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このホワイトペーパーは、規模に応じたセルフサービスのデータ準備に関する考慮事項について、およびガバナンス管理

されたデータ準備環境の管理に Tableau Prep Conductor がどのように役立つかについて、IT プロフェッショナルおよび 

IT 意思決定者がより深く理解できるようになることを意図しています。また、Tableau Prep Builder、Tableau Server、Tableau 

Online、および Tableau Desktop を含む Tableau 製品について、ある程度の知識のある読者を想定しています。 
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はじめに: データ準備を誰もができるようにする理由
進化する環境におけるセルフサービスのデータ準備の課題

今日、セルフサービス分析およびデータドリブンな意思決定は、世界中の主要組織で標準となっています。これまで、デー

タ準備は IT 部門が担当する作業でした。準備を実行し、新しいデータソースを組織の一元化されたデータウェアハウスに

取り入れることができる人は少数でした。しかし、環境は進化してきています。組織が収集するデータのボリュームとバラエ

ティは急増し、データは必ずしも一元化されておらず、使用事例によってデータの取得、保存、変換、配信が決定されるパイ

プラインを流れています。また、分析プラットフォームは意思決定に情報を提供するためにますます広範なオーディエンス

が利用するようになっています。

通常、IT 部門以外のチームや個人 (または正式なデータ準備プロセスにアクセスできないユーザー) は、自身のデータを他

のチームが準備してくれるのを待つか、データに関する問題を解決しようと自身で取り組むしかありません。これは多くの

場合、ユーザーがシステムからデータを抽出し、自身のデータをスプレッドシートに準備することを意味します。その結果、

特定の課題にのみ役立つ新しい構造のデータセットが出来上がります。これは多数のデータサイロを生み出すだけでな

く、各部門はしばしばそのことを知らずに重複した作業を行うことになってしまいます。このような個別の解決策は効率的

ではなく、スケーラブルでもなく、管理もされていません。

データドリブンな組織の新しい基準であるセルフサービス分析では、データを活用できるようにするために多くのユー 

ザーが、利用可能なツールや機能を使用してデータ準備を行います。それらの作業にはカット & ペーストや、サーバーにと

って最適ではない膨大な計算式の記述が含まれます。アナリストでさえ、自分の業務の大部分は分析ではなく、実際には

データのクリーニングや形式変換であると報告しており、その作業には ETL 処理やセルフサービスのデータ準備ツール、

さらには Excel などのスプレッドシートツールを使用しています。 

プロのように準備:  データ準備の広範なニーズの理解
人的エラー、異種のシステム、変化を続けるビジネス要件などの要因が、乱雑なデータを生む原因となりますが、通

常、データ準備には単なるクリーニングステップ以上のものが必要になります。ユーザーは、データの粒度を調節する

ことや、データを変換して調整してから、他のデータとユニオンまたは結合させることが必要になる場合があります。 

つまり、分析の準備ができたデータは、元のデータソースからは非常に異なる形式になっていることが多いということ

です。クリーニング、形式変換、データの拡張には、以下のようなステップなどが必要になることがあります。

ピボット処理 — 列から行またはその逆へとフィールドを切り替えます。

結合 — データソースにフィールドを追加し、分析できるフィールド数を増やします。

ユニオン — 2 つのデータセットをつなぎ、同じ表構造を維持しながらさらに行を追加します。

フィルターまたは削除 — 分析のために値またはフィールドを除外します。

データの役割の割り当て — メール、URL、または地理的データを表すフィールドを確認します。 
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値の編集 —  手動で値を変更、または簡易クリーニング操作でテキストの大文字小文字の変更や、文字、数字、句読点、スペースなど

