
AWS で Tableau を展開して
データエコシステムを構築する方法 



BI をクラウドに移行する
 
御社では BI を利用できていて、何も問題がない状態でしょうか。その場合でも、データ量、セキュリティ上の
リスク、そしてデータの種類が急速に増加しつつある現状を考えると、ユーザーがデータを活用できる状態を
維持することはこれまで以上に難しくなっていきます。 

AWS などのクラウドプラットフォームでは、そうした複雑な部分を軽減し、組織の拡張と成長に応じてイン
フラを活用することができます。AWS 上で Tableau Server を実行することにより、将来も引き続きビジネス
インテリジェンスの拡張性を確保できます。 



AWS で Tableau 
を展開してデータ
エコシステムを 
構築する方法 

組織における展開では、次の点を特に考慮する必要があります。

アクセスのしやすさを犠牲にしないセキュリティ

必要に応じたスピード

簡単なスケールアップとスケールアウト

企業が信頼できるデータ

ハイブリッド型の柔軟性



1 アクセスのしやすさを犠牲にしないセキュリティ

従来の BI ではセキュリティが約束されていますが、セキュリ
ティを実現するために、データにはほとんどアクセスできない
ようになっています。また、ローカルのサーバーはセキュアで
すが、フェールオーバーの設定が難しくなることがあります。

データを AWS 上に置くと、クリックするだけで高可用 
性とフェールオーバーを利用できるようになります。また  
Tableau では、チーム全体が必要とする信頼できるデータへ
のアクセスを Tableau Server でシンプルに行えるようにしな
がら、Informatica と Kerberos でデータのセキュリティを高め
ることができます。 

詳細情報:
Tableau Data Server (英語)

AWS DB の高可用性とフェールオーバーサポート

Tableau 向けの Informatica (英語)

従来の BI で 
約束されている機能 現実 AWS + Tableau

セキュリティ

データのパーミッ
ションは設定しにくい

ことがあります。 
フェールオーバーの

設定は困難です。 

既存のシステムを
利用して、数分でセ
キュアにパーミッ
ションを設定でき 
ます。クラウドソ

リューションが自動
的にフェールオー

バーに対応します。 

http://www.tableau.com/ja-jp/about/blog/2013/4/unleash-tableau-data-server-23038
http://www.tableau.com/ja-jp/about/blog/2013/4/unleash-tableau-data-server-23038
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html
https://www.informatica.com/products/cloud-integration/connectivity/informatica-for-tableau.html#fbid=th7GmNyzdUA


2 必要に応じたスピード

どのような BI でも、導入後の評価の基準となるのはスピード
です。最適な条件の下であれば、実際にスピードを実現でき
る可能性もあります。

AWS 上の Tableau Server では、負荷に合わせたキャパシティ
をオンデマンドで得られる柔軟性で、優れたスピードを実現
できます。また、ストレージに S3 を、計算に EMR を、分析に 
Tableau を使用すると、あらゆるプロセスを分離して臨機応変
にビッグデータを分析することができます。

詳細情報:
Amazon EMR と S3 を使った、膨大な量の 
データへのアドホックなアクセス (英語)

Netflix と Presto (英語)

Tableau の Amazon Aurora コネクタ (英語)

従来の BI で 
約束されている機能 現実 AWS + Tableau

スピード

負荷が急激に変動す
る場合、対応が難しく
なります。ストレージと
計算を 1 か所にまと
めると、分析のスピー
ドが落ちる可能性が

あります。

ストレージと計算を
分離します。必要なも
のにのみ料金が発生
します。ニーズや希望
に応じて、Hadoop、リ
レーショナルデータ
ベース、ウェアハウス

を利用します。

https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/post/TxXTJA064IEJ8E/Nasdaq-s-Architecture-using-Amazon-EMR-and-Amazon-S3-for-Ad-Hoc-Access-to-a-Mass
https://blogs.aws.amazon.com/bigdata/post/TxXTJA064IEJ8E/Nasdaq-s-Architecture-using-Amazon-EMR-and-Amazon-S3-for-Ad-Hoc-Access-to-a-Mass
http://techblog.netflix.com/2014/10/using-presto-in-our-big-data-platform.html
http://www.tableau.com/ja-jp/about/blog/2015/7/amazon-aurora-connector


