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内容
はじめに
Tableau Cloud の新機能
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Web の作成とビューの操作

2

以前のバージョンのTableau Cloud で導入された機能

2

以前のバージョンでの追加

3

サイト管理者およびすべての新しいサイトに対するMFA の強制

3

Azure Active Directory を使用してユーザーとグループをプロビジョニングする

3

Tableau 連携アプリを使用してTableau REST API へのアクセスを認可する

3

サイトごとにデフォルトで「データの説明を見る」を有効にする

3

メトリクスの比較と日付範囲を調整する

4

ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する

4

パブリッシュされたデータソースを編集する

4

アクセラレートされたビューを自動的に一時停止する

4

ICU 68.2 のアップグレードを理解する

4

Tableau Catalog - データ管理の一部

5

仮想接続 - データ管理の一部

5

Tableau Bridge のOauth サポート

5

管理者インサイトのジョブパフォーマンスデータソース

5

Bridge プールのIpv4 アドレスのサポート

6

ビューの読み込み時間のアクセラレート

6

Tableau Software
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Tableau Cloud ヘルプ
[データの表示] ウィンドウのカスタマイズ

6

Web 上でワークブックのシートの説明を開く

7

Tableau の検索動作に加えられた変更

7

クイック検索

8

Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

8

開発者向けリソース

8

仮想接続 (データ管理アドオンの一部)

8

Salesforce CDP 用 OAuth の設定

9

管理者インサイトのデータソースの更新

9

Tableau Cloud サインインの更新

9

管理者インサイトでビューの読み込み時間を取得する

9

MFA 検証方法のリセット

9

IdP 開始のSLO をサポート

9

Tableau 接続アプリを使用して、埋め込みコンテンツのSSO を有効にする

10

複数のプライベートネットワーク間でより多くのデータを最新の状態に保つ

10

Tableau Cloud で直接、ファイルベースのデータソースの更新をスケジュールお
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よび管理する

10

仮想接続のデータ鮮度サポート

10

パブリッシュされたデータソースを編集する

11

ダッシュボードオブジェクトをコピーして貼り付ける

11

ダッシュボード、ストーリー、およびワークシートでアニメーションを再生する

12

「データに聞く」のViz をSlack で共有する
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Tableau Cloud ヘルプ
「データに聞く」の分析関数用に予約済みの用語を使用する

13

「データに聞く」でテーブル計算にアクセスする

14

「データに聞く」レンズをお気に入りに追加する

14

「データに聞く」レンズの作成者にフィードバックを提供する

14

「データに聞く」レンズを作成するときにフィールドとテーブルの名前を変更する

14

データ変化レーダーで外れ値を特定する(限定プレビュー)

15

Web ページにメトリクスを埋め込む

17

メトリクスの新しい比較とステータスを設定する

18

Salesforce 管理者インサイトとNonprofit Cloud

18

アドオン

18

仮想接続とデータポリシー- Data Management Add-on の一部

18

仮想接続でクイックヘルプを利用する

19

Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

19

Slack でデータの共有、コラボレーション、最新情報の入手を行う

20

ワークブックを個人用スペースに保存する

21

ワークブックのデータ鮮度ポリシーを設定する

21

パブリッシュされたデータソースの名前を変更する

22

軸のアニメーションを使用して、スケールの変化を確認して理解する

23

高度なフィルター処理を使用する

23

メトリックの新しいパーミッション機能を設定する

24

新しいサイト設定と「データの説明を見る」を実行するパーミッション機能を使用
して、「データの説明を見る」へのアクセスを制御する
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Tableau Cloud ヘルプ
アイテムごとのタグの数を制限する

24

JDBC 接続または ODBC 接続のカスタマイズをBridge が使用していることを
確認する

25

JSON ログを使用してBridge の更新をモニタリングする

25

「データに聞く」レンズの作成者にフィードバックを提供する

25

「データに聞く」の分析関数用に予約済みの用語を使用する

26

「データに聞く」のテーブル計算にアクセスする

26

「データに聞く」でより長いフィールド値を使用する

26

Dremio 用カスタムOAuth の設定

26

アドオン

26

Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

26

色分けされたデータ型と、制限と並べ替えに関する簡素化された表現を「デー
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タに聞く」で表示する

27

「データに聞く」の解釈に使用される要素を特定する

27

「データに聞く」レンズのフィールドの説明を編集する

28

Tableau でMFA を使用

28

「データに聞く」の合理化されたサイト設定

29

コレクション内のアイテムを整理する

29

Salesforce データを使用してワークブックを作成する

29

Web オーサリングで抽出の設定を構成する

29

Einstein Discovery の予測をWeb 上の準備フローに取り入れる

29

サイト内の複数の分析拡張機能
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パブリッシュされたダッシュボードで「データの説明を見る」の説明を共有する

