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シアトル小児病院によるセルフサービスの利用
小児病院のスタッフにとって、スピードは生死を分ける問題です。医者や看護師が子供の治療を開始
するのが早ければ早いほど、良い結果につながります。わずか数分でさえ、重大な違いが生じる可能性
があります。

このような場合は、リアルタイムデータが重要になります。セルフサービス分析を使用すると、病院のス
タッフがすぐにその場で重要な質問をして、生産性を最大限高めるために合理的に労力を用いること
ができます。病院のスタッフは患者の治療により迅速に取りかかり、できる限り多くの命を救うことがで
きます。

「アナリストやマネージャーに加え、医師や看護師、研究者たちも問題解決に Tableau を利用しています。
Tableau によって、時間や人材の不足が原因でできなかったことが可能になりました」

- 米国シアトル小児病院、ナレッジマネージメントディレクター、Ted Corbett 氏

これこそが、セルフサービス分析のパワーです。セルフサービス分析により組織はデータをフルに活用
し、救命、サプライチェーンの効率化、新しいビジネスチャンスの開拓などに役立てることができます。
シアトル小児病院の IT 部門はデータを情報に変換する必要性を認識し、ユーザーが自分でデータを
活用できるようにしました。

セルフサービス分析の目標はシンプルです。

1. スタッフがデータに関する自分の質問に自分で答えを見つけられるようにする。

2. 自分のチームや組織のその他のチームとインサイトを簡単に共有できるようにする。

3. 意思決定を導くデータが正確であることを保証する。

「ユーザーには、自分自身でデータを確認し、そのデータを極めて迅速に変換する方法についての
アイデアがあります。開発スピードは、レポート要件をコーディングするために専門家に変更を依
頼していた従来のパラダイムに比べてはるかに向上します」

- 米国 Citrix 社、ビジネスオペレーション担当シニアディレクター、Kevin Sonsky 氏
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はじめに
Tableau では、組織全体がインサイトを引き出せるようになるばかりでなく、意義のある大きな変化を
推進できるようになることが正しいことであると確信しています。そのためには、各部門が連携して 
インサイトを伝え、それぞれが持つ情報を活用する必要があります。そして、IT 部門はこのすべてを可
能にする中心的な役割を果たします。

現代の組織では、IT 部門とビジネス部門の両方のニーズのバランスを取ることのできるセルフサービス
分析のアプローチが求められています。組織内のユーザーは、すでに Excel などのツールを使用して、自
分の質問に対する答えを得ています。データを適切に管理し、その信頼性や安全性を確保しつつ、セルフ
サービス分析に関する責任を引き受けて、これを実現するにはどのようにすればよいでしょうか。

セルフサービス分析の導入を成功させるには、次の 4 つの主要なステップがあります。

1. 環境を迅速に設定する: 一人ならわずか数分で簡単に Tableau Desktop を使用してデータの探索
を開始できます。ここでの課題は、コンテンツ管理、パーミッション、および代理管理を設定して、迅
速に組織内のすべてのユーザーがセルフサービスで操作を実行できるようにすることです。

2. ユーザーがセルフサービスで操作できるようにする: セルフサービスで操作するために必要なツー
ルや機能をユーザーに提供します。IT 部門は、ユーザーが既存のダッシュボードや利用可能なデー
タソースに簡単にアクセスし、独自の分析を行うための基盤を構築します。

3. データモデルを一元化する: 最新で最も正確なデータを確実に使用できるように信頼性の高い
データをユーザーに提供します。迅速で信頼性が高く、簡単に検索できる保存されたデータソース
にデータ接続を集約します。これにより重複がなくなり、分析のベースとして信頼できる一元管理さ
れた環境がすべてのユーザーに提供されます。

4. 使用状況を監視および監査する: データの安全性が確保されており、システムのパフォーマンスが
良好であることを確認するため、分析の使用状況を追跡します。最も頻繁に使用されるダッシュボー
ドやデータソースを把握することは、改善してさらに利用を拡大していくための重要な出発点です。

これらのステップにより、IT 部門の役割は「レポート工場」から、ガバナンスやデータを利用可能にする
というより戦略的なものに変わります。このプロセスを開始するには、まず IT 部門がビジネス部門と
連携し、データの質問に関する主な関係者を認識する必要があります。これにより、IT 部門が関係者の
ニーズを把握し、関係者がデータを見て理解できるようにすることができます。



