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Google BigQuery & Tableau: ベストプラクティス

Tableau と Google BigQuery を使用すれば、使いやすいビジュアルインターフェイスを用いて大量
のデータを分析し、即座に回答を得ることができます。このツールを組み合わせて使用することで、
以下のことが可能になります。

• Google BigQuery の機能を活用して、一般のユーザーが 高速かつインタラクティブな分析を実現で
きるようにします。

• ビジュアル分析ツールを使用して何十億ものデータ行を数秒で分析できます。1 行のコードも記述
する必要はなく、サーバー側の管理も不要です。

• 魅力的なダッシュボードを数分で作成できます。ここから、自分の Google BigQuery データに接続し、
最新の情報を組織に提供します。

• Tableau Server と Tableau Online を使用してレポートやインサイトを Web 上で共有できます。 
これにより、誰もがあらゆるデバイスからアクセスできます。

• Google BigQuery によるクラウドのアジャイル性と Tableau の驚異的なスピードの組み合わせにより、
プロジェクトの価値をすばやく認識できます。

2 つのテクノロジーの最も効果的な組み合わせにより、パフォーマンスの飛躍的な向上、設計サイク
ルの短縮、およびユーザーと組織のさらなる成功がもたらされます。本書では、ビジュアライゼー
ションの即応性を最大限に高めるために、データモデリングとクエリ作成を最適化する技術について
説明します。また、Tableau と BigQuery を最も費用効率よく組み合わせて使う方法もお伝えします。
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テクノロジーの概要

Google.BigQuery.

BigQuery はペタバイトのデータをプレーン SQL 形式で、わずか数秒で処理できます。微調整や特別なスキル
は必要ありません。膨大な量のデータセットを分析する Google の画期的なテクノロジーの Dremel をベース
にしており、かつて大企業が非常に大きなコストをかけて得ていたレベルのパフォーマンスを、1 GB あたり
数セントで提供します。

BigQuery は、膨大な量のデータセット、構造化データセット、半構造化データセットに対して SQL クエリ
を実行するのに最適なデータウェアハウスです。使用事例とデータセットの例を以下に示します。

 • アドホック分析

 • Web ログ

 • マシン/サーバーログ

 • モノのインターネット (IoT) のデータセット

 • E コマースでの顧客行動

 • モバイルアプリデータ

 • 小売分析

 • ゲーミングテレメトリ

 • Google アナリティクスプレミアムのデータ

 • 従来の RDBMS ではバッチクエリの実行に数分 (数時間) かかるデータセット

BigQuery は完全に NoOps (自動化が進み専門の管理要員を必要としない状態) かつメンテナンスフリーで、
Google Cloud Platform と統合されています。他のクラウドベースの分析ソリューションと異なり、BigQuery 
ではサーバーのクラスタを事前にプロビジョニングする必要がありません。処理クラスタでは、実行時に 
BigQuery がサイズ変更とプロビジョニングを行います。 

データサイズが大きくなると、BigQuery は自動的に処理能力を追加します。それでも、1 GB あたりの費用
は同じです。
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レガシー.SQL.と標準.SQL

Google BigQuery では API のアップグレードが行われ、BigQuery SQL (現在ではレガシー SQL と呼びます) 
に加えて、標準 SQL も使用できるようになりました。それに伴い、Tableau も Google BigQuery コネク
タをアップグレードし、標準 SQL への移行をサポートしました。標準 SQL には BigQuery ユーザーに 
対し、詳細レベル表現、より高速なメタデータ検証、使用中の接続で請求プロジェクトを選択できる、
などのメリットがあります。  

本ガイドは、標準 SQL を前提にしています。レガシー SQL から標準 SQL への移行についての詳細は、
Google Cloud Platform の Web サイトで、レガシー SQL からの移行に関するオンラインヘルプ 
をご覧ください。