の削除を行います。

グループ化と置換 —  発音、共通の文字、スペリングによって異なるバージョンが存在する可能性がある値をクリーニングします。

値の分割 — フィールド内の情報単位を複数のフィールドに分割します。

計算フィールドの作成 — 計算やその他の値を使用して、分析用のフィールドを作成します。

データの集計 —  複数の値から合計、平均、カウント、最小値などの単一の値を返します。

乱雑なデータ、およびデータ分析に関する一般的な問題の解決方法の詳細についてご確認ください。

データ準備を誰もができるようにすべき理由

データとコラボレーションし、組織全体のデータサイロを解体し、インパクトを促進する新しいインサイトを発見している 

人々はさらに増え続けています。それと同時に、分析用に準備または意図されていない収集済みのデータも増え続けています。

多くの場合、トランザクションデータや高速ストリーミングデータなどの効率的なキャプチャに最適なデータの状態と、効率的

な分析に最適なデータの状態の間には、大きな差があります。構造や形式の違い、ビジネスコンテキストの欠如など、どのよう

な場合でもクリーニング作業が必要であり、たとえば業務規則や請求タイプが必須の医療データなどでは、分析前にデータの

整理が必要な場合もあります。 

多くの組織は、新しいデータソースの探索やプロトタイプ、および分析のために、セルフサービスのデータ準備ソリューションを

採用し始めています。セルフサービスのデータ準備ツールにより、データについて最もよく知っているユーザーがデータを扱える

ようになると同時に、データ準備に関する IT 部門の負担が軽減されます。しかし、セルフサービスのデータ準備はまだまったく新

しいスキルセットであり、ユーザーが準備機能を把握して効果的に実行し、繰り返し可能なプロセスを確立し、効率性のために

それらを自動化し、最終的にデータをより広範に使用するための信頼や自信を構築するためには、スキルの開発と広範な展開

が必要です。

すべての準備作業にはそれだけの価値があるでしょうか? データ準備に関する最近の調査によると、 
データ準備には企業の期待を大きく超える多くのメリットがあります。具体的には、組織全体にわたる関 
連データの単一かつ完全なビューの獲得、分析サイロの削減、データに基づく意思決定の向上です。 

BARC レポート「データ準備 - 生データを価値に改良」(英語) を無料でダウンロード 

https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/costs-of-dirty-data
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/barc-data-preparation
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Tableau Prep Conductor の紹介 
ビジュアルアナリストを支援してきた Tableau は今、データ準備を支援します。2018 年春リリースの Tableau Prep Builder 

により、さらに簡単に、ビジュアル化のためのスマートなデータ準備が直接実行できるようになりました。アナリストおよ

びビジネスユーザーは、分析のために自分のデータを準備できます。Tableau Prep Builder は Tableau Desktop と完全

に統合されているため、ユーザーは分析フローを離れることはありません。そして今、Tableau Prep Conductor によって 

Tableau プラットフォームのデータ準備機能が拡張されます。データ準備フローの実行を自動化することで、データに変更

が加えられても手動で更新することなくフローが実行され、また準備済みのデータを組織が見つけやすくなります。

Tableau Prep Conductor により、Tableau Prep Builder フローをスケジュールし、一元化されたスケーラブルかつ信頼性の

高いサーバー環境で実行できるため、データを常に最新の状態に保つことができます。また、管理者は組織全体にわたっ

て、セルフサービスのデータ準備に対する可視性を得ることができます。さらに、ユーザーは Tableau サーバー環境を使用

してフローを管理、監視、保護できます。

Tableau Prep Conductor は Tableau Server および Tableau Online と統合されており、既存のスケジュール機能、追跡機

能、セキュリティ機能を活用します。抽出更新と同様、スケジュールされたフロータスクおよびオンデマンドのフローの実行

はバックグラウンドタスクとしてキューに入れられます。Tableau Desktop によるデータソースおよびワークブックの既存の

パブリッシュ方法と同様の機能を使用して、フローを Tableau Prep Builder から Tableau Server または Tableau Online に

シームレスにパブリッシュできます。

データを自動的に最新に維持する
必要なときにフローを実行するようスケジュールし
ます。フローの実行タスクを自動化し、繰り返し可能
なプロセスを作成して、準備データの提供に一貫性
を保持します。

アラートと実行履歴で常に情報を把握する
成功または失敗したフローの実行履歴を一目で見る
ことができるビューを確認します。準備フローの品質
を追跡し、フローが失敗した場合はアラート (すぐに
使えます) で確認できます。