30

カスタムOAuth を構成する

31

Bridge を使用してより多くのデータを最新の状態に保つ

31

新しい管理者インサイトデータソースを探索する

31

Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

32

Web 上でパラメーターアクションを作成する

32

Web 上でセットアクションを作成する

33

Salesforce 認証

33

リニューアルされた通知センターで新しいコメントや共有の通知を確認する

33

Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

34

Einstein Discovery 予測をTableau ダッシュボードに追加

34

Web 上での抽出の作成

34

Web 上でのフローの作成と操作

35

コレクション内のアイテムを整理する(限定プレビュー)

35

Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

35

Tableau Prep Conductor の更新 (Data Management Add-on の一部)

36

分析拡張機能

36

「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況および導入の管理ビュー

36

Bridge (レガシー) スケジュールが新しい場所に移動

37

カスタム抽出更新スケジュール

37

Web ページオブジェクトをオフにする

38

サイトのタイムゾーンを抽出用に設定する
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非アクティブなワークブックの抽出更新を自動的に中断する

38

サインイン時にロールを付与するユーザーグループのライセンスを管理する

38

古いコンテンツをアーカイブ用にタグ付けする

39

Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

39

Web の作成とビューの操作

39

Tableau Bridge
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抽出更新のサイト容量の更新

41

複数テーブルの分析にリレーションシップを使用してデータを組み合わせる

42

データを追跡するためのメトリクスを作成する

43

セットコントロールを追加して、ユーザーがセットのメンバーをすぐに変更できるよ
うにする

43

Viz を直接操作して、セットの値の追加と削除を行う

44

ブラウザにワークブックをアップロードして開く

45

Tableau Cloud で自宅からダッシュボードスターターにアクセスする

46

Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

46

新機能の詳細

47

動的パラメーターによるパラメーターの自動更新

47

外部アイデンティティプロバイダーを介したユーザープロビジョニングとグループ同

vi

期の自動化

48

ログインベースのライセンス管理のサポート

49

パーミッションダイアログの更新

49

ネストされたプロジェクトのロック
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Tableau Cloud ヘルプ
[今すぐ実行] 設定

50

Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

50

Web の作成とビューの操作

51

ビューの推奨

51

テーブルのビジュアライゼーションに関する機能強化

52

Web 上での抽出の作成

52

管理者インサイトでビューの読み込み回数を取得する(ベータ版)

52

Tableau Bridge クライアントが実行されていないときにメール通知を無効にする 52
アクセス権の要求

53

ユーザー情報の表示制限

53

サイトでの「データに聞く」 (Ask Data) 機能の有効化または無効化

53

サンドボックス拡張機能の管理

53

イタリア語のサポートを追加

54

Tableau Data Management アドオン

55

Tableau Prep Conductor: データ管理 の一機能

55

Tableau Catalog の機能 — データ管理 の一機能

55

Tableau メタデータAPI

55

「データの説明を見る」を使用したビューの検索と調査

55

「データに聞く」 (Ask Data) の向上

56

ジョブ管理

58

Tableau に使用する言語を10 種類から選択

58

ヘルプのデザイン

59
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Tableau Cloud ヘルプ
管理者インサイトを使用したカスタム管理ビューの作成
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未完了の抽出更新に関するメールアラートの構成
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Tableau Bridge の向上

60

「データに聞く」 (Ask Data) の向上

60

ホームページとナビゲーションの向上

61

アラートのサイドパネル

63

Viewer (ビューアー) ロールでサポートされているカスタムビュー

64

サイトで既定のスタートページの設定

64

Web 作成の向上

64

コンテンツブラウジングの改善

64

「データに聞く」 (Ask Data) 機能でViz を自動的に作成する

65

ベクトルタイルの背景マップ

66

Web 作成の新しいクラウドコネクタ

67

プロジェクトカードの画像

67

サブスクリプション通知の一時停止

67

Tableau Cloud およびTableau Public での新しい地理的データの表示

68

フィルターの向上

68

Web 作成機能の拡張

68

管理ビューを使用してTableau Bridge の抽出更新タスクを確認および監視す
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69

Tableau Bridge で抽出の更新のタイムアウト制限を設定する

69

Tableau Cloud でTableau Bridge クライアントのバージョン番号を確認する
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ヘルプのデザイン

70

Web 作成機能の拡張

70

製品のヘルプ検索、ナビゲーション、およびレイアウトの改善
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行レベルでの抽出データの保護

