
データグラビティはどのように 
分析環境をクラウドに誘引しているのか



かつてデータとアプリケーションは、組織自体の施設でローカルにホス
ティングされるものでした。しかし、クラウドコンピューティング革命でこ
の当たり前の状況は変わりました。データはクラウドへの移行が進み、デー
タグラビティが組織におけるソフトウェアの実行方法を変えつつあります。
ガートナー社も、今後 5 年間のクラウドへの移行により、IT 支出額のうち  
1 兆ドル超が直接的または間接的に影響を受けると予測しています。

しかし、データグラビティとは何でしょうか。データ、アプリケーション、
サービスはいずれもそれ自体の「引力 (グラビティ)」を持っていますが、 
「質量」が最も大きいのはデータです。そのため、他のテクノロジーはデータ
に引き寄せられます。つまりデータがクラウドにあれば、データグラビティに 
より、他のアプリケーションやサービスもクラウドに引き寄せられます。

データグラビティという言葉はどこで生まれたのでしょうか。そして、クラウ
ド時代のデータ分析に対して、どのような意味を持っているのでしょうか。



宇宙の 2 体は互いに引き寄せ合う。その力はそれ
ぞれの質量の積に正比例し、物体間の距離の 2 乗
に反比例する。
- ニュートンの万有引力の法則
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ニュートンとデータの関係

データとアプリケーションはいずれオンプレミスからクラウドインフラに移

行すると予想していた、草創期からのクラウド技術者である Dave McCrory 

氏は、ニュートンの万有引力の法則が物体以外にも適用される可能性がある

ことに気づきました。そしてこれを「データグラビティ」と名づけました。

McCrory 氏はデータグラビティの概念に合わせて、万有引力の公式を 

次のように書き換えました。

簡単に言えば、データ、アプリケーション、サービスは、すべてそれぞ

れの引力を持っています。しかし、その中でデータが最も重要な存在で

あり、したがって最も強い引力を持っています。

ニュートンの頭にリンゴが落ちたのは、リンゴより地球の質量の方が大

きく、引力として知られる現象でリンゴを引き寄せたからです。データ

も同様に、ソフトウェアアプリケーションやサービスを含む、その他の

テクノロジーを引き寄せます。 

組織の多くはつい最近まで、デー 
タの保存とアプリケーションの実行
をすべてオンプレミスで行っていま
した。しかし、クラウドコンピュー
ティング革命でこの当たり前の状況
は変わりました。そして、この革命
によって、15 世紀のニュートンに
よる法則が再度注目されることにな
りました。
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*Dave McCrory 氏、https://blog.mccrory.me/2010/12/07/data-gravity-in-the-clouds (英語)