5

1. 環境を迅速に設定する
一人ならわずか数分で簡単に、Tableau Desktop を使用してデータの探索を開始できます。ここでの課
題は、ユーザーが価値を引き出せるようになるまで環境の設定に数か月間も費やすことなく、迅速に組
織内のすべてのユーザーがセルフサービスで操作できるようにすることです。

Tableau は極めて柔軟かつパワフルであり、数万ユーザーの規模に対応できるにもかかわらず、サーバー
管理の要件は比較的最小限に抑えられています。実際、最初のセットアップを終えれば、ほとんどの組織
では Tableau Server の管理にわずかな時間しか使っていません。しかも、組織の成長とともに必要に応
じてキャパシティやコントロールを簡単に追加できます。

「わずか数週間で、過去のどんなものよりも高度で魅力的なものを実現できます。実際、その後に社内か
ら、Tableau をぜひ使いたいという声が殺到しました。このように Tableau を導入して以降、社内のユー
ザーがますます Tableau を求めたため Tableau の利用が自然に浸透していくのを見てきました。

導入モデルに柔軟性があること、ライセンスコストが高価ではないこと、また必要に応
じて利用度を高めることができるという理由で、それほど大きな意思決定は必要になり
ませんでした。それに、Tableau はとても簡単に拡張できます」

—英国、VISA EUROPE 社、セグメンテーション兼ターゲティング担当バイスプレジデント、SIMON GATENBY 氏

インストール、設定、およびアップグレード
Tableau Server は、データインフラストラクチャ、ユーザーの負荷と使用状況のプロファイル、デバイス戦
略、および目標に基づいてカスタム設定することができます。しかも、Tableau はインストール、設定、お
よび更新が迅速かつ簡単です。新しいリリースのたびに Tableau のアップグレードの計画と実施に数か
月を費やす必要はありません。Tableau ではライブバックアップを行うことができ、このバックアップは簡
単に復元できるため、数分で起動して実行することができます。

Tableau Server は、オンプレミスの物理ハードウェアや仮想ハードウェアばかりでなく、AWS や MS Azure の
クラウドにもインストールできます。

また、オンプレミスでのインストールをしたくない場合は、ホスティング型の Tableau Server である 
Tableau Online を使用できます。Tableau Online を使用すると、インストールを心配する必要が一切な
くなるうえ、大規模で高度な計画を行わなくても、簡単に拡張することができます。
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コンテンツを管理する
Tableau のユーザーインターフェイスでは、コンテンツの表示と管理が効率化されます。関連するアイテ
ムや利用可能なアクションを含むコンテンツについての重要な情報を、すべて 1 か所で表示することが
できます。

Tableau Server は、コンテンツ、ユーザー、セキュリティとガバナンス上のニーズに応じて、さまざまな形
で環境を構築しコンテンツを管理できる柔軟性を備えています。セキュリティを強化するためにマルチ
テナント機能が必要な場合も、サイト別にコンテンツを整理できます。

コンテンツをフォルダーで整理する場合は、プロジェクトを利用します。

プロジェクトは、ワークブックとデータソースの基本的なコンテナです。プロジェクトは項目をグループ化
し、フォルダーとほぼ同じように動作します。パーミッションはプロジェクトのレベルで設定でき、複数の
プロジェクトでユーザーにアクセス権を与えることが可能です。

プロジェクトは、さまざまなレベルのパーミッションを設定することで担当分野ごとにコンテンツを分
割する方法としてよく使用されます。さまざまなチーム (財務、マーケティング、営業、IT など) の Tableau 
ユーザーがいて、すべてのコンテンツが同じデータソースにあるにもかかわらず、チームごとに異なる 
コンテンツを提供したい場合があります。