管理された準備環境を構築する
データの共有および更新に関するルールとパーミッ
ションを作成します。Tableau Server または Tableau 
Online の既存のパーミッションとインフラストラク
チャを活用して、フローのパブリッシュ、表示、実行が
できるユーザーを管理します。

データの見つけやすさを改善する
キーワードタグ、プロジェクト間でのフローの移動、
ユーザーパミッションの設定など、シンプルな管理
機能を使用して、組織のユーザーが関連する準備済
みデータを見つけやすくなるようにします。

https://www.tableau.com/ja-jp/products/prep
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図 1 Tableau Prep Conductor を使用して Tableau Server にパブリッシュされるデータ準備フロー
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組織でのデータ準備を考慮する
データの完全なコンテキストを把握するには、データを使用する人が誰かだけでなく、それを準備した人、そのデータの出

所、分析用に利用できるように保管されている場所、そしてエンドユーザーがどのような利点を得られるかについて理解し

ておくことが重要です。この理解が、スケーラブルなセルフサービスのデータ準備の基盤となります。

データの準備をしている人とそれをするべき人 
多くの組織では、他の役割の人が使用できるようにデータを準備するのはアナリストであり、自身の分析のためにデータを

準備するのと同じくらいの頻度で行っています。高度なデータ準備ツールは複雑なことがあるため、多くの場合使用できる

のは一部のパワーユーザーに限られます。しかし、アナリストやビジネスユーザーがデータ準備ツールを使用できないとし

ても、このようなタスクを他のアプリケーションで実行していないとは限りません。 

セルフサービス BI ツールによって、あらゆるレベルのユーザーがデータ分析の機能を利用できるようになりましたが、データ

からインサイトを引き出すには、IT 部門にデータ構造を変更してもらう必要があります。規模に応じたセルフサービスのデータ

準備を考慮する際には、今ある役割と、共有または追加する必要のある責任を考えることが役立つ可能性があります。 

データスチュワードは、データベース管理者のような昔からある役割の人と連携する必要があるでしょう。今日、アナリストやビ

ジネスユーザーなどを含む組織全体に配信されるデータが信頼できるものであることを確認するために、データスチュワード

の責任がより大きくなっています。その責任を果たすことで、ユーザーはデータから価値を得ることができます。データベース管

理者およびデータエンジニアは一般的に、データの保存方法とアクセス方法をより重視しています。列はデータベースが利用

するためだけに追加できるものであり、人間のために追加するものではありません。エンジニアが分析のためのデータウェア

ハウスを構築する場合は、多くの質問の答えが得られる重要なビジネス指標を優先します。データアナリストが必要とする情報

がまだデータセットにない場合、集計の調整や外部ソースの取り込みが必要になる場合があり、データの正確性が低下するリ

スクやサイロ化が生じる可能性があります。

セルフサービスのデータ準備を組織に広める際には、同意されたガバナンスプラクティスの確立および実施に誰が関わる

べきなのか、どの準備ツールを誰が使用するのか、どのようなトレーニングが必要なのか、組織としてどのように成功を計

測するのかについて考える必要があります。
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プロのように準備: データに関するクリティカルな役割を組織内で配置
人的エラー、異種のシステム、変化を続けるビジネス要件などの要因が、乱雑なデータを生む原因となりますが、