71

Tableau ヘルプの変更点

71

Tableau Bridge とTableau Desktop の個別インストール

71

Tableau Bridge での自動再起動なし
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Tableau Cloud でのフォントのサポート

72

アプリケーションモードを使用してTableau Bridge でライブ接続を確認する
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Tableau Cloud でのダッシュボードの拡張機能の管理
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@mentions でデータコメントに同僚を含める
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Web 作成機能の拡張

73

Tableau Cloud にすでにパブリッシュされている抽出における計算のマテリアライ
ズ
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新しいユーザーベース期間ライセンスを使用可能
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クラウドベースのデータをダッシュボードスターターですばやく分析
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Tableau Bridge の追加クライアントの構成によるライブ接続の負荷分散
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Tableau Bridge を使用した進行中のスケジュールされた抽出更新のキャンセル 78
Web 上のデータへの接続
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Web 上のデータの準備

79

埋め込みビューへのアクセシブルなツールバーの追加

79

以前のバージョンのTableau でのワークブックのダウンロード

80

Tableau Software

ix

Tableau Cloud ヘルプ
Web 作成機能の拡張
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コメントを削除してディスカッションスレッドを合理化する
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データソースの推奨
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ネストされたプロジェクト

83

抽出ファイルが新しい.hyper 形式を使用
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値の計算方法の変更
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Desktop のオペレーティングシステム要件 (64 ビットを32 ビットに置換)
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Web 作成での新機能

84

フィルター検索は既定で非表示
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2017 年 9 月の追加
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データ主導アラート
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データソース証明書
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Tableau Bridge のライブ接続サポート
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ビュー上でのコメント機能の強化
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Tableau Cloud ヘルプ

はじめに
Tableau Cloud は、Tableau で作成されたコンテンツを共有、分配、および連携する安全なク
ラウドベースソリューションです。

Tableau Cloud の新 機 能
Tableau Online は Tableau Cloud に変わりました。
次のViz を使用して、Tableau Cloud の新機能を探索します。機能をクリックすると、ツールヒ
ントにその機能の詳細ドキュメントへのリンクが表示されます。フィルターを探索して、検索を絞
り込みます。データをダウンロードして、カスタマイズされたリストを作成します。
機能で検索のダッシュボードを使用して、製品またはバージョンの新機能のリストを表示した
り、機能がいつリリースされたかを調べたりすることができます。ダッシュボードは現在、最新バー
ジョンのTableau Cloud の場合は、既定でTableau Cloud に設定されています。
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Web の作成とビューの操作
Web の作成とビューの操作に関する新たな機能と拡張については、「Tableau Desktop と
Web 作成の新機能」を参照してください。これらのタスクに関連するその他のトピックについて
は、「 Web でのTableau の使用」を参照してください。

以前のバージョンの Tableau Cloud で導入された機能
以前にリリースされたバージョンの機能の概要について説明します。
Tableau Cloud のすべてのリリースノート| すべての既知の問題

2
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以 前 のバージョンでの追 加

2022 年 6 月の追加
サイト管理者およびすべての新しいサイトに対するMFA の強制

Tableau Cloud の多要素認証 (MFA) 要件に準拠するため、2022 年 6 月以降、既存のすべ
てのTableau Cloud サイトのサイト管理者、および新しいTableau Cloud サイトのすべてのロー
ルに対してMFA が有効になります。
MFA の詳細については、次のいずれかを参照してください。
l

詳細については、「 多要素認証 とTableau Cloud」を参照してください

l

詳細については、「 多要素認証への登録 」を参照してください

l

Salesforce の「 多要素認証 (MFA) 強制ロードマップ」

Azure Active Directory を使用してユーザーとグループをプロビジョニングする

サイト管理者は、ユーザー管理を自動化し、グループをプロビジョニングし、Azure Active
Directory を介してTableau Cloud サイトロールを割り当てることができるようになりました。詳
細については、「Azure Active Directory を使用したSCIM の構成」を参照してください。
Tableau 連携アプリを使用してTableau REST API へのアクセスを認可する

連携アプリを使用すると、JSON Web トークン(JWT) を使用して、ユーザーに代わってREST
API へのアクセスをプログラムで認可できます。
詳細については、「連携アプリのアクセススコープ」を参照してください。
サイトごとにデフォルトで「データの説明を見る」を有効にする

サイト管理者は、サイト設定と「データの説明を見る」権限を使用して、デフォルトで「データの
説明を見る」を有効にできます。作成者は、[「データの説明を見る」の設定] ダイアログボックス
で、ワークブックのオプション[オンラインで表示したときに「データの説明を見る」をこのワークブック
で使用できるようにする] を設定する必要がなくなりました(ワークブックの設定は削除されまし
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た)。表示モードでの「データの説明を見る」へのアクセス権限は、サイト設定、サイトロール、
「データの説明を見る」権限に基づいています。
詳細については、「データの説明を見る」へのアクセスの制御を参照してください。
メトリクスの比較と日付範囲を調整する