3 簡単なスケールアップとスケールアウト

世界規模の組織では、スケーラブルでパフォーマンスが高く、
使いやすい BI の導入はなかなか難しいものです。 

AWS と Tableau Server を使うと、データを複数の地域データ
センターに複製 (またはアクセス) することができます。また、
キャパシティを増やす必要がある場合は、クリックで追加でき
ます。多くの場合、クラウドは既存のソリューションより料金が
手頃です。

詳細情報:
AWS による地域を越えた複製

クラウドの経済性

従来の BI で 
約束されている機能 現実 AWS + Tableau

スケーラビリティ

地域のチームによる
ローカルデータ 

センターのサポートは
困難です。サーバーは

高価です。

AWS の地域データ
センターを利用して、
地域によって異なる
データのコンプライ
アンス要件に対応
できます。臨機応変
にスケールアップや
スケールアウトが可
能です。AWS のス

ケーラビリティを手
頃な料金で活用し

ます。 

https://www.tableau.com/about/press-releases/2015/tableau-expands-cloud-capability-data-centre-europe
https://www.tableau.com/about/press-releases/2015/tableau-expands-cloud-capability-data-centre-europe


4 企業が信頼できるデータ

大規模で複雑なデータソースでは、組織が共通の計算、 
名前、メジャーを定義し、標準化することが欠かせません。
ところが従来の BI では、コードや柔軟性に欠ける ETL プロ
セスで標準化を行う必要があります。 

Tableau では視覚的に情報源を統一し、Tableau Data Server 
を通じてデータへの接続をすぐに誰とでも共有できます。
別名、結合、ユニオン、計算、グループ、セット、そしてあらゆ
る Amazon データベースに対するパフォーマンスに優れ
た直接接続を利用して、信頼できるデータをチームに提供
しましょう。

詳細情報:
情報源の統一を目指して

AWS のデータパイプライン (英語)

従来の BI で 
約束されている機能 現実 AWS + Tableau

情報源の統一

データを適切に取り
込んで組み合わせる

には、IT 部門が手動で 
ETL プロセスを設定す

る必要があります。 
柔軟に変更することは

非常に困難です。 

Tableau Data Server 
を利用して、別名、結

合、ユニオン、計算、グ
ループ、セット、および

その他の主要ツールに
簡単にアクセスでき 
ます。Amazon では
データの取り込みと 

変換が容易です。 

http://www.tableau.com/ja-jp/learn/webinars/journey-single-source-truth-visual-analytics-faa-federal-aviation-administration
https://aws.amazon.com/jp/blogs/big-data/etl-processing-using-aws-data-pipeline-and-amazon-elastic-mapreduce/


5 ハイブリッド型の柔軟性 

オンプレミスへの投資をすでに行った場合でも、問題あり
ません。Tableau では、オンプレミスのデータもローカル
サーバーも簡単に利用できます。 

データをクラウドに移動した方が適切な場合は、データが
どこでどのようにホスティングされていても Tableau がサ
ポートします。 

多くの組織で現実的なのは、将来に向けてハイブリッド型
のアプローチを取ることです。クラウドへの移行は、小規
模でも、大規模でも、あるいは全面的に進めてもかまいま
せん。 

詳細情報:
クラウドが支える分析環境  (英語)

従来の BI で 
約束されている機能 現実 AWS + Tableau

すべてのデータは、クラ
ウドまたはオンプレミス
のどちらかに置く必要が

あります。

多くの組織では、デー
タをクラウドとオンプ
レミスの両方に持って
います。また、クラウド
への移行を試してい
る組織もあります。

クラウドへの移行は  
1 日で終わるものでは
ありません。オンプレミ
スに投資をしている場
合は、クラウドを試して
組織に合ったソリュー
ションを探しながら、

その投資を活用し続け
ることができます。

http://www.tableau.com/resource/cloud-bi-and-analytics
http://www.tableau.com/resource/cloud-bi-and-analytics