通常、データ準備には単なるクリーニングステップ以上のものが必要になります。ユーザーは、データの粒度を調

節することや、データを変換して調整してから、他のデータとユニオンまたは結合させることが必要になる場合が

あります。つまり、分析の準備ができたデータは、元のデータソースからは非常に異なる形式になっていることが

多いということです。クリーニング、形式変換、データの拡張には、以下のようなステップなどが必要になることが

あります。

IT/BI プロフェッショナルの役割

データベース管理者 (DBA) は、組織でデータベースの管理、監視、維持、セキュリティに責任を負います。DBA はデー

タエンジニアおよびデータスチュワードと連携して、データアクセスを提供し、Tableau 製品に接続するデータソースのモデ

ル化、構造化、最適化を支援します。

システム管理者は、データセンターまたはクラウドで、Tableau Server がインストールされているハードウェアとオペレー

ティングシステムの設置およびインストール、構成、維持を行うとともに、ビジネスおよびテクノロジー戦略に従って会社のポ

リシーを実施します。

クライアント管理者は、クライアントソフトウェアをインストールします。これには、データベースドライバーと Tableau 製

品のインストール、Tableau Server または Tableau Online での Tableau Prep Conductor の有効化が含まれます。

Tableau 管理者の役割

Server 管理者は、Tableau Server の設定、Server のすべてのサイト、ユーザーおよびグループ、すべてのコンテンツ資産 

(プロジェクト、データソース、ワークブックなど) へのフルアクセス権を保有し、Server 全体の状態を監視および維持します。

Tableau サイト管理者は、サイトのユーザーとグループの作成および管理、プロジェクトの作成とサイト上でのコンテン

ツ構成、ユーザー (グループ) のコンテンツアクセスに対するパーミッションの割り当てを実行します。また、サイト内でのコ

ンテンツのプロモーションと認証、および分析の使用に関する計測を行います。

コンテンツ作成者の役割

データスチュワード (Tableau Creator ライセンスを保有) は、ビジネス分野について、およびビジネスプロセスと分析の

間の相互作用について理解しています。データスチュワードは、データへのアクセスと使用に関する手順およびガイドライン

が文書化してあることを確認し、DBA および/またはデータエンジニアと連携して全社規模のデータガバナンスおよびコンプ

ライアンスポリシーの実施を計画します。また、準備フローおよび/またはデータソースのパブリッシュをすることもあります。

コンテンツ作成者 (Tableau Creator ライセンスを保有) は、ダッシュボード、準備フロー、および/またはデータソースの

作成とパブリッシュを行います。

 

https://onlinehelp.tableau.com/v2019.1/server/ja-jp/prep_publishserver_overview.htm
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データの出所と現在の保管場所 
今日の多くの組織では、データ準備がどのように実行されているかについての可視性が驚くほど欠けています。管理さ

れた標準のアプローチがなく、アドホックで作業や分析を行えば、重複した作業、繰り返し実行可能なプロセスのない手

作業が発生し、データソースの一貫性が損なわれる可能性があります。これらの問題を修正するための大きな要因は、

データがどこから来ているか、そしてクリーニングした後にどこに保存されるかを理解しておくことです。つまり、データ

を準備する人とそれを分析のために使用する人の間のつながりが重要です。

•  データをどのように保護しますか? データへのアクセスと変換に関する適切なパーミッションを必要としている人は誰

でしょうか?

•  どのユーザーが生のデータソースまたはクリーニングされたデータにアクセスしていますか? 

•  質問の本質へと辿り着くため、またはさらに強力な分析に役立てるために、ユーザーには結合されたデータソースま

たは外部データソースが必要になりますか? 

•  準備されたデータソースを、分析のために他のユーザーにどのように共有しますか?

クリーニングやアドホック分析のために、データを CSV またはその他のスプレッドシートファイルにエクスポートするこ

とは珍しくありません。そのような方法ではファイルが安全に共有されない可能性があるため、セキュリティに関する懸

念が生じる場合があります。データソースとワークブックのリポジトリとして Tableau Server または Tableau Online を使

用している組織は、Tableau Prep Conductor によって、データ準備プロセスと Server または Online にパブリッシュされ

たフローに対する可視性が容易に提供されます。これによって、ユーザーが準備フローを見つけてアクセスする場所を

一元化できるだけでなく、フローの整合性を確認し、セルフサービスのデータ準備に関するベストプラクティスを学ぶ機

会が得られます。

結果が組織にもたらす利点
今日の多くの組織では、データ準備がどのように実行されているかについての可視性が驚くほど欠けています。管理さ

れた標準のアプローチがなく、アドホックで作業や分析を行えば、重複した作業、繰り返し実行可能なプロセスのない手

作業が発生し、データソースの一貫性が損なわれる可能性があります。これらの問題を修正するための大きな要因は、

データがどこから来ているか、そしてクリーニングした後にどこに保存されるかを理解しておくことです。つまり、データ

を準備する人とそれを分析のために使用する人の間のつながりが重要です。

•  データソースとレポートの要件はどのように集められていますか?

•  どのようなタイプの質問をする、またはどのような質問に答える必要がありますか?

