
変革を実現する分析環境:
モダン BI を使って、 
迅速でより適切な意思決定を



92% の組織は分析環境の 
拡張に失敗している 

̶ McKinsey & Company 社

はじめに

データが変革の機会をもたらす
市場や顧客の期待の変化によって、企業がデジタルトランスフォーメーションを進める

必要性が高まっています。変化し続ける環境の中で、どのように舵を取ればよいのでしょ

うか。その答えはデータの中にあります。すべてがデジタル化されたマルチチャネルの

世界では、かつてないほど多様なデータが大量に生成され、しかもそれらのデータは分

断されています。つまり、貴重なインサイトを得るには、分析環境への投資に対する戦

略的なアプローチが必要になるということです。

多くの組織では、この大きな変革の時代にイノベーションを実現し、適応するために、

分析環境に対する投資を最新化し、拡大しています。しかし、全社規模の分析プログラ

ムの導入を成功させ、社内のデータと人材の価値を最大限活用できている組織はほん

の一握りです。 

%92



組織に力を与える IT 部門
今日、IT チームには、デジタルビジネスイニシアティブに貢献することが一層求められ

ています。それらには、データを使用したコストの削減機会の特定をはじめ、カスタマー

エクスペリエンスの向上、新たな収益ストリームの発見まで含まれます。IT 部門は、 

より適切な意思決定を迅速に行うために必要なデータと人々をつなぐうえで、重要な役

割を果たします。このため、IT 部門はリーダーとして、またビジネス部門にとって信頼で

きるパートナーとして位置付けられるようになります。

その鍵となるのは、セルフサービスの信頼できる分析環境を通じて、すべてのユーザー

がビジネスに関する疑問への回答を自分で得られるようにすることです。この分野で

リードしている組織では、IT 部門が、管理されたデータアクセスを実現し、強力でありな

がら使いやすい分析環境を提供し、データドリブンな意思決定を優先する全社規模の

カルチャーを促進しています。

 

データドリブンな企業は、IT 予算を分析
環境に費やす可能性が 13 倍高い 

̶ McKinsey & Company 社

X13

内容
IT リーダーが安全でアクセシブルな分析環境を拡張する際に直面する以下のような課

題について考察します。

• セルフサービスでの責任あるデータ使用を実現するガバナンスを管理する

• AI を活用したモダン分析で、信頼できる高速のデータ分析をサポートする

• スケーラブルな分析プログラムで組織全体に力を与える

また、使用している分析プラットフォームが、データドリブンな組織としてさらに進化を

遂げていく上でどのような違いを生むかについても考察します。



妥協することなく 
データガバナンスを管理
ビジネスデータを最もよく知る人々が、自身の持つ疑問への回答を自分で得られるよう

にするべきです。しかし、混乱や妥協のないセルフサービスを実現するには、責任を

持ってそれを行えるようにすることが重要です。セルフサービス分析は、従業員がどのよ

うなデータや分析コンテンツにも制限なく自由にアクセスできるということを意味する

わけではありません。それは、従業員が自身に関連する、セキュアで管理された信頼で

きるビジネスデータを自由に分析できるということを意味しています。

データガバナンスに関する課題:

• 分断されたデータサイロ、データガバナンスフレームクワークがない

• データ管理プロセスがワークフローに統合されていない

• コンプライアンス規制およびポリシーの要件の進化

コマンドアンドコントロールのカルチャー、 

官僚主義、複雑さ、テクノロジーに力を注ぐことで、 

データガバナンスの成功は妨げられてきました” 
 
̶ Forrester 社: 『データガバナンス疲労を突破する』 (英語)

https://www.forrester.com/report/Break-Through-Data-Governance-Fatigue/RES157758


統合されたデータ管理で信頼を構築
規模に応じた真のセルフサービスを提供するために、組織は責任あるデータ使用を実

現する必要があります。今日ではより多くのビジネスユーザーがデータにアクセスし、

分析を採用するようになっているため、関連するデータをユーザーが見つけてその品

質と鮮度を理解できるようにする最新のデータ管理ソリューションを使用することが重

要です。これは、メタデータを表示し、人々がすでに時間を費やしている最新の分析プ

ラットフォームに管理プロセスを統合することで実現できます。そうすることで、 

データ管理に対する既存の投資の効果も拡張されます。

Tableau Data Management に含まれるもの:

• データ準備からカタログ化、データディスカバリ、ガバナンスまでの統合機能

• データ準備フローのスケジュール作成および自動化 (監視およびアラート機能を装備)