IT 部門は、コンテンツを管理する方法として、サンドボックスや本番環境などのさまざまなプロジェクトを
使用できます。セルフサービスのサンドボックスとして使用できるように、各チーム用にプロジェクトを作
成できます。このサンドボックスでは、ユーザーが自由にデータを調べてアドホック分析を行えます。また、
IT 部門は本番環境のデータソースとダッシュボードを別のプロジェクトとしてパブリッシュして管理し、特
定のスペースでのパブリッシュに対しより強い制御を維持することもできます。さらに、IT 部門は本番環
境用フォルダーを作成できるので、事業部門では独自に精査したコンテンツを管理できます。この方法に
より、組織全体でデータを信頼し、安心して使用することができます。精査プロセスは、本番環境用フォル
ダーに置くコンテンツを確認し承認する少人数のユーザーをチームから指定するという極めてシンプル
なものです。そのうえコンテンツは、サンドボックスのプロジェクトから本番環境にとても簡単に移動でき
ます。そのため、ビジネス部門が信頼できるデータを繰り返して利用し新しい知識を得ると、IT 部門はそう
した知識を本番環境に反映することが可能です。これにより、企業が利用できるメインのデータソースや
ダッシュボードは、ビジネス部門の変化と成長に合わせてより良いものへと常に進化し続けます。
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たとえば、Tableau では異なるプロジェクトでさまざまなチームのコンテンツを整理しています。ご覧のよう
に、カスタマーソリューションチームには、3 つの異なるプロジェクトへのアクセス権があります。1 つは進
行中の作業用であるチームのサンドボックスです。このサンドボックスでは、ユーザーが自分の質問に自分
で答えを見つけることができます。さらに、個別に管理されている精査済みおよびパブリッシュ済みのダッ
シュボードのフォルダーがあります。また、開発には独自のプロジェクトがあります。
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ユーザーおよびパーミッションを管理する
Tableau では、すでに実施している認証基準や認可基準を簡単に適用できます。Tableau では、
Kerberos、SAML、SSL、Active Directory、クライアント認証、SSO for SAP HANA をサポートしており、コン
テンツへのユーザーアクセスでセキュリティを確保することができます。

また、アイテム (ワークブックとデータソース) のグループに対するプロジェクトレベルや、個々のコンテン
ツレベルのパーミッションを管理することもできます。Tableau の直感的なインターフェイスにより、どの
コンテンツへのアクセス権をどのユーザーが持っているかを確認し、ユーザーやグループのパーミッ 
ションを管理することが簡単になります。サーバーでグループを作成することや、Active Directory からグ
ループをインポートして、設定されたスケジュールに基づいて同期を維持することができます。また、パー
ミッションビューは、ビジネスユーザーが独自のユーザーとグループを管理するときに便利です。
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管理を分散する
Tableau Server は管理が極めて簡単であるため、特にコンテンツ管理およびパーミッションについては、
IT 部門が一部のビジネスユーザーにサイト管理者の役割を委任することがよくあります。

大企業での導入では、ユーザー管理とコンテンツ管理の分散が必要となります。このことにより、IT 部門
がセルフサービスコンテンツの生成や新規ユーザーへのトレーニングをうっかり遅らせてしまうことを
防げます。

さまざまなレベルの権利を持つ異なったスコープに Tableau 管理者を割り当てることができます。

サーバーハードウェアへの物理的なアクセスとサーバー管理者の認証資格情報を持つことは、すべての 
Tableau Server の管理に完全にアクセスできることを意味します。サイト管理者としてアクセスすると、 
サイト内のコンテンツとユーザーを制御できます。また、プロジェクトリーダー (Tableau で用意されてい
るパーミッションレベル) は、特定のプロジェクト内のコンテンツとパーミッションを取り扱って管理者の
役割の一端を担うことができます。

サーバー管理者には、サイト管理者やビジネスユーザーに管理責任の一部を任せることをお勧めします。
適切なパーミッションを持つシステム管理者およびサイト管理者はどちらも、ユーザーを追加することがで
きます。これは、UI、API またはコマンドライン (tabcmd) を使用して設定できます。

サーバー上のすべてのコンテンツへのパーミッションを管理する必要はありません。ビジネスユーザー
とドメインのエキスパートは、自分のグループのコンテンツとパーミッションを管理することができます。
たとえば、マーケティング部門と連携しているアナリストは、マーケティングプロジェクトのプロジェクト
リーダーになることができます。

API を使用して自動化する
Tableau の REST API または Tableau Server コマンドラインツール (tabcmd) を使用すると、ビジネスプ
ロセスを自動化することができます。たとえば、ログインするためのスクリプトを作成して、新規ユーザー
のトレーニングや、ビューの PDF 生成などを自動化することができます。また、サイトと個々のプロジェク
トを作成し、パーミッションを割り当て、ユーザー向けのスターターコンテンツをパブリッシュすることに
よって、新しい環境の設定を自動化できます。