•  データにアクセスするユーザーの戦略的なビジネス優先事項は何ですか?

•  既知の質問に対して迅速に回答を提供することとさらなる探索ができるようにすることのバランスをとっていますか?

•  データフローとパブリッシュされたデータソースの品質を確保するために、どのようなプロセスを設定していますか (例: 

品質保証、認証)?
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Tableau Prep Conductor で 
混沌としたデータ準備作業を管理する
規模に応じたセルフサービスのデータ準備で成功を収めるには、IT 部門の管理と、ビジネス需要の柔軟性および俊敏性と

の間のバランスを取るガバナンスフレームワークの下に、ユーザーとテクノロジーを集約する必要があります。IT 部門は、

データ準備プラクティスを効率的かつ効果的に組織に広められるように、自動化と、使用、パフォーマンス、アクセスの監視

によってフローの運用の実現に取り組むことができます。

データ準備フローを運用可能にする方法
小規模でシンプルなデータセットまたはすでにクリーニングされたデータセットに対するアドホックのデータ探索など、

特定のケースでは、Tableau Desktop の基本的なデータ準備機能 (ピボット処理または列の非表示など) で十分かもしれ

ません。しかし、大規模で複雑なデータセットや、クリティカルなダッシュボードをフィードするフローでは、信頼できる意

思決定のためにデータソースを最新に保つ必要が生じる場合があります。使用事例によっては、Tableau Server でスケ 

ジュールされた抽出更新以外の手順が必要になることがあります。つまり、抽出を更新するのではなく、準備フローの実行

を自動化することで、必要なクリーニングステップをデータに適用し、分析に使用できるデータソースを作成するのです。

データのクリーニングに Tableau Prep Builder を使用しているユーザーが組織にいる場合は、その作業結果を Tableau 

Prep Conductor で自動的に活用することが可能です。Tableau Server で、スケジュールされたタスクとして特定の時間また

は繰り返しフローが実行されるようにスケジュールするか、または Tableau Online でフロータスクを作成し、事前定義され

たスケジュールで実行されるように設定します。フローの再実行は業務時間外に実行されるようにすることが可能です。各

実行を開始するのに人が介入する必要はないため、時間と経費を節約できます。また、これによってユーザーは、自身の

デスクトップリソースを使用してフローを実行するのではなく、安定したサーバー環境を活用することが可能になります。 

図 2 設定したスケジュールで定期的に準備フローを実行するようにフロータスクを作成
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プロのように準備: REST API による自動化
REST API を使用してサードパーティーシステムでワークフローを構築し、強力な方法でデータパイプラインを接続