• メタデータ、実行履歴、リネージ、インパクト分析などに対する優れた可視性

レイク郡の保健局は管理された 
エンタープライズセルフサービスを実現
統合された Tableau Data Management により、レイク郡保健局は 

20 の異種データソースと 36 の追跡アプリケーション全体を参照する 

レポート作成を自動化しました。 

ストーリー全文を読む

詳しく読む

の異種 
データソース20 の追跡

アプリケーション36

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/lake-county-health-revolutionizes-its-data-strategy-with-tableau-prep-conductor
https://www.tableau.com/ja-jp/products/add-ons/data-management


効率的なサーバー管理で 
大規模な環境を実行
組織がさらにデータドリブンになるにつれて、データおよび分析テクノロジーはビジネ

スにとってミッションクリティカルなものになっています。つまり、IT 部門は、高可用性と

ディザスタリカバリを確保し、運用効率をサポートし、ワークロードを最適化および自動

化し、分析プログラムの拡張に合わせてインフラストラクチャのニーズを予測するため

に使用状況を監視する必要があります。高度に構成可能、管理可能、カスタマイズ可能

なプラットフォームを使用して分析プロセスをサポートすることで、データドリブンな組

織をより効率的に育成しサポートすることができます。

Tableau Server Management に含まれるもの:

• セキュリティ、スケーラビリティ、および管理性のための高度なプラットフォーム機能

 (ノードロールに基づいたワークロードの管理と最適化を含む)

• 強化されたエージェントベースの監視と簡素化されたコンテンツ移行

• 外部でホストされているメタデータリポジトリとクラウドでの一元化されたキー管理

JPMorgan Chase 社は、規制の厳しい業界において 
分析環境を 3 万ユーザーに拡張

ビジネス部門が抱える問題のすべてを IT 部門が把握する

ことは不可能なので、ビジネス部門が自分たちで問題を解

決できるプラットフォームを構築したいと考えています"

－VP 兼 BI イノベーションリーダー、Steven Hittle 氏 

ストーリー全文を読む

詳しく読む

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/jpmorgan-chase-chooses-tableau-enable-self-service-analytics-keeping-rapid
https://www.tableau.com/ja-jp/products/add-ons/server-management


誰もが実用的なインサイトを 
迅速に入手できるように支援
信頼できるデータでリアルタイムに意思決定を行うには、あらゆるスキルレベルの人々

がデータからインサイトを取得できる強力で直感的に使える分析環境が必要です。

従来のレポート作成や配信のツールでは、分析中に複雑な質問や繰り返し作業を行う

には往々にして技術的な専門知識が必要になります。今日では、組み込みの AI を備え

たインタラクティブな視覚的インターフェイスにより、あらゆるスキルレベルのユーザー

がワークフロー内で自信を持ってデータを探索することができ、インサイトの取得と自

立を変革的なスピードで実現できます。

ビジネスデータの分析に関する課題:

• IT は往々にして門番でありボトルネックとなる

• 使用開始の敷居が高い、コーディングスキルへの依存

• すべての人が AI および機械学習ソリューションを簡単に利 

       用できるわけではない クラウドやその他の促進要因とともに、拡張分析が広まることで、データと

分析機能に関する新たなクラスタ化が促進され、実質的に、さまざまなク

ラスのビジネスユーザーのスキル、ニーズ、および問題に適応するように

なっています。拡張分析の台頭の結果、データと分析の活用がさらに広く

浸透しました。” 

 
̶ ガートナー社、『データと分析の世界が衝突:   
     Gartner TrendInsightレポート』 2021 年

https://www.gartner.com/en/documents/4002678
https://www.gartner.com/en/documents/4002678


AI で分析への障壁を軽減
より多くの人にデータ分析能力を与えて迅速に意思決定できるようにするには、幅広い

ユーザーやユースケースをカバーする広範で詳細な機能を備えた分析ソリューション

を活用することが必要です。AI、機械学習、自然言語機能は高度な技術ですが、利用し

やすいものにすることも可能です。直感的なビジュアル分析と、透過的な AI 機能を組

み合わせることで、技術的な専門知識を持たないユーザーでも分析機能を使用できる

ように拡張できます。そうすることにより、誰もが自信を持って分析を行えるようになり、

適切なビジネスコンテキストを理解している人々が意思決定できるようになります。

Tableau の AI 分析機能に含まれるもの:
拡張分析 ̶ 機械学習、統計分析、自然言語、スマートなデータ準備の機能を容易に

使えるため、自信を持って回答を得て迅速にインサイトを明らかにできます。 

Tableau ビジネスサイエンス ̶ AI を使った予測、What-if シナリオプランニング、

ガイド付きの機械学習モデル構築機能を、クリックで使用することができます。 

コーディングは不要です。 

データサイエンスの統合̶ R、Python、MATLAB などを使って、統計モデルを 

Tableau から直接、より容易に利用できます。.