Tableau Server の REST API と tabcmd は、JavaScript とデータ抽出 API とともに、Tableau Server の機能を
強化するシンプルで柔軟な方法を提供します。

https://onlinehelp.tableau.com/current/api/rest_api/ja-jp/help.htm
http://onlinehelp.tableau.com/current/server/ja-jp/tabcmd.htm
http://onlinehelp.tableau.com/current/api/js_api/ja-jp/JavaScriptAPI/js_api.htm#
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/extracting_TDE_API.html
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2. ユーザーのセルフサービスでの利用を可能にする
新規ユーザーが環境を迅速に活用できるようになるためには何が必要でしょうか。質問に対する答えを
見つけ、インサイトを共有できる場所が必要です。

Tableau では、データを理解しているユーザーが、自らの質問を投げかけ答えを出せるようになります。
また、数回のクリックだけでユーザーが複雑な分析を実行できます。ユーザーがサインインすると、アク
セスできるすべてのダッシュボードとデータが表示されます。ダッシュボードの掘り下げは、ブラウズ、 
検索、オープン、および探索と同じくらい簡単です。

作成済みのダッシュボードにアクセスできる BI ツールは多数あります。Tableau は、深く掘り下げた探索
的分析を可能にし、予想もしていなかった新たな質問でもユーザーが問いかけることができる点でユ
ニークです。ダッシュボードはそうしたディスカバリのプロセスにおいて、ゴールではなく単なるスタート
地点であることが珍しくありません。

こうした状況では、IT 部門の役割はレポート作成係から、ユーザーがデータに接続して自分で調べ、共有
できるインサイトを見出すことをできるような環境を作ることに変わります。

任意のデバイスを使ってインサイトを見出し、コンテンツを見つける
組織全体でデータに基づく意思決定を可能にするためには、いつでも、外出時でも、コンテンツに簡単
にアクセスできる必要があります。

ユーザーは iPad、iPhone、Android デバイスを使用して、モバイルブラウザ経由で Tableau Server や 
Tableau Online から直接コンテンツにアクセスすることができます。また、iOS や Android デバイスで利
用できる Tableau の専用モバイルアプリでは、データのオフラインのスナップショットに加えて、ライブ
のデータ操作もご利用いただけます。

Tableau には、関連するコンテンツを理解するのに役立ついくつかの機能があります。これには、グロー
バル検索、タグ、お気に入りビュー、およびサブスクリプションが含まれます。ビジュアル検索を使用する
と、クリックする前に、コンテンツのスナップショットをプレビューできます。
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モバイル分析を使用すると、ユーザーは主要なインサイトとメトリックスに簡単な操作でいつでもアクセ
スできます。

また、サブスクリプション機能を使用すると、経営幹部は組織全体の週次レポートを簡単に追跡できます。
さらに、管理者は非常に詳細なスケジュール管理を行うことができ、新しいスケジュールの作成や、既存の
スケジュールの削除が可能です。また、ワークブック作成者がサブスクリプションをスケジュールできるか
どうかや、サブスクリプションを送信するようにサーバーが設定されているかどうかも管理できます。

ユーザーがコンテンツに対し行ったすべての操作 (ビュー、お気に入り、およびサブスクリプションの数
による追跡) をもとに、コンテンツの人気と質に関する有益なインサイトが提供されます。Tableau では
このデータを活用して検索の妥当性を向上させ、増大を続ける新しいコンテンツをユーザーが見つけら
れるようにしています。IT 部門でもこのデータを活用して、ビジネス部門全体に現れているトピックの傾
向を捉え、ビジネス部門が集中または調査するべき重要な分野を特定することができます。
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インサイトを安全に共有する
データを探索すると、ユーザーは他のユーザーとインサイトを簡単に共有することができます。ユーザーは、
自分自身や他のユーザーを重要なコンテンツにサブスクライブして、鍵となるビジネス指標で全員が最新
のものを得ている状態にすることが可能です。 