メトリクスの設定を編集して、比較、日付範囲、ステータス指標を変更できるようになりまし
た。以前は、メトリクスを作成したときにのみこれらのオプションを設定できました。詳細につい
ては、「メトリクスの構成を編集する」を参照してください。
ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する

Tableau Cloud でデータストーリーを作成できるようになりました(英語のみ)。データストーリー
を利用するとダッシュボード内に物語風のインサイトを自動的に生成することができ、時間を
節約できるだけでなく、関連するインサイトを明らかにできます。ダッシュボードを操作すると、
データストーリーが記述したストーリーが調整され、データをより深く掘り下げて、重要なインサ
イトをより迅速に特定できるようになります。詳細については、「Tableau データストーリーを作
成する(英語のみ)」を参照してください。
パブリッシュされたデータソースを編集する

6 月の時点で、Amazon Athena、OData、Databricks、SharePoint リストなどを含む、より多
くの種類の接続を編集できるようになりました。詳細については、パブリッシュされたデータソー
スを編集するを参照してください。
アクセラレートされたビューを自動的に一時停止する

不要なリソースを消費しているビューのアクセラレーションを自動的に一時停止できるようにな
りました。アクセラレーションを自動的に一時停止する前に、1 日、1 週間、または 1 か月あた
りのアクセラレーションタスクが失敗する回数のしきい値を設定できます。詳細については、
ビューの高速化を参照してください。
ICU 68.2 のアップグレードを理解する

セキュリティを向上させ、言語サポートを向上させるために、現在のユニコード用の国際コン
ポーネント(ICU) ライブラリを68.2 にアップグレードしています。この更新により、順序付けの問
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題が解決され、新しいユニコード文字の処理が改善されます。この更新は、ダッシュボードの並
べ替え、フィルタリング、計算に影響を与える可能性があります。計算フィールドで文字列比較
を使用する場合は、計算が引き続き期待どおりに機能していることを確認してください。詳細
については、「文字列関数」を参照してください。
Tableau Catalog - データ管理の一部

系列での「データに聞く」レンズの表示 - 系統ペインにレンズ情報が含まれるようになりました。
詳細については、インパクト分析での系列の使用を参照してください。
仮想接続 - データ管理の一部

仮想接続のリビジョン履歴のサポート- リビジョン履歴を使用すると、接続への変更を表示した
り、リビジョンを削除したり、接続を以前のバージョンに復元したりできます。
データポリシー テスト用の拡張フィルター機能 - 仮想接続エディターで、データポリシーが適用
された状態でデータをプレビューすると、ポリシーで許可されている値とフィルターで除外されてい
る値を確認できるようになりました。
Tableau Bridge の Oauth サポート

Tableau Bridge は、Snowflake、Google BigQuery、Google Drive、Salesforce、OneDrive へ
の接続の認証方法としてOauth をサポートするようになりました。Oauth を使用すると、ユー
ザー名とパスワードによるベーシック認証よりも優れたセキュリティが提供され、管理が容易にな
ります。詳細については、「OAuth 対応プライベートクラウドベースのデータソースをパブリッシュ
する」を参照してください。

2022 年 5 月の追加
管理者インサイトのジョブパフォーマンスデータソース

管理者インサイトを使用すると、サイトの可視性が高まります。ジョブパフォーマンスデータソー
スに接続して、サイトのバックグラウンドジョブのイベントとランタイム情報を確認できるようになり
ました。ジョブには、抽出更新、Bridge 更新、フロー実行が含まれます。詳細については、管
理者インサイトを使用したカスタムビューの作成を参照してください。
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2022 年 3 月の追加
Bridge プールの Ipv4 アドレスのサポート

ドメインをBridge プールにマッピングする場合、サイト管理者はプライベートネットワークの許
可リストでIpv4 アドレスを指定して、接続にIpv4 アドレスを使用するデータソースと仮想接続
を更新できます。詳細については、IP アドレスを参照してください。
ビューの読み込み時間のアクセラレート

ワークブックの所有者、サイト管理者、およびサーバー管理者は、ビューの読み込み時間をア
クセラレートできるようになりました。ビューアクセラレーションは実行時間の長いクエリを事前計
算するため、ワークブックの読み込みが高速になります。詳細については、ビューの高速化を
参照してください。