データグラビティ

データは、保存されている
場所にアプリケーションと
サービスを引き寄せる傾
向を持っています。 

レイテンシー スループット
アプリケーションデータサービス

https://blog.mccrory.me/2010/12/07/data-gravity-in-the-clouds


分析における引力とは

分析環境を考えるうえで、この 2 つの要素はなぜ重要なのでしょうか。

レイテンシーとスループットは、データグラビティを生み出す力 

です。ニュートンのリンゴとは異なり、データに周囲の物体を引き

寄せる物理的な質量はありません。分析プロセスではその代わり

に、レイテンシーとスループットが推進力として働きます。

分析環境に当てはめると、レイテンシーとは、クエリがソフトウェ

アアプリケーションからデータベースに送られ、戻ってくるまでの

待ち時間のことです。

同様にスループットとは、ある一定の時間に、ソフトウェアアプリ

ケーションがデータベースに対してクエリを実行できる回数のこと

です。

レイテンシー: 処理を行う、また
は結果を出すのにかかる時間。 

スループット: 単位時間あたり
に処理を実行できる、または
結果を出すことができる回数。



速度

データは、人がそれを使って質問に答えを出せるときに初めて役に立ち 

ます。また、そのようなインパクトを得るには、掘り下げるためにデータ

にアクセスする必要があります。クエリに何時間も何日もかかれば分析の

流れは途切れ、質問の答えを得る妨げとなります。逆に、レイテンシーを

低減しスループットを向上させればクエリはより短時間で返され、分析結

果や答えもより短時間で得られるようになります。 

システムのレイテンシーとスループットを左右する「変数」は数多く

ありますが、「定数」となるのが場所です。実体 (データ、アプリケー

ション、サービス) が互いに近ければ、レイテンシーは低くスループッ

トは高くなります。 

この概念に基づくと、データを燃料とするアプリケーションやサービス

に対して、データは引力を働かせます。したがってデータの場所は、

速度を求めるうえで、データの収集、保存、分析に利用するアプリケー

ションの場所を決定するための重要な判断材料となります。 

適切な場所を選ぶことにより、
速度を達成できます。



クラウドに至る道

クラウドへの移行が進んでいることは、Tableau のホスティング型

分析製品の Tableau Online を見ると確認できます。過去 15 か月で、

Tableau ユーザーによるクラウド上のデータソースへの接続は 28% 

増加しました。現在、Tableau ユーザーが接続するデータの 70% 以

上は、クラウドでホスティングされています (この傾向の詳しい分析

については「クラウドデータブリーフィング」をご覧ください)。

しかし、クラウドに至る道は 1 本ではありません。 

データのみをオンプレミスからクラウドに移行する組織もあれば、

インフラをクラウドプラットフォームに移行する組織もあります。

多くの場合、組織はその両方を同時に行っています。さらには、 

設立当初からクラウドを利用し、Web アプリケーションとクラウド

ネイティブのデータのみで業務を行う組織も増えてきています。 

データハイウェイでは、行き先の
標識はクラウドを指しています。
クラウドインフラの拡張性と信頼
性を活用しようと、ますます多く
の企業がデータをクラウドに移行
しつつあります。 

http://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/cloud-data-brief


データ、引力、そしてクラウド

ガートナー社の予測によると、IT 支出は従来の IT 製品からクラウ

ドサービスへと着実に移行しています。アプリケーションソフト

ウェアでは、総額で 360 億ドルがクラウドに移行すると推定され

ています。ガートナー社によれば、クラウドへの移行率は 2020 

年までに 37% になるということです。 

分析を高速に行える環境を確保するには、分析環境の導入計画を

策定する際にデータグラビティを考慮することが重要です。 

しかし、現実にはクラウドに至る道が組織によって異なっている

ため、それは言葉で言うほど簡単なことではありません。サービ

スとアプリケーションをデータの近くに維持するには、環境の移

行と進化に応じてプラットフォームを変更する必要がないよう

に、ハイブリッド型のモデルをサポートする分析ツールとビジュ

アライゼーションツールが必要です。

データ分析やビジュアライゼー
ションに使われるアプリケー
ションは、データそのものに引き
寄せられます。そのため現在は、
クラウドへの大規模な移行が進ん
でいます。 



ハイブリッド型データ分析が持つさまざまな側面

分析インフラの計画策定では、データグラビティは単なる 1 要素に過

ぎません。他にも、データアプリケーションの現在の利用状況や将来の

計画という要素を検討する必要があります。

データを移行して、長期間使用されてきたワークフローを変更することは

困難な作業となる可能性があるため、分析アプリケーションは移行過程の

あらゆる段階でユーザーをサポートするものでなければなりません。

さらに何より重要なのは、システム管理者からデータを分析するエンド

ユーザーまでの全ユーザーに対し、そのニーズを考慮しなければならな

いという点です。オンプレミスのハードウェアとソフトウェアを管理す

る専門チームはありますか? あるいはビジネスユーザーは、完全に管理

されたクラウドアプリケーションに容易にアクセスできることを求めて

いますか?