13

ユーザーは、最初のビューやダッシュボード、カスタムフィルターでフィルタリングしたビュー、選択した
ビューを共有できます。

Tableau Server および Tableau Online のセキュリティシステムによって、不正アクセスから保護されて
いるので安心できます。特定のコンテンツへのパーミッションがないユーザーは、コンテンツが存在する
ことさえわかりません。たとえば、人事データは人事以外のすべての事業部門から見えないようにするこ
とができます。パーミッションは、パブリッシュ時にあらかじめ定義されたグループの役割またはカスタ
ムパーミッションを使用して、ワークブック、データソース、プロジェクト、およびサイトに適用できます。
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バージョニングなどの機能により、ユーザーがワークブックの推奨バージョンを上書きした場合でも、 
コンテンツのバックアップおよび復元を確実に行えます。

 

ユーザーにインサイトをもたらす
ユーザーがインサイトを見出したら、IT 部門はすでに使用しているプラットフォームに埋め込むことで、
そのインサイトを共有できるようにサポートできます。

法人のお客様の多くは、既存のポータルに Tableau のビジュアライゼーションを埋め込んでおり、ビジネ
スユーザーが自分のワークフローの中で直接データにアクセスできるようにしています。これらのポータ
ルには、Wiki、顧客が使用するサイト、SharePoint などがあります。

Tableau のお客様である LinkedIn 社は、シンプルなデータ戦略がビジネスサービスの収益を 85% 増加
させることに役立ったと述べています。同社の BI チームは、「Merlin」という名称のポータルを開発し、 
営業チームの労力を 10 万時間節減しました。Tableau のこの素晴らしいカスタマーストーリーについては、
こちらから詳しくご覧ください。

たとえば、Tableau では Salesforce に Tableau のダッシュボードを埋め込んでいます。ビューはライブ
データに接続されているため、営業チームのメンバーは、勤務時間のワークフローの中で自分のアカ 
ウントのビューを素早く表示できます。

https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/data-strategy-helped-linkedin-boost-revenue
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3. データモデルを一元化する
制御を分散させるとビジネスユーザーの機動性が高まる一方で、これが混乱につながる場合もあります。
ビジネス部門を支えるセルフサービス環境に関して妥協せずに、データの整合性とセキュリティを維持し
てください。Tableau は、対象となるコンテンツやデータに基づいて、適切なレベルのコントロールを行え
るようにする柔軟性を備えています。一部のレポートは接続してすぐに使用できますが、他のレポートは、
IT 部門によって管理され、共有または管理されているデータソースに基づいている場合もあります。

まず、ユーザーがデータに直接接続できるようにすることから開始します。ユーザーはこれによって、メタ
データについて考えたり、使用する前にメタデータが設定されるのを待ったりしなくても、すぐに分析を
始められます。その後、最も頻繁にアクセスされるデータセットがわかった段階で、正確かつ一元管理さ
れたバージョンのデータソースやダッシュボードを提供できるようにします。こうすることで、すぐにビジ
ネス部門全体にメリットがもたらされます。

データガバナンスにより、ユーザーの意思決定を導くデータの正確性が確保されます。IT 部門が、ユー
ザーの使用するデータが一元管理された環境を提供することで、ビジネス部門は自立する力を得ること
ができます。こんなとき、Tableau Data Server が威力を発揮します。

Tableau Data Server を使用すると、次のことが可能になります。

• データモデルを共有する

• ユーザーのデータへのアクセス方法を確保する

• 抽出を管理して統合する

• Tableau では、Informatica、Alteryx、Trifacta、およびその他多くのエンタープライズ ETL ツールと
シームレスに統合でき、既存の分析関連の投資を最大限に活用できます。Tableau パートナーが提
供するツールは Tableau と連携し、お客様の大切なデータの収集、保存、変換、接続に役立ちます。

データモデルを共有する
Tableau Data Server を使用すると、データモデルの活用と共有が可能です。

Tableau はさまざまなデータベースにネイティブで接続できますが、Web データコネクタ SDK を使うと Web 
データの世界にもつながり、JSON、XML、HTML のデータをパブリッシュするほぼあらゆるサイトからデー
タを読み込めるようになります。つまり、接続を一度設定すると、ユーザーはビジネスに必要なありとあら
ゆるデータにアクセスし、分析できるようになるということです。