[データの表示] ウィンドウのカスタマイズ

ワークシートでは、データの表形式の表示を[データの表示] ウィンドウでカスタマイズできます。
既定のビューからの列を削除、列の順序の変更、列の並べ替え、または列の追加などを行
い、コンテキストをより詳細に表示します。その後、参照元データのカスタマイズされたビューを
CSV ファイルとしてダウンロードして、チームと共有できます。
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注: [データの表示] ウィンドウをカスタマイズすると、変更内容は [データの表示] ウィンドウが
開いている間のみ保持されます。

新しい[データの表示] ウィンドウとカスタマイズオプションは、Tableau Cloud、Tableau Server、
およびTableau Desktop で使用できます。詳細については、「参照元データの表示」を参照し
てください。
[データの表示] ウィンドウとそのオプションには、Tableau Cloud、Tableau Server、および
Tableau Desktop のキーボードナビゲーションとスクリーンリーダーからアクセスできます。詳細に
ついては、"Tableau のキーボードアクセシビリティ" の「データの表示ウィンドウ」を参照してくださ
い。
Web 上でワークブックのシートの説明を開く

Tableau Cloud とTableau Server で、シートの説明で表示できるようになりました。Web 上で
ワークブックを編集しているときに、[ワークシート] メニューで[シートの説明] を選択します。
フィールドの説明は、Web 上でも表示できます。詳細については、「ワークブックのフィールドと
シートについて」を参照してください。
Tableau の検索動作に加えられた変更

2022 Spring リリース以降、Tableau の検索結果ページの検索機能が変更されました。このリ
リース以前は、「部分的なトークン一致」を可能にするためにコンテンツにインデックスが付けら
れていました。つまり、部分的な文字列を検索できました。たとえば、「super」を検索した場
合、結果には、「super」という単語自体がなくても、「Superstore」という単語がタイトル、説
明、または列に含まれたコンテンツが表示される場合がありました。
2022 年春の時点で、「完全なトークン一致」と「あいまいなトークン一致」の両方をサポートす
る新しい方法でインデックスが作成されるようになりました。これは、表示される結果が完全な
文字列に基づくようになり、部分的な一致は行わないことを意味します。あいまい一致では、
完全な文字列の部分的な一致が提供されます。「Superstore」を見つけるには、
「superstore」か、その文字列全体のバリエーション(たとえば、「supertor」、「sperstore」、
「“superstores」など) を検索する必要があります。「super」で検索しただけでは、部分的な文
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字列の一致が返されません。このアプローチの目標とメリットはノイズを減らし、検索文字列に
可能な限り一致するコンテンツに結果を制限することです。
この変更を利用するための推奨事項:
l
l

クエリで完全な単語を使用する
コンテンツのタイトルまたは説明に含まれる単語を検索する

クイック検索

クイック検索の動作は変更されていないため、部分的なトークン一致は引き続きサポートされ
ますが、クイック検索の結果が検索結果ページの結果と同じにならない可能性が高くなりま
す。
Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

仮想接続の認証とデータ品質の警告 - 仮想接続に対して認証とデータ品質の警告を設定
できるようになりました。
仮想接続を系列に表示 - 系列ペインに仮想接続と仮想接続テーブルの両方の情報が含ま
れるようになりました。詳細については、インパクト分析での系列の使用を参照してください。
開発者向けリソース

メタデータAPI での仮想接続 - 仮想接続と仮想接続テーブルは、メタデータAPI を使用して
アドレス指定できるようになり、使用時に出力に表示できるようになりました。詳細について
は、「メタデータモデルの理解」を参照してください。
仮想接続 (データ管理アドオンの一部)

Salesforce コネクタによる仮想接続のサポート- Tableau をSalesforce のデータに接続し
て、行レベルのセキュリティを実装した仮想接続とデータポリシーを作成できます。仮想接続
の詳細については、仮想接続とデータポリシーについてを参照してください。
スペース使用量ビューに追加された仮想接続 - 仮想接続は、領域使用量の統計ビューにオ
ブジェクトタイプとして追加されるため、管理者は仮想接続が使用しているディスクスペースの
量を確認できます。

2022 年 1 月の追加
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Salesforce CDP 用 OAuth の設定

Tableau Cloud のサイト管理者が、Salesforce CDP のOAuth を設定できます。詳細について
は、Salesforce CDP 用 OAuth の設定を参照してください。
管理者インサイトのデータソースの更新

Tableau Cloud サイト管理者は、管理者インサイトのデータソースがサイトで更新される頻度
を指定できるようになりました。詳細については、管理者インサイトの管理を参照してください。
Tableau Cloud サインインの更新

