く、簡単に利用できるので、
Tableau のワークロードを稼働させ、必要に応じて拡張や縮小を行うことも容易にできます。 AWS では
さまざまな種類のインスタンスが揃っており、インスタンス数の増減や負荷分散を自動的に行うことが
でき、長期契約は不要で使用量に応じた価格設定となっています。 オンプレミスでの展開とは異なり、
ハードウェアの調達や実装が不要なので、Amazon EC2 ならば必要な容量を数分で用意することができ
ます。 容量の拡張が必要になっても、即座に対応することができます。 

Amazon EC2 で Tableau を稼働させると、Amazon Redshift や Amazon Aurora、Amazon Elastic 
MapReduce、Amazon Relational Database Service などの AWS 製品を初めとするさまざまな AWS  
のワークロードに加え、Cloudera や Hortonworks といったサードパーティのソリューションとも簡単に
統合することができます。 



7

導入事例: AWS 上の Tableau に移行した TripAdvisor 社
世界トップの旅行サイトを運営する TripAdvisor 社では、AWS で Tableau を稼働させることにより、ここま
でに紹介したさまざまなメリットを実現しています。 TripAdvisor 社の収益最適化 (RevOps) 部門は、ユー
ザー当たりの収益を年間 15% 増加させることを目標とする部署です。 この目標達成のために、会計四半
期当たりおよそ 45 回の A/B テストを実施しています。 A/B テストとは、Web ページに加えた変更に対す
る訪問者の反応を元のバージョンの場合と比較して分析するための手法で、その変更がエンゲージメン
トの強化や購入率の増加につながるかどうかを判断するために行います。 たとえば、TripAdvisor では、
旅行の予約をする際に、価格帯を指定して、その条件に合致するホテルだけを表示することができます。 
この希望条件の入力には、チェックボックス、自由に入力できるテキストフィールド、スライダーのどの方
法がユーザーにとって最も好ましいのか迷ったとします。 そのような場合に A/B テストを実施すると、似
たような特徴を持つユーザーをグループ分けしてそれぞれに別のバージョンを提示することで、どのバー
ジョンが最も売上につながるのかを確かめることができます。 

Tableau を使い始めるまで、RevOps チームのプロダクトマネージャー (PM) たち (特に技術に詳しいわ
けでも元来計数に明るいタイプでもない、事業部門の社員) は、A/B テストが終了するたびに、テスト結
果のまとめをメールで受け取っていました。 しかし、そのメールの内容ではたいてい、PM たちが知りた
いことの半分程度にしか答えが出ておらず、自分で計算をする必要があり、本当に必要な情報が不足し
ていました。 そこで、RevOps チームの PM は、答えを得るために必要な詳細情報を求めて、端末を起動
し、一連の作成済みの Hive クエリを実行して、結果が出るまで待つ必要がありました。 そして、出力され
たデータを Excel に取り込み、さらに数時間かけてピボットテーブルや vlookup、さまざまな計算式を駆
使して、求めている答えをはじき出します。 このクエリでは答えが得られない場合には、ソフトウェアエン
ジニアにカスタムクエリの作成を依頼しなければならず、それを待っているとその日はもうほぼつぶれ
てしまっていました。 結局、このようなやり方ではうまくいかないことがわかり、次のようなことができる 
BI 製品が必要だと考えるに至りました。 

1. 収益向上のための新しいサイトのアイデアが生まれるのに応じて、迅速に処理の繰り返しができる

2. 迅速な意思決定に必要な、クエリの実行とデータの収集ができる

3. 信頼性の高い測定結果が得られる

4. 社内での結果の伝達が効果的、効率的に行える

5. A/B テストの結果からより多くの情報を引き出せる



8

また、日報で PM が求めている答えをすべて網羅することで、エンジニアにかかっている負担を軽減し、
展開したソリューションを簡単に拡張できるようにするための方法も必要となっていました。 

TripAdvisor では、TripDNA という名前のソリューションを構築することを決定しました。 これは、
Amazon EC2 上で Tableau Server を使用して、Amazon Redshift のデータウェアハウスからデータを引
き出すものです。 3 時間足らずで展開できたこのソリューションによって、PM の業務が根底から変わり
ました。 PM は自ら、テスト結果を分析できるようになり、エンジニアに頼らずに、テストの過程で発生し
た質問の答えを見つけられるようになっています。 

Tableau と AWS を活用した TripDNA を利用するようになり、TripAdvisor では、ユーザー当たりの収益を
初年度で 22%、2 年目の前半には 29% 増加させています。 メールを受け取ってスプレッドシートにまとめ、
あちこち参照してまわる必要もなくなり、エラーや手作業での計算を劇的に減らすことができました。  
経営陣にとっても、目標に向けたチームの進捗状況がわかりやすくなり、達成されつつある結果に対する
信頼感も高まり、PM との連携もよりスムーズになっています。 