Tableau

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。 
Tableau のソフトウェア製品を使用すれば、一般のユーザーがデータの威力を活用できます。このため、
幅広い層のユーザーがデータに関わり、質問をし、問題を解決し、価値を創造することが可能になりま
した。Tableau の製品は、米スタンフォード大学で開発されたテクノロジーをベースに、従来のビジネス
インテリジェンスアプリケーションに付き物だった複雑さ、不自由さ、経費を削減しました。Excel に抵
抗のないユーザーであれば誰でも、Tableau Desktop を活用して情報が豊富でインタラクティブなビジュ
アライゼーションや、効果的なダッシュボードを作成できます。必要な操作は、ドラッグ & ドロップだ
けです。また、Tableau Server や Tableau Online を使用して、作成したビジュアライゼーションやダッ
シュボードを組織全体で安全に共有することもできます。

Tableau には、Google BigQuery 用に最適化されたネイティブコネクタがあり、ライブデータ接続と
インメモリデータ抽出の両方をサポートしています。Tableau のデータブレンディング機能を使用す 
れば、BigQuery のデータを他の 60 以上のサポート対象データソースのデータと組み合わせることがで
きます。Tableau Server または Tableau Online を使用してクラウドにパブリッシュされたビジュアライ
ゼーションの場合は、Google BigQuery への直接的な接続が確保されます。

https://cloud.google.com/bigquery/sql-reference/migrating-from-legacy-sql
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パフォーマンス向上のベストプラクティス: Tableau

Tableau.10.の活用

パフォーマンスを向上させる最も簡単な方法の 1 つは、Tableau 10 を利用することです。導入環境を最
新の状態に保つことにより、一定の間隔で製品に追加され続けるパフォーマンス関連の強化点をすべて
活用できるようになります。

Tableau にとって重要な分岐点となったリリースが Tableau 9 です。ビジュアライゼーションの応答性を
確保するために、非常に多くの部分で画期的なパフォーマンス向上を図り、大きな飛躍となりました。

この強化点には、次のようなものがあります。

• 詳細レベル計算: LOD 表現を使用すると、ビジュアライゼーションの詳細レベルを深く掘り下げるこ
とができます。ビジュアライゼーションでは多くの場合、データソースのデータをフィルタリングした
ものが使われています。LOD 表現ではフィルタリングする前のデータを調べられるため、より強力な分
析が可能になります。

• パラレルクエリ: Tableau は Google BigQuery およびその他のデータソースの機能を活用して、複数
のクエリを同時に実行します。最大実行数は合計で 16 個に上ります。結果がキャッシュにない場合、
独立したクエリと重複排除されたクエリのバッチが 1 つのグループとして、BigQuery に送信されます。
BigQuery のスケールアウトアーキテクチャがもたらすパラレルクエリによって、ユーザーはパフォー
マンスの大幅な向上を期待できます。

• クエリ統合: Tableau は可能な限り、ワークブックおよびダッシュボードから複数のクエリを取得し
て 1 つに統合します。それにより、BigQuery に送信するクエリの数を減らすことができます。まず、
Tableau は類似のクエリを特定し、戻される列で差を除外します。次に、その差が集計レベルまたは
ユーザーの計算のみであった場合に、クエリを組み合わせます。

• 外部クエリキャッシュ: 同じクエリを最後に実行してから参照元データソースが変化していない場合、
Tableau は以前に保存されたクエリキャッシュから自動的に読み出しを行います。これにより、ほぼ瞬時
のロードが可能になります。たとえば、1 億 5,700 万行の Tableau データ抽出ファイルを含むワークブッ
クの場合、Tableau 9 でキャッシュされていれば、キャッシュを使用しない Tableau 8.3 よりも 50 倍高速
に開きます。
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8.3

9.0 0.2 Seconds

9.7 Seconds

図.1:.Tableau.8.3.と比較した、Tableau.9.0.で.1.億.5,700.万行のデータセットを開く場合のパフォーマンス向上
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Tableau 10 では、企業環境へのスケーラブルな導入でパフォーマンスを確保するために、その革新性をさ
らに推し進めました。具体的な強化点は次の通りです。

• ブラウザのパフォーマンス向上: Tableau 10 では、ワークブックを最初に読み込む際にキャッシュに保
存して、ワークブックのパフォーマンスを高速化します。読み込み時間の短縮、ユーザーの操作に応じた
即時更新などが実現します。

• Tableau.Desktop.からのオンデマンド接続: パブリッシュされたワークブックを開く時に、 
Tableau Desktop は、開いているシートのデータを表示するのに必要なデータソースにのみ接続します。
言い換えれば、さらに高速にデータを閲覧できるということです。