Tableau データソース (接続、データモデル、抽出) は Tableau Server にパブリッシュして、インサイトを
導き出すために使用できます。マスターデータソースへの変更は、そのデータソースを使用して構築
されたワークブックに自動的に反映されます。表、結合などのすべての接続情報が含まれているデータ
ソースをパブリッシュすると、ビジネスユーザーはそのデータソースに接続し、自分の計算を追加したり、
他のデータとブレンドしたりできます。さらに Tableau では、異なるデータベースを同じデータソースに
結合することもできます。たとえば、SQL Server に顧客データを、Redshift に在庫管理データを持ってい
る場合でも、ビジネスユーザーはデータがどこにあるかを意識する必要はありません。
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そのデータに最も密接しているビジネスユーザーには、カスタマイズしたフィールド定義、計算、パラ
メーター、およびグループを含む新しいデータソースをパブリッシュするパーミッションを付与すること
ができます。つまり、ユーザーがソースに加えるメタデータの変更 (計算フィールド、パラメーター、エイ
リアス、または定義) は保存され、他のユーザーと共有できるため、一元管理され標準化された安全な
データセットが実現します。このすべてを Tableau で実行できるため、他のツールは不要です。

また、このアプローチでは、本番サイトにパブリッシュする前に、ユーザーがデータのプロトタイプを作成
して、IT 部門にそのプロトタイプにエラーがないかを確認してもらうことができます。また、パブリッシュ
されたデータソースにより、新たな分析の正確な起点がユーザーに提供され、統合されたデータの共有
と再利用が促進されます。

データセキュリティの制御を維持する
データソースのデータモデルを維持することに加えて、複数のレベルでデータへの安全なアクセスを設
定することができます。

• データベースに設定されるパーミッション: Tableau ではデータベースに対するセキュリティが順守
されるので、ユーザーには自分がアクセス権を持つデータのみが提供されます。認証資格情報の確
認については、データへのアクセス時にユーザーに要求するか、データソース内に認証資格情報を
直接埋め込むかを選択できます。

• Tableau におけるデータソースのパーミッション: Tableau におけるコンテンツのパーミッションと同
様に、データソースにパーミッションを設定することもできます。データソースへの接続はチーム全
体に許可し、データソースのメタデータを編集するためのパーミッションは、データの整合性と管理
を担当する指定された少数のユーザーに制限することができます。

• ワークブックのユーザーフィルター: パブリッシュするワークブックにユーザーフィルターを設定する
ことで、見る必要があるデータだけをユーザーに表示することができます。

これらの方法により、ビジネスユーザーは基盤となるデータベース構造や、適切なフィールド定義、デー
タの整合性などを心配することなく、データからインサイトを導き出すことに集中できます。データソー
スのメンテナンスは IT 部門、DBA、またはビジネスユーザーのいずれかが担当することができます。

抽出を管理して統合する
Tableau Data Server を使用すると、1 か所で抽出を統合し、データを提供できます。これにより、大規模
で重複した個別のファイルの処理や保管といった不必要な作業を避けることができます。パブリッシュ
されているそれぞれの抽出に対して自動抽出をスケジュールすることができ、1 日に複数回実行すること
ができます。

抽出の更新で問題が発生すると、すべてのユーザーがその問題が起きていることがわかるようになっ
ているので、その問題が自分のダッシュボードに影響があるかどうかを知ることができます。また、管理
ビューにより抽出の自動更新が失敗したかどうかがわかるため、組織が使っているデータが最新のもの
かどうかを判断できます。管理者とワークブック作成者は、ワークブックまたはデータソースのパブリッ
シュ時に抽出の更新をスケジュールすることができます。
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4. 使用状況を追跡する
使用状況の監視は、セルフサービスモデルを維持する上で重要な作業です。監視を行うことで IT 部門で
は使用状況とパフォーマンスを常に把握して対応し、障害にも迅速に対処できます。パフォーマンスの最
適化の支援や、導入と意識向上を促進するような人気リソースの特定のために、ワークブック作成者に
連絡することもできます。

ビジネスユーザーがよりスマートな意思決定を行うためにデータを活用するのと同様に、IT 部門の管理
者も管理データビューを使い Tableau の導入展開についてのデータドリブンな意思決定を行うことが
できます。

Tableau Server では、選りすぐりのインタラクティブな管理ビューを提供しています。これによりデータを
ドリルダウンし、集計し、答えを見つけることで、独自のインサイトを見出すことができます。

サーバー管理者のビューでは、Tableau Server 導入の使用状況に関するインサイトが提供されます。 
また、主要なレポートの使用状況を追跡できます。ミッションクリティカルになる可能性があり、IT 部門で
管理する必要があるような、使用率の高いダッシュボードを特定することもできます。また、あまり広く使
用されていないコンテンツを見つけて、散乱した状態を整理することができます。