最初の一歩
AWS で Tableau を利用するには、いくつかの方法があります。 

AWS で Tableau を実行するうえで最も柔軟性とスケーラビリティが高いのは、Amazon EC2 のインス
タンスを用意して、Tableau Server をダウンロードし、そのインスタンス上にインストールする方法です。 
これは、他の方法と比べると、始めるのに少し時間がかかりますが、準備が整い稼働し始めると、最も細
やかな管理ができ、ビジネスのニーズに応じて規模の調整を行える自由度も高くなります。 パフォーマン
スを重視する場合は、m4.4xlarge など、ｖCPU 数を 16 確保するようにします。 

自社で Tableau Server をインストールしたくない場合は、1 クリックで展開できる Tableau Server イン
スタンスが AWS Marketplace に用意されています。 BYOL (Bring-Your-Own-License) というライセンス
持込型のインスタンスタイプでは、Tableau Server の無料トライアル版を利用でき、購入を決定したら、
Tableau からライセンスを取得することができます。 これにより、きわめて短時間で組織の AWS 環境に 
Tableau Server AMI を展開することができ、しかも、利用するユーザー数の変化に応じてライセンス契約
を更新することもできます。 
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何よりも簡単かつ迅速にセットアップを行いたい場合や、ごく限られた期間だけ必要な場合、あるいは、
支払方法をできるだけ簡潔にしておきたい場合は、AWS Marketplace から Tableau Server を時間課金
で利用することができます。 AWS Marketplace から、時間当たり 10、25、50 または 100 ライセンス単位
で Tableau を利用でき、このライセンス料金はそのまま AWS の請求に含められます。 これは、AWS で 
Tableau を実行する方法としては、柔軟性とスケーラビリティの点では最も制限が大きく、ライセンスの
変更が必要な場合は、いったんキャンセルして再度注文し直す必要があります。 また、この方法ではクラ
スタリングは利用できないので、特に、複雑で要件の厳しいワークロードには向かない場合があります。 
それでも、AWS で Tableau の稼働を始めるには、最も時間がかからない、簡単な方法です。 長期契約も
不要で、AWS からの請求にすべてまとめられるので、手間がかからず非常に便利です。 

次のステップおよび関連情報 

AWS Marketplace で利用できる Tableau 製品   

Tableau Server の詳細情報 

Tableau Desktop の詳細情報 

Tableau と Amazon Redshift の詳細情報 

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=0ef849c5-c2fa-4699-9f67-c47555e148a5
http://www.tableau.com/ja-jp/products/server
http://www.tableau.com/ja-jp/products/desktop
https://www.tableau.com/ja-jp/stories/topic/amazon-redshift-and-aws


10

付録:   
ベストプラクティスと導入のガイド
注: このセクションは、システム管理者や IT 担当者など、AWS 上に Tableau を展開する作業を担う技術
的な役割の方を対象としています。 

注意すべき重要なこととして、AWS での Tableau の展開は、それぞれのケースごとにすべて異なるという
ことを覚えておいてください。 会社ごとに従業員も異なれば、利用するデータも異なり、調べたい内容に
も違いがあり、ビジネスにおけるニーズも他社とは異なります。 そのため、本番稼働を開始する前に、さ
まざまな種類のインスタンスで実際の Tableau ワークロードのテストを行うことをお勧めします。 ワーク
ロードによる要件は、特に次のような要素に左右される場合が多くなります。 

• Tableau データ抽出の利用度 (利用度が高い、低い、中程度)

• 参照だけのユーザーとビジュアライゼーションやダッシュボードを操作するユーザーの比率

• 営業時間内または営業時間外の Tableau データ抽出の更新

• ある一定の時間に同時に利用するユーザーの人数

• ビューやダッシュボードの複雑さ

• Tableau の Web 作成を利用するコミュニティの規模

そうは言っても、最適な種類のインスタンスの目途を判断するうえで役立つ、一般的なガイドラインがい
くつかあります。 Tableau のチームが作成した無料のスケーラビリティテストツールである TabJolt を
使用して、Amazon EC2 の 34 のインスタンスで 1700 回の負荷試験を実施し、以下の指標を用いてパ
フォーマンスとスケーラビリティをテストしました。 

• 実行する仮想ユーザー数

• 1 秒当たりの平均トランザクション数

• 平均応答時間

• 平均エラー率 (Viz のレンダリングの所要時間が 60 秒を超えた場合をエラーと見なします)
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このテストを通じて、AWS での Tableau の利用を検討される方に参考となるような 6 つのポイントが明
らかになりました。 

1. Amazon EC2 のインスタンス当たりのコア数は 8 以上を推奨
比較的ユーザー数が少ない場合でも、仮想 CPU 数が 16 未満 (8 コアに相当) の Amazon EC2 インス
タンスでは、安定したパフォーマンスが出ませんでした。 今回のテストでの一例を挙げると、4 コアの 
C3.2xlarge インスタンスを 2 つ使用した場合よりも、8 コアの C3.4xlarge インスタンス 1 つを使用した
場合の方が、より多くのユーザーに対応でき、応答時間が短縮され、エラー率も低下しました。 規模を拡
大してもこのパターンには一貫性が見られ、8 コア 4 つ、および 16 コア 2 つの場合の方が 4 コア 8 つ
の場合と比較してはるかにパフォーマンスが優れていました。 