複数のTableau Cloud サイトに追加されたユーザーの場合、サインインプロセスで、ユーザーは
アクセスしようとしているサイトのサイトURI を入力するように求められます。詳細については、
Tableau Cloud へのサインインを参照してください。
管理者インサイトでビューの読み込み時間を取得する

新しい管理者インサイトのデータソースを使用すると、Tableau Cloud サイトの可視性が高まり
ます。Viz の読み込み時間に接続して、サイトにパブリッシュされているビューの読み込み時間
に関する情報を確認できます。詳細については、管理者インサイトを使用したカスタムビュー
の作成を参照してください。

2021 年 12 月の追加
MFA 検証方法のリセット

サイト管理者は、通常のMFA 検証方法をすべて失い、サイトからロックアウトされたユーザー
に対して、MFA をリセットできるようになりました。詳細については、多要素認証 とTableau
Cloudを参照してください。
IdP 開始の SLO をサポート

Tableau Cloud は、サービスプロバイダー(SP) が開始するシングルログアウト(SLO) をサポート
するだけでなく、ID プロバイダー(IdP) が開始するSLO もサポートします。SAML の構成と要件
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の詳細については、Tableau Cloud のSAML 要件を参照してください。
Tableau 接続アプリを使用して、埋め込みコンテンツの SSO を有効にする

2022 年 1 月初めより、サイト管理者は、Tableau に接続されたアプリを使用して、Tableau
Cloud サイトとTableau コンテンツが埋め込まれているカスタムアプリケーションとの間に、明示
的な信頼関係を作成および管理できます。接続アプリを使用すると、どのコンテンツをどこに
埋め込むことができるかを制限し、ID プロバイダー(IdP) と統合しなくても、シングルサインオン
(SSO) を使用して埋め込まれたコンテンツにアクセスできる機能をユーザーに提供できます。
詳細については、アプリケーション統合のためにTableau 接続済みアプリを使用するを参照し
てください。
複数のプライベートネットワーク間でより多くのデータを最新の状態に保つ

サイト管理者は、複数のBridge プールを設定して、データ鮮度タスクの負荷を分散できるよ
うになりました。プールはドメインにマッピングできるため、特定のデータを最新の状態に保つた
めにプールを専用化したり、プライベートネットワーク内の保護されたドメインへのアクセスを制
限することでセキュリティを維持することができます。詳細については、Bridge クライアントのプー
ルの構成を参照してください。
Tableau Cloud で直接、ファイルベースのデータソースの更新をスケジュールおよび管理する

Bridge バージョン2021.4.3 以降、Bridge を使用したファイルベースのデータソースの更新が
Online スケジュールと統合されます。パブリッシャーは、Tableau Cloud から直接、ファイルベー
スのデータソースの更新をスケジュールおよび管理できます。詳細については、Bridge 更新ス
ケジュールの設定を参照してください。
注: サイト管理者は、ファイルベースのデータソースが存在するドメインにマップされたプール
に、Bridge 2021.4.3 クライアントを少なくとも1 つ持っている必要があります。
仮想接続のデータ鮮度サポート

Bridge を使用して、プライベートネットワークのデータに接続する新しい仮想接続を最新の状
態に保ちます。サイトで仮想接続を作成して使用するには、Data Management Add-on を
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有効にする必要があります。仮想接続の詳細については、仮想接続とデータポリシーについて
を参照してください。
パブリッシュされたデータソースを編集する

パブリッシュされたデータソースをTableau Cloud で編集できるようになりました。以前は、ワーク
ブックに埋め込まれたデータソースのみを編集できました。
パブリッシュされたデータソースを新しく作成する場合でも、既存のパブリッシュされたデータソー
スを編集する場合でも、[データソース] ページから結合を作成してスキーマを編集できます。次
に、スクラッチパッドを使用して、変更をテストし、フォルダーを作成し、階層を整理し、データ
ソースをパブリッシュする前にフィールドとエイリアスの名前を変更します。これらはすべて
Tableau 上で行います。詳細については、パブリッシュされたデータソースを編集するを参照し
てください。

ダッシュボードオブジェクトをコピーして貼り付ける

オブジェクトを現在のダッシュボード内、または他のシートやファイルのダッシュボードからコピーし
て貼り付けることができるようになりました。ただし、ダッシュボードのシート、特定のシートに依
存するアイテム(フィルターなど)、またはデバイスレイアウト上のオブジェクトはコピーできません。
サポートされていないアイテムの完全なリストと詳細な手順については、「オブジェクトをコピーす
る」参照してください。
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ダッシュボード、ストーリー、およびワークシートでアニメーションを再生する