• Tableau.Server.の安定性向上: Tableau 10 では、Tableau Server の安定性を向上させるさまざまな改良
が行われています。単一サーバーの導入環境では、ディスク I/O のレイテンシーが高い状況下で起こる問
題に対し、Tableau Server の堅牢性を高めました。Tableau Server は高可用性のために 3 つのノードを必要
としますが、以前は 2 ノードでフェールオーバーとレプリケーションを構成できるようになっていたため、
ユーザーの混乱を招いていました。そのため、2 ノードの導入環境では、リポジトリのインスタンスが 1 
つに制限されるようになりました。リポジトリの 2 つ目のインスタンスでフェールオーバーまたは高可用
性を実現する必要がある場合は、Tableau Server を 3 ノード以上のクラスタにインストールしてくだ 
さい。それにより、リポジトリのインスタンスを 2 つ構成し、自動フェールオーバーのメリットを生かす
ことができるようになります。また、Tableau Server プロセスで全体のメモリ使用量を減らして、 
パフォーマンスを改善しました。
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パフォーマンスレコーダー

パフォーマンスレコーダーは、遅いクエリを正確に特定し、ワークブックを最適化して、最大のパ
フォーマンスを実現する強力なビルトインツールです。このために、パフォーマンスレコーダーは、
個々のワークブックによるクエリ実行とレイアウト計算の所要時間を追跡します。下の緑のバー上に
マウスを移動すると、BigQuery に対して生成中のクエリが表示されます。遅いクエリを特定すれば、
そのデータモデルを見直すことによって、往々にしてパフォーマンスの問題を解決できます。 

パフォーマンス記録の作成や解釈の方法については、以下のリンク先の記事を参照してください。

•. Tableau.Desktop.のパフォーマンスレコーダー

•. Tableau.Server.のパフォーマンスレコーダー

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/perf_record_create_desktop.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/server/ja-jp/perf_record_interpret_server.htm


10

コンテキストフィルター

大規模なデータソースにフィルターを適用する場合には、コンテキストフィルターを設定することでパ
フォーマンスを高めることができます。コンテキストフィルターは最初にデータソースに適用される 
ため、追加のフィルターは結果レコードにのみ適用されます。この順序により、データソース内で各
フィルターが各レコードに適用されるのを回避できます。

データセットのサイズを大幅に削減するフィルターを設定して複数のデータビューで使用する場合は、
このフィルターをコンテキストフィルターとして設定する必要があります。コンテキストフィルター
の作成方法については、Tableau オンラインヘルプの「コンテキストフィルターでビューのパ
フォーマンスを改善する」をご覧ください。  

メジャーの集計

作成するビューが遅い場合は、集計されていないメジャーではなく、集計されたメジャーで作業してく
ださい。ビューが遅いのは、行数の多いデータを一度に表示しようとすることが一般的な原因です。 
行数は、データを集計することで減らすことができます。これには、[分析] メニューの [メジャーの集
計] オプションを選択してください。詳しくは、Tableau オンラインヘルプの「データの集計」 
をご覧ください。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/calculations_aggregation_aggregatingdata.html
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セット

メジャーバリューの範囲に基づきディメンションをフィルタリングしてメンバーを除外する場合は、
定量的フィルターを使用する代わりに、セットを作成します。たとえば、ディメンション内のすべて
のアイテムではなく、上位 50 アイテムのみを返すセットを作成できます。詳しくは、Tableau オン
ラインヘルプの「セットの作成」をご覧ください。

Tableau オンラインヘルプの「グループの作成」の説明に従って選択項目からグループを作成す
る場合は、必ず必要な列だけを含めるようにしてください。セットに含める列を追加すればするほど
パフォーマンスは低下していきます。

最初にフィルターを追加

大規模なデータソースを扱う場合に自動更新がオフになっていると、ビューにフィルターを追加すると
きに非常に遅いクエリが作成される可能性があります。ビューを構築してからフィルターを指定するの
ではなく、フィルターを指定してからフィールドをビューにドラッグしてください。そうすると、更新
を実行するか、自動更新をオンにしたときに、まずフィルターが評価されます。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/sortgroup_sets_create.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/sortgroup_sets_create.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/sortgroup_groups_creating.html
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自動更新をオフにする