ハイブリッド型モデルは、データ、インフラ、アプリケーションに対し、

オンプレミスおよびクラウドテクノロジーを両方サポートしています。 

そのため、分析環境を導入する場所をすぐに選べる柔軟性が提供されると

ともに、環境の移行と変更の際にユーザーをサポートします。

分析環境のハイブリッド型モ
デルには、データがある場所
にソフトウェアを導入するか、
あるいはデータ戦略の進化に
応じて導入環境を調整してい
くか、という選択肢があります。 



ハイブリッド型データ分析が持つさまざまな側面

オンプレミス: データベースおよび分析アプリケーションは、組織が独 

自の施設でホスティングし管理します。つまり組織が、必要なハード

ウェアのプロビジョニングと、将来の需要に合わせたハードウェアの拡

張に責任を負うということです。また、組織はソフトウェアの管理と保

守も積極的に行います。

データと分析のアプリケー 
ションには、オンプレミスから 
クラウド上の完全ホスティング 
まで、さまざまな形があります。 
そして、それぞれにメリットが
あります。 

オンプレミス クラウドホスティング SaaS



Tesco は英国内で 3,000 店を超す店舗を展開し、平均
的な店舗で取り扱う商品数は 15,000 品目を超えます。
一度に把握するにはあまりにも膨大なデータ量です。 
しかし、Tableau Server を Teradata にライブ接続したと
ころ、非常にうまく機能することがわかりました。
- TESCO 社、サプライチェーン開発部門上級アナリスト、ADAM YEOMAN 氏



ハイブリッド型データ分析が持つさまざまな側面

IAAS と PAAS: 独自のハードウェアを購入する代わりに、AWS、GCP、

Microsoft Azure などのパブリッククラウドベンダーからインフラを借り、

データベースや分析環境をクラウドに導入することができます。多くの 

場合、サービスとしてのインフラ (IaaS) やサービスとしてのプラット

フォーム (PaaS) の利用には、コスト、スケーラビリティ、柔軟性の面でメ

リットがあります。

データと分析のアプリケー 
ションには、オンプレミスから 
クラウド上の完全ホスティング 
まで、さまざまな形があります。
そして、それぞれにメリットが 
あります。 

オンプレミス クラウドホスティング SaaS



Tableau Server を Amazon Web Server (AWS) で利用
することで、クラウドコンピューティングの利便性が活
かせるようになると同時に、Tableau Server を細かく
管理でき、すべてのデータが AWS から流出しないこと
を確信できます。
- PATREON 社データサイエンティスト、MANUEL ANDERE 氏



ハイブリッド型データ分析が持つさまざまな側面

完全ホスティング型 SAAS: Web ベースの分析環境は、サービスとして

のソフトウェア (SaaS) として実現することもできます。これは、ハード

ウェアやソフトウェアの保守を考える必要がないことを意味します。

忘れてはならないのは、データが最大の質量を持っていることです。デー

タの移動には、時間的にもリソース的にもコストがかかります。分析環境

のハイブリッド型モデルでは、保存先のデータベースやホスティング元の

インフラにかかわらず、データに接続することができます。

データと分析のアプリケー 
ションには、オンプレミスから 
クラウド上の完全ホスティング 
まで、さまざまな形があります。
そして、それぞれにメリットが 
あります。 

オンプレミス クラウドホスティング SaaS



私たちにとっては、[Tableau] Online とオンプレミス
の Tableau [Server] の違いを説明するのにも、キー 
(鍵) を回すだけですぐに使えるというターンキーの
例えを使うことができます... 自動的にキーが回るよ
うに、導入してすぐ、使い始めることができました。
データ管理者になるための勉強は誰もする必要が
ありませんでした。
- ベルビュー大学研究分析シニアディレクター、BRIAN BUNCE 氏



Tableau によるクラウドへのアプローチは、お客様に選択を任せるシン

プルなものです。お客様が分析環境の導入の方法と場所を選択します。

データがある場所にかかわらず、あらゆるデータを分析するように選択

します。完全ホスティング型の SaaS ソリューションでも、クラウドプ

ラットフォームまたはオンプレミスでのソフトウェア導入でも、 

Tableau なら思い通りに分析環境を導入して管理することができます。

クラウドに至る道のどの段階でも、Tableau が支援します。

Tableau について
Tableau を使うと、生データを実用的なインサイトに変換できます。 
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
き出してください。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。

移行を導く Tableau

組織が事業でクラウドを活用する
方法は数多くあります。また、 
クラウドに至る道もさまざまです。
アプリケーションは、現在と将来
の両方のニーズを満たすものを選
ばなければなりません。

TABLEAU.COM/JA-JP/TRIAL

http://www.tableau.com/ja-jp/products/trial