Tableau を活用したデータ分析で、デジタル時代を戦

い抜くトップクラスの競争力を獲得することができま

した" －デジタル戦略部門グローバル IT プランニン

グチーム、Lee Gwang-won 氏
詳しく読む

ストーリー全文を読む

Hankook Tire 社はアジャイルな分析機能を使って 
レポート作成時間を 75% 削減

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/ai-analytics
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/hankook-leads-digital-transformation-business-efficiency-with-tableau


コンテキストに従ってデータを使用し 
より迅速にアクションを実行
ユーザーがすでに多くの時間を費やしているワークフロー内 (CRM や企業ポータルに

組み込まれているもの) に直接、データ分析環境を導入することで、それらのユーザー

による分析ソリューションの採用と活用が促進されます。これは、インサイトを見つけて

行動を起こすまでの時間の短縮にも役立ち、ユーザーは目前の状況に最も関連してい

るデータを使用して意思決定を行えるようになります。

Tableau CRM に含まれるもの:

• Salesforce ビジネスプロセスのコンテキストに沿った実用的なインサイトと 

       推奨事項

• コード不要のカスタマイズ可能な機械学習および統計分析モデル

• 緊密なデータ統合 (IT の時間とリソースを軽減)
アカウントチームとエグゼクティブは、AI を活用した予測を Salesforce 

ワークフロー内で直接使用することで、営業ノルマを達成または超過する

とともに、最初の 1 年間で Tableau CRM の使用率の 500% 増加を実

現、翌年にはさらにそれを倍増させています。

Avaya 社は CRM ワークフロー 
にインテリジェントなインサイトを埋め込み

ストーリー全文を読む

詳しく読む

https://www.salesforce.com/products/crm-analytics/customer-stories/avaya/
https://www.tableau.com/ja-jp/products/tableau-crm


スケーラブルな分析環境で 
エンタープライズに力を与える
モダン BI は、あらゆる人に自らデータを探索してビジネスに関する疑問に回答を得る

という新たな扉を開きました。データと分析環境の全社規模での採用を進めている組

織には、より高い利益、成長、顧客維持といったビジネス上の利点がもたらされてい

ます。しかし、すべての会話の中心にデータを据え、成功を収めるためには、適切な分析

プラットフォーム以外にも必要なものがあります。それは、組織全体の人々がデータ中

心のマインドセットを持ち、データスキルを向上させ、コミュニティを育成することです。

つまり、データカルチャーが必要なのです。

セルフサービス分析の拡張における課題: 

• データ戦略を共有できていない、指標の整合性がとれていない、 

       データスキルの欠如 

• 変化や新しいテクノロジー、プロセスに対する抵抗

• 拡張のフレームワークが往々にして人ではなくテクノロジーに注目している

デジタル経済での成功にとって重要な要素となるのは、強力な

データカルチャーと人材です。真にデータドリブンな組織となる

には、データ戦略とテクノロジーだけでは不十分です"  

̶ IDC 社『なぜデータカルチャーに注目すべきか』 2020 年

https://www.tableau.com/ja-jp/reports/idc-data-culture-infobrief


実証済みの Blueprint で 
データドリブンな組織への歩みを開始
効果的なデータ戦略がなければ、創造的な可能性を解き放つことも、従業員の意思決

定環境を強化することも妨げられます。ツールとプロセスに加えて、リーダーは取り組み

の中心を人に絞る必要があります。つまり、重要な役割を適切な人材に任せることや、 

トレーニング、変更管理、コミュニティのサポートなどに注力する必要があります。

Red Hat 社は 1 年未満で分析環境の採用
を倍増させ、4,500 人のスタッフまで 
ユーザーを拡張

ストーリー全文を読む

詳しく読む

Tableau Blueprint が提供するもの:

• 実際に役立つ専門知識と分析のベストプラクティスに基づく包括的なアプローチ

• 成功指標を価値あるビジネス成果と整合させるためのフレームワーク

• データ戦略、アジャイルな導入、スキルの向上などに関する詳細な手順 

       によるガイダンス

Blueprint は、スピードを高めるために Tableau がガバナン

スに対して取っているアプローチを示してくれました。それま

でに見たことのないようなアプローチでした"－ビジネスイ

ンテリジェンス・分析部門シニアマネージャー、Wes Gelpi 氏

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/blueprint


世界で最も協力的な 
コミュニティを活用
多様性のあるグローバルなデータコミュニティを、社内ユーザーに対するサポートの拡

張として活用することで、チームのスキル向上の促進、さまざまな業界やユースケース

に共通の問題に対するクリエイティブな解決策の発見、分析に対する継続的な取り組み

に役立てることができます。アナリストから教育関係者、開発者やデータリーダーまで、 

熱意のあるデータユーザーが個人またはプロとしての目標を達成できるようお互いに協

力し、お互いが個人的に経験した分析の価値を実現できるようにサポートしています。

Tableau コミュニティに含まれるもの:

• 世界中にオンラインに存在する 500 を超える Tableau ユーザーグループ

• 全体で 20 万件近い質問が投稿されている活発なコミュニティフォーラム

• 毎週新たに 1 万 3,000 件ものビジュアライゼーションが投稿される、 

       インスピレーションに満ちた世界最大のデータ Viz リポジトリの Tableau Public

JLL 社は全社的なイノベーション推進のため 
データリテラシーを促進

ストーリー全文を読む

Jones Lang LaSalle (JLL) 社は、技術的スキルを教えることに加えて、デー

タに対する人々の考え方の育成に取り組むことで、コンプライアンスに関

するコストを合理化し、諸経費を削減し、新しいイニシアティブを通じてさ

らなる収益を生み出せるようになりました。

詳しく読む

https://www.tableau.com/ja-jp/about/blog/2020/7/worlds-leading-companies-are-cultivating-new-business-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/community


データドリブンな組織への転換
業界をリードする現在のデータドリブンな組織は、変化に強いだけでなく、顧客のことをよ

り深く理解しています。しかし、データドリブンな組織になるには、優れたテクノロジーと、

マインドセットや態度、習慣を変えるデータカルチャーの両方が必要です。 

実際の目標は、組織内のすべての人が、データの価値を体験できるようにすること、質問

への回答を得るために自信を持ってデータを使用できるようにすること、そして他の人に

も同じことを勧めるようなカルチャーを実現することです。規模に応じた成功を左右する

のは、重要なデータソースを把握するとともに、データの選定、管理、配布、利用、セキュリ

ティ保護の方法とユーザーを教育しエンゲージメントを高める方法を明確にするための、

系統立ったアジャイルなアプローチです。 

Tableau を選ぶ理由

業界をリードするソフトウェア、実証済みの Blueprint によるガイダンス、他に類のないグ

ローバルなコミュニティを持つ Tableau が支援いたします。

高い柔軟性と選択肢が豊富なプラットフォーム ̶ Tableau は比類のない選択肢と柔軟

性を提供し、 テクノロジーに対する既存および将来の投資からより多くの価値を得ること

ができます。Tableau はどこにでも導入できます。Linux でも Windows でも、またオンプ

レミス、パブリッククラウド、完全ホスティング型 SaaS のほか、Web ポータルやアプリケ

ーションへの埋め込みにも対応しています。そして、保存場所にかかわらずどのようなデ

ータにも接続できます。

より優れた価値、より高い採用率̶ Tableau は人々が使いたくなるプラットフォーム

です。Tableau を導入したお客様は、その採用がすぐに広がり、優れた ROI を達成して

います。Tableau のライセンスモデルでは、適切な価格で、すべてのユーザーが適切な

機能を利用することができます。また、Tableau はお客様のパートナーとなって、分析に

対する信頼と自信を高めるデータカルチャーの構築を支援します。

Salesforce のフルパワー ̶ Tableau は Salesforce Customer 360 に含まれており、

データを中心に据えたデジタルトランスフォーメーションを実現するための鍵となり

ます。Tableau は、MuleSoft および Salesforce とともに、世界をリードするデータソリ

ューションを提供し、あらゆるデータにアクセスし、分析し、その結果に基づいて行動す

ることを可能にします。 

ドバイ空港は新たな収益ストリームを見つけ、 
「時間に正確な運用」を維持 

財務からキャパシティプランニングまで、ドバイ空港の 13 の部門は 

Tableau を使用することで、新しい飛行経路や航空会社のパートナーシッ

プを特定するとともに、市場の回復を注意深く監視して施設の再開や乗客

の信頼に関する意思決定に必要な情報を提供しています。

ストーリー全文を読む

こちらのプレイブックで、データ戦略の変革についてご確認ください

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.salesforce.com/resources/guides/data-strategy-playbook/


Tableau について
Tableau は、人 と々組織がさらにデータドリブンになるのを支援する、エンタープライズ

対応の完全な統合ビジュアル分析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張が可能です。お客様の最も 

貴重な資産であるデータと人材の力を解き放ちます。

その他のリソース
経営幹部向け Tableau

IT 部門のための Tableau 

Tableau Blueprint

データカルチャープレイブック

https://www.tableau.com/ja-jp/tableau-for-executives
https://www.tableau.com/ja-jp/tableau-for-it
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/blueprint
https://www.tableau.com/ja-jp/data-culture-playbook