2. 結果を大きく左右するのはワークロード
このホワイトペーパーでもすでに何度か言及していますが、さまざまな種類のインスタンスのパフォー
マンスを比較するうえで大きな影響があるのは、ワークロードの強さです。 たとえば、使用するダッシュ
ボードの種類を変えると、同じ仮想マシンのインスタンスを利用していても、パフォーマンスに明らか
な違いが出ます。 このため、繰り返しになりますが、実際のものとは異なるワークロードを使用したパ
フォーマンスの比較はあまり参考にはなりません。 

3. CPU 数は多いほど良い
多くの場合、Tableau Server のパフォーマンスのボトルネックになるのは CPU です。 C3 インスタンスか
ら C4 インスタンスに変更すると、さまざまな指標で著しい改善が見られました。 C4.2xlarges 2 つの場
合と C4.4xlarge 1 つの場合の両方の試験を行いましたが、いずれの場合も、C3 と比較して TPS が向上し、
応答時間が短縮、エラー率は低下しました。 一般に、Tableau の負荷が高くなる場合は、CPU の数を増
やすこと、および優れた CPU を使用することをお勧めします。 

4. インスタンスで RAM が枯渇しないよう注意が必要
メモリを最適化した R3 インスタンスで同じワークロードを実行すると、C3/C4 インスタンスよりも CPU 
は落ちるものの RAM 容量が増えることになり、TPS が改善し、応答時間の短縮、エラー率の低下が見ら
れました。 Amazon EC2 インスタンスの RAM 容量が少なすぎると、ハイエンドな CPU を使用してもメ
リットが得られない場合があります。 実際の稼働環境では、少なくとも 30 GB の RAM で実行するよう
にし、1 コア当たりの RAM は 8 GB を目指します。 CPU 数の多いインスタンスを選択することは重要で
すが、Tableau Server を実行するインスタンスで RAM が枯渇すると、どれだけ CPU を割り当ててもパ
フォーマンスは上がりません。 
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5. SSD ベースのボリュームが望ましいものの、プロビジョンド IOPS は不要な場合も
Tableau Server では、多数のプロセスやコンポーネントが使用されており、その中には高性能なデータ
ベース (PostgreSQL) も含まれ、ここにシステムのメタデータが保存されます。 そのため、快適なパフォー
マンスを実現するには、相応のディスクスループットが求められるため、Amazon Elastic Block Store (EBS) 
SSD ベースのボリュームのみを使用することをお勧めします。 磁気ディスクではスループット性能が劣る
ため、データベースのリクエストを効率良く処理できません。 今回のテストは、汎用 SSD (gp2) と EBS プ
ロビジョンド IOPS ボリュームの両方で実行しており、ほとんどのテストで 2 つの EBS ディスクを使用して
います。 ほとんどの EBS ボリュームのプロビジョンド IOPS は 1500 です。 同じテストを汎用 SSD でも実行
したところ、負荷の度合いが中程度のワークロードでは、結果はほぼ同じでした。 もちろん、プロビジョン
ド IOPS では、AWS で Tableau ワークロードを実行した場合のパフォーマンスに著しい差がみられるケー
スもあるでしょう。 しかし、無条件でプロビジョンド IOPS を選択すべきだと考えることはお勧めしません。  
この判断には、実際の Tableau ワークロードを使ってテストを実行してみるのが最善の方法です。 最後の
ポイントもここにつながります。 

6. TabJolt で実際にテストを実施することを推奨
実際の環境における Tableau のパフォーマンスに大きな影響を与えるのは、実際のワークロードと 
Amazon EC2 インスタンスの構成であることはすでに述べました。 Amazon EC2 は柔軟性が高く、さま
ざまな設定とインスタンスの種類の組み合わせから、実際のニーズに最適なものを選ぶことができま
す。 たとえば、クラスタ内のすべてのマシンでプロセスを実行せずに、一部のマシンで RAM と CPU の割
り当ての少ないプロセスを作ってみると、TPS に大きな差が出ます。 さまざまなパターンのワークロード
でパフォーマンスの比較を行うのは、

もちろん興味深く楽しいものですが、あまり参考にはならないので、止めておきましょう。 むしろ、同じ
ワークロードを使って、さまざまなハードウェアおよびソフトウェアの構成を調整して、最適な効果を狙
いましょう。 AWS ならば、こうしたテストも簡単に行うことができます。 
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Tableau について
Tableau Software のミッションは、お客様がデータを見て理解できるように支援することです。 ビジネ
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は PC から iPad までシームレスな操作感でデータに接続し、データを視覚化して共有することができ
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