フィールドをシェルフ上に配置すると、データソースへクエリが自動的に実行され、Tableau によって
ビューが生成されます。密度の高いデータビューを作成する場合、クエリに時間がかかり、システム
パフォーマンスが著しく低下する可能性があります。このような場合は、ビュー構築中はクエリをオ
フにするよう Tableau に指示することができます。クエリは、結果を確認する準備ができた時点で再
度オンにすることができます。詳しくは、Tableau オンラインヘルプの「クエリの管理」をご覧
ください。

警告ダイアログ

Tableau では、大規模なディメンション (多くのメンバーを含む) をシェルフに配置しようとすると、
パフォーマンスに関する警告ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、 
下図に示すような 4 つの選択肢を利用できます。

[すべてのメンバーを追加] を選択すると、パフォーマンスが著しく低下する可能性があります。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/managing_queries.html
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費用とパフォーマンスのベストプラクティス: 
Google BigQuery

一般的に、高パフォーマンスのクエリ実行とコストの削減を実現する最も良い方法は、データが 
Google Cloud Storage のような外部データソースにある、フェデレーションテーブルを使わないように
することです。その場合、データセットに対して繰り返しクエリを実行するのであれば、(Tableau の
外で) クエリ API を利用して BigQuery 内でデータを計算済みにすることにより、データセットに対する 
Tableau のクエリ実行パフォーマンスを高めることができます。

非正規化と事前結合

BigQuery は大規模な結合をサポートしており、また、結合のパフォーマンスは非常に優れています。
しかし同時に、BigQuery はいわゆる「カラム型データストア」であり、非正規化データセットに対し
て最大限のパフォーマンスを発揮します。

BigQuery のストレージは非常に安価でスケーラブルなので、多くの場合、データセットを同質の表
に非正規化し、事前結合することが賢明です。つまり、コンピュートリソースの代わりにストレー
ジリソースを使用するということです (後者のほうがパフォーマンスと費用対効果に優れています)。
BigQuery はカラム型ストアであるため、コンピュートリソースの代わりにストレージリソースを使用
すると、データをさらに圧縮できるというメリットも得られます。

BigQuery は優れた ETL ツールであり、大量の変換とパイプライン処理を迅速かつ効率的に実行でき 
ます。128 MB を超えるデータセットを計算済みにするときは、必ず [Allow Large Results] (大きなクエ
リ結果を許可する) を有効にしてください。 

読み込むデータの準備方法や、BigQuery の SQL ダイアレクトを使ったデータのクエリ方法の詳細
については、下記のオンラインドキュメントをご覧ください。

• cloud.google.com/bigquery/preparing-data-for-bigquery#denormalizingdata

• cloud.google.com/bigquery/querying-data#largequeryresults

https://cloud.google.com/bigquery/query-reference
http://cloud.google.com/bigquery/preparing-data-for-bigquery#denormalizingdata
http://cloud.google.com/bigquery/querying-data#largequeryresults
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日付ごとの表シャーディング

一部のデータは、もともと日付ごとの区分の指定に適しています。たとえば、ログデータや、単調に
増加するタイムスタンプをレコードに含むデータなどです。この場合は、BigQuery の表を日付ごとに
シャーディングし、その日付を表名に含めます。この機能を活用するには、Tableau でカスタム SQL 
を使用する必要があります。詳しくは、Tableau オンラインヘルプの「カスタム SQL クエリへの
接続」をご覧ください。たとえば、表に次のような名前を付けます。

	 mytable_20170501、mytable_20170502.など

. 次に、日付ごとにフィルタリングを行うクエリを実行する場合は、BigQuery.のワイルドカードテーブルの機能を使用.

. します。

 

    SELECT

. . . . . 名前

    FROM

     `myProject.myDataSet.mytable_*’ 

    WHERE

. . . . . 年齢.>=.35.