します。それらの機能には、フローのパブリッシュ、スケジュール、ダウンロード、クエリや、フローの接続の更新、オン

デマンドでのフローおよびフロータスクの実行、パーミッションの管理などが含まれます。

Tableau Prep Conductor での REST API 機能 についてご確認ください

準備フローの監視方法
監視は、データ準備プラクティスの拡大に伴って IT 部門が組織を強力に支援できる領域です。パフォーマンスと使用の監視、

自動化、アラートは、組織のデータが最新に維持されていて安全であること、効率的なフローで準備されていることを確認

するのに役立ちます。

Tableau Prep Conductor を使用すれば、管理者は 既存の Tableau Server で利用できるものと同じツールでフローを監視で

きます。これには Tableau サービスマネージャー (TSM)、「ステータス」ページ、すぐに使える管理ビューが含まれます。Tableau 

Server および Tableau Online の一部として統合されているため、これらのビューは組織のデータ準備プラクティスに関す

る重要な質問への回答に役立ちます。注意:  必ずしも Tableau Server のすべてのビューが Tableau Online で利用できる、

または Tableau Online に関連しているわけではありません。

•  フロー実行のパフォーマンス — どのフロータスクが現在スケジュールされているか、実行されているか、フロータスクの

実行時間、最も頻繁に実行されているフロータスク、どのフローがアドホックまたはスケジュールされたものであったか

を把握できます。

•  すべてのユーザー、特定のユーザー、または 最近のユーザーによるアクション — サーバーのメンテナンスが必要であ

り、サーバーでどのユーザーが作業しているか、およびそれらのユーザーにメンテナンスが与える影響について知りたい

場合には、最後の項目が特に便利です。

•  領域使用量の統計 — どのフロー出力がサーバーのディスクスペースを最も消費しているかを特定します。

•  バックグラウンダータスクの遅延 — このビューで、タスクの最適化とタスクスケジュールの分散によってサーバーパフォーマ

ンスを改善できる箇所を特定します。 

プロのように準備: Tableau Server Repository によるカスタムレポートの構築
組み込み済みの管理ビュー以外にも、Tableau Desktop でサーバーアクティビティのクエリを実行することや、独自

の分析を作成することができます。そのためには、PostreSQL データベースである Tableau Server Repository に接

続してビューをクエリします。

Windows または Linux を使用して、Tableau Server のカスタムビューを作成する方法についてご確認ください。

https://onlinehelp.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api_ref_flow.htm
https://onlinehelp.tableau.com/current/prep/ja-jp/prep_conductor_monitor_flow.htm#performance-of-flow-runs
https://onlinehelp.tableau.com/current/prep/ja-jp/prep_conductor_monitor_flow.htm#action-by-all-users
https://onlinehelp.tableau.com/current/prep/ja-jp/prep_conductor_monitor_flow.htm#action-by-specific-user
http://current/prep/ja-jp/prep_conductor_monitor_flow.htm#action-by-recent-users
https://onlinehelp.tableau.com/current/prep/ja-jp/prep_conductor_monitor_flow.htm#stats-for-space-usage
https://onlinehelp.tableau.com/current/server/ja-jp/adminview_background_task_delay.htm
https://onlinehelp.tableau.com/current/server/ja-jp/adminview_postgres.htm
https://onlinehelp.tableau.com/current/server-linux/ja-jp/adminview_postgres.htm
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問題の検出方法
接続の問題かフロー内でのエラーかに関わらず、データ準備フローを阻む問題を認識し、修正する必要があります。

古いデータを使用するリスクを最小化するために、Tableau Prep Conductor はフローの実行時に発生したエラーの情

報を提示するだけでなく、どのようなエラーが発生した場合でも推奨の修正方法を提示します。

•  実行履歴 — ユーザーはフローの更新履歴を表示し、成功または失敗した実行を一目で確認できます。これにより、

すべてのフローの品質を理解することが可能になり、データの正確性に自信を持てるようになります。

•  アラート — タイムリーなアラートにより、フローが正常に動作しているかどうかが分かります。フローにエラーが発生

した場合、ユーザーはメール通知を受信するとともに、Sever インターフェイス内でアラートが表示されます。アラート

内のリンクによって、アナリストおよびデータスチュワードは、迅速に対処してエラーを検証し、修正に関する推奨を参

考にして修正し、準備または分析に戻ることができます。 

•  ステータスページ — Tableau Server ステータスページと Tableau サービスマネージャーステータスページには 

Tableau Server プロセスが表示されます。また、プロセスが予期するとおりに実行されていない場合にはトラブルシュ

ーティングドキュメントへのリンクが表示されます。プロセスのステータスインジケーターにマウスを合わせれば、プロ

セスが実行されているノード名とポートがツールヒントに表示されます。 

図 3 実行に失敗したフローに関するアラートの受信 — メールおよび Tableau Online での表示

  

https://onlinehelp.tableau.com/current/server/ja-jp/service_viewstatus.htm
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データ準備ツールには、アナリストからの単発の質問に答えることと、 
同じ処理の繰り返しも容易にできることが求められます。

GORDON STRODEL 氏 
SLALOM 社情報管理および分析コンサルタント

アクセスコントロールの利用方法と規模に応じてデータの安全を維持する方法

フローの監視と管理における非常に重要な側面は、適切なユーザーがデータ準備フローへのアクセス権を持つことです。Tableau 

Server または Tableau Online での統合されたパーミッション制御により、 IT 管理者は時間と労力を削減できます。Tableau Prep 

Conductor で管理されている準備フローでは、フローの表示、編集、実行などのパーミッションを、フローをパブリッシュする際に設定

できます。フローがデータベースに接続する場合は、データアクセスの認証タイプの指定と認証資格情報の設定が可能です。 

図 4 シンプルかつ使い慣れたインターフェイスでフローパーミッションを管理およびカスタマイズ

さらに、管理ビューでは、特定のユーザーまたはすべてのユーザーのパーミッションおよびアクションを確認できるレポートが表示さ

れるため、各フローについて誰が何をしているかを詳細に把握できます。 
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データの価値を発見する
組織は、準備されたデータを見つけ、その関連性を理解して信頼することができれば、それらのデータからより多くの価値