ダッシュボード、ストーリー、およびTableau を使用する任意のワークシートで、アニメーションを
再生できるようになりました。[再生] ボタンをクリックして、最新のアニメーションを巻き戻し、再
生します。アニメーションを再生する速度 (実速度、2 倍速、1/2 速) を選択することもできま
す。アニメーションを使用すると、コンテキスト内でデータがどのように変化するかを確認できる
ため、データについてより適切な結論を出すことができます。詳細については、アニメーションの
書式設定を参照してください。

12

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

「データに聞く」の Viz をSlack で共有する

Tableau 管理者がSlack との統合を設定すると、レンズにアクセスできる人なら誰とでも、「デー
タに聞く」のViz をすぐに共有することができます。ブラウザの右上隅にある[共有] アイコンをク
リックし、テキストボックスに特定のユーザー名を入力します。

詳細については、メール、Slack、またはリンクを介して「データに聞く」 (Ask Data) のViz を共
有するを参照してください。
「データに聞く」の分析関数用に予約済みの用語を使用する

以前は、データソースのフィールド名と値に含まれる分析用語は、「データに聞く」によって無視
されていました。現在は、「average (平均)」、「group (グループ)」、「filter (フィルター)」、「limit
(制限)」、「sort (並べ替え)」、「date (日付)」などの用語は、他の形式のデータと同じように扱
われるため、内容を変更することなくデータソースを分析できるようになりました。
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「データに聞く」でテーブル計算にアクセスする

「データに聞く」で、テーブル計算を使用してフィールドをクエリできるようになりました。これらの
計算のクエリ式には、フィルター、制限、または「前年比」の比較などを含めることはできませ
ん。
「データに聞く」レンズをお気に入りに追加する

「データに聞く」レンズをサイトのお気に入りリストに追加して、それらのレンズを容易に再利用
できるようになりました。
「データに聞く」レンズの作成者にフィードバックを提供する

レンズの構造や「データに聞く」の活用方法について質問がある場合、作者に直接フィード
バックを送信できます。
「データに聞く」のクエリボックスの左側にある「i」アイコンをクリックします。

次に、ヒントダイアログの下部にある[レンズ作成者に連絡] をクリックします。
このオプションはデフォルトで有効になっていますが、レンズの作成者は、ユーザーがレンズに関
する質問をメールで送信できるようにします。の手順に従ってこのオプションを非表示にするこ
とができます。
「データに聞く」レンズを作成するときにフィールドとテーブルの名前を変更する

データソースのフィールド名とテーブル名がユーザーに理解できる用語になっていない場合、レ
ンズの作成者はレンズごとにこれらのアイテムの名前を変更できるようになりました。
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左側で、個々の表またはフィールドにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。

次に、右側の鉛筆アイコンをクリックして、より良い表現の名前を付けます。

詳細については、Tableau サイトでレンズのページを作成または構成するを参照してください。
データ変化レーダーで外れ値を特定する(限定プレビュー)

データ変化レーダーを、限定プレビューとして利用できます。組織をプレビューに参加させたい
Tableau 管理者は、こちらからサインアップしてください。
データ変化レーダーを使用すると、予想される範囲から外れたデータを表示し、調査が必要な
変化を明らかにできます。プロセスの概要はここに表示されます。追跡するビューとその操作方
法の詳細については、Viz 内の顕著なデータ変化を特定する(プレビュー)を参照してください。
Tableau Cloud およびTableau Server のホームページと推奨ページに、このアイコン

が付

いた推奨されるデータ変化が表示されます。推奨ビューのサムネイルをクリックして開き、データ
変化レーダーにアクセスします。

Tableau Software
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ビューが表示されると、右側に[データ変化レーダー] ペインが開き、想定外の変化のリストが
表示されます。リスト内で各変化にカーソルを合わせると、ビュー内の関連するマークが強調
表示されます。

一覧で1 つの変更をクリックすると、メジャー値が時間の経過とともにどのように変化したかを
確認できます。グラフが表示されたら、グラフ上でドラッグすると、各時点で取得された具体的
な値を表示できます。
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Web ページにメトリクスを埋め込む

メトリクスを埋め込むことによって、関連するWeb ページやアプリにメトリクスを含めることができま
す。メトリクスを埋め込むには、Tableau サイトで提供されている埋め込みコードをコピーする
か、独自の埋め込みコードを記述します。埋め込まれたメトリクスは、Tableau Cloud または
Tableau Server でメトリクスが埋め込まれているサイトと同じサインインおよびパーミッションの制
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限に従うため、メトリクスのデータは安全です。詳細については、「Web ページへのメトリクスの
埋め込み」を参照してください。
メトリクスの新しい比較とステータスを設定する