	 上の例では、「mytable_」という接頭辞が付いたすべての表が自動的に含まれます。

. ワイルドカードを使用するには、以下のパターンに従って表に名前を付ける必要があります。

. [任意の接頭辞]YYYYMMDD。

その他のデータベースシステムは、シャーディングを使用してパフォーマンスの向上を図っています。
実際には、日付ごとのシャーディングを使用しても、BigQuery でのパフォーマンスにはほとんど差は
ありませんが、費用が大きく異なります。処理するデータ量が少なければ、クエリ単位の費用も少なく
なるためです。

ここで注意しなければならないのは、分の単位でシャーディングするとシャードが多くなりすぎるこ
とがあり、その場合はパフォーマンスに直接影響するという点です。一度にシャーディングを行いす
ぎないように気をつけてください。一般的には、1 日に一度程度であれば問題はありません。

ワイルドカードの使用方法を詳しく見るには、こちらをクリックしてください。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm
https://cloud.google.com/bigquery/docs/wildcard-tables
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類似のクエリを多数実行する場合の配置先の指定

同一のクエリを大量に実行する場合はクエリキャッシュが有効です。ただし、似てはいるもののわず
かに異なるクエリ (クエリの実行の間に WHERE 節の値のみを変更したものなど) の場合は役に立ちま
せん。この場合は、ソースの表でクエリを実行し、クエリを繰り返し実行するレコードを新しい配置
先の表に書き込みます。そのあとで、作成した新しい配置先の表にクエリを実行します。  

たとえば、以下の.3.つの異なる.WHERE.節を使用して.3.つのクエリを実行するとします。

WHERE.col1.=.“a”

WHERE.col1.=.“b”

WHERE.col1.=.“c”

.
ソースの表にクエリを実行し、出力レコードを配置先の表に書き込みます。

SELECT.col1

FROM.source

WHERE.col1.=.“a”.OR.col1.=.“b”.OR.col1.=.“c”.

WHERE 節の論理和演算によって、関連するレコードをすべてキャプチャします。新しい配置先の表は、
元のソースの表よりもかなり小さくなる可能性があります。BigQuery は 1 つのクエリ内で処理される
データ量に基づいて課金します。このため、後続のクエリを、ソースの表に直接実行するのではなく、
新しい配置先の表に実行することで、費用を節約できます。なお、こうした表によりストレージコスト
が上がっていくのを避けるために、いずれかの時点で表を削除してください。 
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まとめ

ベストプラクティスを適用することによって、ビジネスユーザーもデータアナリストも、 
Google BigQuery に対して構築された Tableau ビジュアライゼーションのパフォーマンスと応答性を
最大限に高めることができます。このようなテクノロジーの組み合わせにより、ユーザーは実際に数
十億のデータ行をわずかな時間で視覚化できます。



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。Tableau を
利用すれば、簡単に情報を分析してビジュアル化し、共有することができます。すでに世界で 29,000 社を超
えるお客様が Tableau を導入し、オフィスや外出先で簡単にデータ分析を行っています。また、無料のデー
タビジュアル化ツールである Tableau Public を利用して、数万人のお客様がデータをインタラクティブな Viz 
(ビジュアライゼーション) としてブログや Web サイトで共有しています。ぜひ無料トライアル版をお試しく
ださい。tableau.com/ja-jp/trial からダウンロードできます。

その他のリソース
無料トライアル版をダウンロード

関連ホワイトペーパー
ビジネス分析をクラウドで行う理由

2017 年クラウドのトレンド Top 10

Tableau Server と Google Cloud Platform: クラウド上の超高速処理ビジネスインテリジェンス (英語)

すべてのホワイトペーパーを見る

その他のリソースを見る
製品デモ

トレーニングとチュートリアル

コミュニティとサポート

カスタマーストーリー

ソリューション

 
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。

https://www.tableau.com/ja-jp/products/trial
https://www.tableau.com/ja-jp/products/trial
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/why-business-analytics-cloud
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/top-10-cloud-trends-2017
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-server-and-google-cloud-platform-rapid-fire-business-intelligence-cloud?ref=wc&signin=1cfc4ed5dc0e5894211ff14e33cd761c
https://www.tableau.com/ja-jp/search/whitepapers/クラウド
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/demos
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/training
http://community.tableau.com/welcome
http://www.tableau.com/ja-jp/learn/stories
http://www.tableau.com/ja-jp/solutions