を得ることができます。データプラクティスが組織に広まり、さらに多くのユーザーがデータを利用できるようになればなお

さらです。そうなれば、セルフサービスのデータ準備が、Tableau Server や Tableau Online のような管理された環境でのセ

ルフサービス分析を活性化させ、その利点をさらに高めることになります。

準備されたデータソースを組織が見つける方法

Tableau Prep Conductor の管理機能の多くは、Tableau Server または Tableau Online にパブリッシュされたフローおよび

データソースを検索、フィルター、そして見つける際に、関連性の高い信頼できるデータが発見しやすくなります。

タグ付け — フローにキーワードを適用すると、ワークブックと同様、ユーザーがコンテンツを検索、フィルター、カテゴリー化

するのに役立ちます。個別のフローまたは選択した複数のフローにまとめてタグを追加することが可能です。

整理 — フローをプロジェクト間で移動して、関連するデータソース、ワークブック、その他のコンテンツとともに整理できま

す。これは、フローの所有者は既定で可能ですが、他のユーザーには該当する管理者が移動パーミッションを与えることが

できます。

ライフサイクル管理 — その他の管理機能は、データ準備フローの関連性の維持と整理に役立ちます。これらには、必要

に応じてフローを保存、名前変更、削除するためのパーミッションが含まれます。管理者、フロー所有者、プロジェクト所有者

は、フローの所有権を再割り当てすることもできます。

Tableau Server または Tableau Online にすでに存在するデータフローを検索する機能は、データ準備作業の冗長性や重

複の回避にも役立ちます。ユーザーがデータソースを見つけることができ、準備フローがユーザーの分析のニーズに合致し

ていれば、準備ステップの再作成やフローの実行に時間を割く必要はありません。または、既存のフローを見つけてそれを

ダウンロードすることができ、準備フローを最初から構築する必要なく、同様の使用事例に合うように変更できれば、時間と

労力を節約できます。

データを組織が理解できるように支援する方法

データリテラシーは、セルフサービスのデータ準備および分析を広めようとする組織にとって必要な投資です。多くの組織で

は、IT 部門と分析リーダーがセンターオブエクセレンスに向けて協力します。その取り組みにはリソースとサポート、社内 

ユーザーグループ、そして分析スキルを構築するためのトレーニングおよび開発への投資が含まれます。これらのニーズ

は、Tableau Prep Builder や Tableau Prep Conductor のようなツールをセルフサービスのデータ準備に使用するユーザーのタ

イプと人数を基にして、組織で評価する必要があります。 
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アナリストおよびビジネスユーザーは、Tableau のデータソースがどのように作成されたかをすばやく知ることで、データに

対する信頼を得ます。Tableau Prep Conductor を使用すれば、どのユーザーも、フローによって作成されたデータソースの

起源を知ることができ、そこに直接アクセスしてどのように構築されたのかを確認できます。データの基本レベルの理解があ

り、フローステップを「読む」能力があれば、そのユーザーはそのデータソースが自分にとって価値のあるものかどうかを判

断できるはずです。

Creator および Explorer (Tableau のライセンスタイプ。これによってユーザーはデータソースへの接続と新しいコンテン

ツの作成、または既存のコンテンツの探索とカスタマイズが可能になります) を利用するには、IT 部門とデータスチュワー

ドにとって、一貫して実行される準備フローを活用するデータソースを認証するためのプロセスが必要です。認証済みの

データソースは、組織にとって、信頼できるデータであり分析のために準備が整っているものとなります。また、認証済み

のデータソースは検索およびフィルターでより高い優先度のものとして、Tableau Server または Tableau Online で表示さ

れます。

 