組織のデータ消費パターンを検出し、最も広く使用されているデータを維持することに集中することが
できます。特定のユーザーの問題を解決しようとしている場合は、そのユーザーのみのアクティビティを
フィルタリングして確認することもできます。
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失敗を追跡する
Tableau Server により、メールアラートや管理ビューを介してサーバーの健全性を脅かす問題やバック
グラウンドタスクの状況を把握することができます。現在実行されているすべてのサーバープロセスの
ステータスを一目で確認することもできます。また、サーバープロセスのいずれかがダウンしたときに、
通知を受けることもできます。スケジュールされたタスクが失敗した場合は、失敗した理由を確認して適
切に対応することができます。

パフォーマンスとキャパシティを監視する
システムのパフォーマンスがユーザーの要件を確実に満たすように、ロード時間とスペースの使用状況
を追跡できます。状況把握と過去の傾向から、使用状況のパターンの詳細を理解してユーザーに影響す
る前に新しいキャパシティをプロビジョニングすることができます。空きスペースが設定されたしきい
値を下回った場合は、管理者にアラートを発信するように設定することができます。Tableau では、ユー
ザーが追加されるに従って簡単に拡張し、パフォーマンスを維持できます。

ニーズに合わせたカスタマイズ
Tableau では、Tableau Server リポジトリに直接アクセスすることができます。このリポジトリには、ユー
ザーのアクティビティ、データ接続、クエリ、抽出、エラー、ビュー、および操作についての情報が含まれて
います。たとえば、パフォーマンスの詳細な状況を把握したい場合は、Perfmon や Zabbix などのリソー
ス監視ツールからデータを取り込み、Tableau のパフォーマンスデータとその情報を照合し、リソースお
よびパフォーマンスのボトルネックを特定できます。
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Tableau で独自のインサイトを見出す
自分の業務を Tableau の使用状況データの監視だけに制限する必要はありません。他のビジネス部門
と同様に、すべてのシステムを Tableau で視覚的に監視できます。Tableau の IT 部門が日々のワークフ
ローの一部として、Tableau をどのように使用しているかご覧ください。

このダッシュボードにより、使用している Tableau のパフォーマンスを監視できます。
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これは、ネットワーク接続を追跡しているダッシュボードです。

 

このビューでは、IT ヘルプデスクチケットを追跡しています。
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さらに、これは Tableau 社内で最もよく表示されているダッシュボードで、地域別の会社の休日リストが
表示されます。

終わりに
セルフサービス分析を可能にするには、ビジネス部門と IT 部門の連携が必要です。また、成長の基盤に
ふさわしいエンタープライズプラットフォームも欠かせません。

Tableau は管理と展開が簡単で、信頼性が高く、可用性と拡張性に優れています。さらに、ビジネス部門
の柔軟性とアジリティを損わずに、IT 部門が必要とするガバナンスとセキュリティも実現します。

Tableau は、金融サービス、政府機関、医療など、セキュリティ要件が最も厳しい業界で、一般公開および
組織内部での利用のどちらでも実績があるソリューションです。

それでも、この言葉をそのまま信じる必要はありません。ご自分で試してみてください。ビジネス部門と
連携し、安全かつスケーラブルな環境の信頼されたデータを組織で探索できるようにして、ビジネスに
関するこれまで見たことのなかったインサイトを引き出せるようにユーザーを支援しましょう。



Tableau および Tableau Software は、Tableau Software, Inc. の商標です。その他の社名および製品名は各社の商標です。

Tableau について
Tableau を使うと、ユーザーは情報をすぐに分析、可視化、共有し、生データを実用的なインサイトに
変えることができます。標準的なレポーティングを越えたインタラクティブなビジュアライゼーションや
ダッシュボードを作成し、探索的分析で隠れたインサイトを引き出しましょう。引き出したインサイトは
オンプレミスでもクラウドでも、社内のユーザー、パートナー、サプライヤー、顧客などとセキュアに共有
できます。個人事業主の方でも IT 部門を抱える企業でも、Tableau はお客様のニーズに合わせられる
拡張性を持っています。Tableau は、小規模企業から最大規模の企業、政府機関、大学まで、世界各地の
組織がデータを見て理解できるように支援しています。
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