今すぐクラウドの利用を開始してください 
 
クラウドを利用し始めるのに時間はかかりません。わずか数分で、AWS 上の Tableau Server の 
トライアル版を試すことができます。

http://www.tableau.com/ja-jp/trial/tableau-server-aws

http://www.tableau.com/ja-jp/trial/tableau-server-aws


付録: クラウドデータと BI アーキテクチャ

生データ 収集/保存 保存/分析 データウェアハウス

機械学習

分析

フラットファイル

アプリケーションデータ

サーバーログ

インターネット API

Tableau Desktop

Tableau Server  
または  

Tableau OnlineAML

RDS

Redshift
EMR

Hive

S3 Spark



付録: クラウドデータと BI アーキテクチャ

複数のソースからデータを収集し、ネイティブの
フォーマットで保存

機械学習

フラットファイル

アプリケーションデータ

サーバーログ

インターネット API

Tableau Desktop

AML

RDS

Redshift
EMR

Hive

S3 Spark

Tableau Server  
または  

Tableau Online

生データ 収集/保存 保存/分析 データウェアハウス 分析



付録: クラウドデータと BI アーキテクチャ

機械学習

フラットファイル

アプリケーションデータ

サーバーログ

インターネット API

Tableau Desktop

AML

RDS

Redshift
EMR

Hive

S3 Spark

ストレージと消費を分離。キャパシティの制限を排除。 
使用するものにのみ料金が発生。

Tableau Server  
または  

Tableau Online

生データ 収集/保存 保存/分析 データウェアハウス 分析



付録: クラウドデータと BI アーキテクチャ

機械学習

フラットファイル

アプリケーションデータ

サーバーログ

インターネット API

Tableau Desktop

AML

RDS

Redshift
EMR

Hive

S3 Spark

ストレージと消費を分離。キャパシティの制限を排除。 
使用するものにのみ料金が発生。

Tableau Server  
または  

Tableau Online

生データ 収集/保存 保存/分析 データウェアハウス 分析



付録: クラウドデータと BI アーキテクチャ

機械学習

フラットファイル

アプリケーションデータ

サーバーログ

インターネット API

Tableau Desktop

AML

RDS

Redshift
EMR

Hive

S3 Spark

数分で接続して分析。誰とでもセキュアに 
インサイトを共有。

Tableau Server  
または  

Tableau Online

生データ 収集/保存 保存/分析 データウェアハウス 分析



付録: Amazon と Tableau への接続

Redshift 

Aurora

EMR

RDS (MySql)

Tableau Desktop

ワークブック、接続、または抽出

直接接続または抽出  
(インメモリ)

パブリッシュされたデータソース 
またはワークブックから接続

Tableau Server  
と Tableau Online

EMR RDSRedshift 
Aurora

https://aws.amazon.com/jp/redshift/
https://aws.amazon.com/jp/rds/aurora/
https://aws.amazon.com/jp/elasticmapreduce/


付録: AWS 上の Tableau Server ホスティング

1. EC2 上の Tableau Server

2. Marketplace BYOL

3. Marketplace

Tableau Desktop

ワークブック、
接続、 
または抽出

Server



その他のリソース

1. Tableau と Amazon の連携

2. Amazon データベースへの接続

 I.  Amazon Redshift コネクタ

 II.   パフォーマンスを向上させるために　Redshift への接続を調整する

 III.   Amazon Redshift を利用したビッグデータ分析

3. AWS 上の Tableau Server

 I.  導入のガイドラインとベストプラクティス (英語)

 II.  Amazon AWS 上の Tableau Server (英語)　

http://www.tableau.com/ja-jp/about/blog/2015/10/how-tableau-amazon-work-together-44886
http://www.tableau.com/ja-jp/stories/topic/amazon-redshift-and-aws
http://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/tuning-your-amazon-redshift-and-tableau-software-deployment-better-performance
http://www.tableau.com/ja-jp/learn/webinars/webinar-explore-big-data-analytics-amazon-redshift
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/tableau-server-on-aws.pdf?lang=ja-jp
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/tableau-server-on-aws.pdf?lang=ja-jp?lang=ja-jp


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。

TABLEAU.COM/JA-JP/TRIAL

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