 

 

               

ビジュアルデータ準備では、エンドツーエンドのプロセス全体を確認で
き、データ内のスペルミスや余分なスペース、誤った結合句など、問題の
可能性がある箇所を早期に発見できます。それにより、最終的な分析結果
の信頼度も高くなります。

JASON HARMER 氏、NATIONWIDE INSURANCE 社コンサルタント
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規模に応じたガバナンスの考慮
組織にはそれぞれ固有のニーズがあり、データ準備には「どんな場合にも通用する」アプローチなどありません。セルフ 

サービスのデータ準備ツールを選択する際には、そのツールによって、使用を開始するための新たな障壁が作られるのではな

く、どのようにして反復可能でアジャイルなアプローチに向けてプロセスが進化するのかを考慮するべきです。データ準備ステ

ップの影響がわかれば、データ準備とデータの理解に対する関心が増大するでしょう。 

鍵となるのは適切なコラボレーションとガバナンスです。各個人は自分のデータの問題を解決しようと取り組むかもしれま

せんが、組織的なデータの問題を解決するために重要な役割を担うのは IT 部門です。ガバナンスプラクティスは、適切な

ユーザーが適切なデータにアクセスするのに役立ちます。これにより、データはユーザーによる意思決定の正確性の促進

要素となり、また社内ポリシーや社外の規制への準拠を維持できるようになります。 

ガバナンスのシフトとは、制御を手放すよう IT 部門に迫るということではなく、信頼される一元化された環境でビジネスが

さらに自立的になれるようにすることです。アナリストとビジネスユーザーは、IT 部門とビジネス部門が同意したガバナン

スモデルに従ってデータの問題や異常を特定する、防御の最前線になります。 

セルフサービス分析のパラダイムシフトと同様、ビジネス部門がガバナンスに参加する方法を広げて誰にでもデータ準備が

できるようにするためには、プロセスとテクノロジーの変更管理、緩和が必要なセキュリティリスク、ユーザーのスキル 

ギャップなど、固有の課題があります。しかし、忘れてはならないのは、導入に対する反復可能でアジャイルなアプローチとガ

バナンスに対する協力的なアプローチがあれば、より多くの人がデータ準備をできるようにすることの利点は、期待を上回

る可能性があります。

 

 

             

Tableau Prep を使用し始める前は、正確で効果的な分析ができるように、
データソースがクリーンで整っていることを確認する作業に担当チームが
何時間も費やしていました。Tableau Prep のおかげで何時間もの作業時
間が節約でき、それと同時にデータの見方が全く新しく変わり、データが収
集されてから実行可能なインサイトを得るまでの時間が大幅に短縮でき
ました。

GESSICA BRIGGS-SULLIVAN 氏、CHARLES SCHWAB, INC 社の TABLEAU 管理者



Tableau について
Tableau は、規模に応じた超高速セルフサービス分析を通じてお客様がデータを見て理解できるように支援

する、全てがそろった使いやすいエンタープライズ対応のビジュアル BI プラットフォームです。オンプレミスで

もクラウドでも、また Windows でも Linux でも、Tableau はテクノロジーへの既存の投資を生かし、お客様の

データ環境の変化と成長に合わせた規模の拡大が可能です。最も貴重なアセットであるデータと人の力を解

き放ちます。

その他のリソース
詳しく読む: Tableau でのデータ準備

詳しく読む: Tableau でのデータ管理

オンラインヘルプ: 混沌としたデータ準備作業を管理する

ホワイトペーパー: コストのかかる乱雑なデータ (データ準備に関する一般的な問題の解決方法) 

ホワイトペーパー: データ準備のベストプラクティス 

BARC 調査:  データ準備 - 生データを価値に改良

企業向け Tableau: IT 部門が支える分析環境

https://www.tableau.com/ja-jp/products/prep
https://www.tableau.com/ja-jp/products/packages/data-management
https://onlinehelp.tableau.com/current/prep/ja-jp/prep_conductor_overview.htm
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/costs-of-dirty-data
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/data-prep-best-practices
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/barc-data-preparation
https://www.tableau.com/ja-jp/enterprise-IT