メトリクスを作成するときに、日付範囲の調整、履歴比較の設定、ステータスインジケーター
の設定を行えるようになりました。設定した比較とステータスはメトリクスカードに表示されるた
め、過去の時点や特定の値と比較して、そのメトリクスがどのように推移したかをわかりやすく
示すことができます。詳細については、メトリクスの作成とトラブルシューティングを参照してくだ
さい。

Salesforce 管理者インサイトとNonprofit Cloud

Salesforce に接続した後、Salesforce 管理者インサイトとNonprofit Cloud に対して追加の
ワークブックとデータソースをパブリッシュできるようになりました。コンテンツは組織に合わせてカ
スタマイズされており、Tableau Cloud でSalesforce のデータを探索できます。詳細について
は、Salesforce データを使用したワークブックの作成を参照してください。
アドオン
仮想接続とデータポリシー - Data Management Add-on の一部

仮想接続とデータポリシーは、別途ライセンスされたTableau Cloud のData Management
Add-on に含まれています。この新しいデータ管理機能を使用すると、ユーザーに対してデータ

18

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
ベースへの一元的な接続を提供することができ、データポリシーを使用して接続内のテーブル
に行レベルのセキュリティを定義することもできます。詳細については、仮想接続とデータポリ
シーについてを参照してください。
仮想接続でクイックヘルプを利用する

新しい仮想接続を作成してテストするとき、クリックするだけでヘルプを利用できます。製品に
搭載されたクイックヘルプは、仮想接続エディターでの現在の場所や操作状況に応じて、関
連するヘルプコンテンツをジャストインタイムで表示します。画面の右上にある? アイコンをク
リックするだけで、移動できるヘルプウィンドウが開きます。

Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

コンテンツ系列ページのカスタム SQL 情報 - カタログの系列ページには、ユーザーがコンテンツ
内のカスタムSQL についてさらに理解するのに役立つ情報が表示されます。
l
l
l

系列ページのバナーで、カスタム SQL を使用するコンテンツを識別します。
カスタム SQL クエリを確認できます。
不完全な系列になる可能性のあるカスタム SQL クエリには、警告が表示されます。

Tableau Software
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詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「サポートしている系列」を参照して
ください。
Tableau Catalog でカスタム SQL クエリの T-SQL 方言をサポート- T-SQL 方言をサポート
することにより、カスタムSQL が使用されているときにTableau Catalog でより完全な系列を
提供できます。詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「サポートしているク
エリ」を参照してください。
データ品質に関する警告メールのリンクから[データの詳細] ペインを自動的に開く- サブスクリ
プションメールのデータ品質に関する警告をクリックすると、ビューが開き、[データの詳細] ペイ
ンが表示されます。また、新しい埋め込みパラメーターshowDataDetails を使用すると、[デー
タの詳細] ペインが表示された状態でビューを開くことができます。詳細については、Tableau
Desktop とWeb 作成ヘルプの「埋め込みコードのパラメーター」を参照してください。
継承された説明を系列ページのフィールドリストに表示 - フィールドの説明がフィールドのアップ
ストリームに存在する場合、説明の継承元に関する情報とともに、説明が系列ページのフィー
ルドリストに表示されるようになりました。詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成ヘ
ルプの「フィールドの説明の継承方法」を参照してください。
外部アセットに基づいて Prep フローを簡単に作成 - データベースとテーブルを、Prep Web 作
成の新しいフローの開始点として使用できるようになりました。詳細については、Tableau
Prep ヘルプの「新しいフローを開始する」を参照してください。

2021 年 9 月の追加
Slack でデータの共有、コラボレーション、最新情報の入手を行う

Tableau for Slack アプリを使用して、Slack でTableau 通知を表示できるようになりました。こ
れにより、Tableau Cloud のサイト管理者は、Slack ワークスペースに接続できます。接続する
と、ライセンスのあるTableau ユーザーは、コメントでメンションされたとき、チームメートがコンテ
ンツを共有したとき、データがデータ駆動型アラートで指定されたしきい値に達したときなどに、
Slack で通知を表示できます。詳細については、Tableau とSlack ワークスペースの統合を参
照してください。
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ワークブックを個人用スペースに保存する

Creator とExplorer は、Tableau サイトの各 Web 作成者のプライベートな場所である個人用
スペースに、編集したコンテンツを保存できるようになりました。個人用スペースに保存されたコ
ンテンツは、そのユーザー専用であり、追加したリソースガバナンスで制御できます。[設定] で、
個人用スペースを有効にして、ユーザーの容量制限を設定できます。管理者は、引き続き、
個人用スペースのコンテンツを含む、すべてのコンテンツにアクセスして管理できます。詳細につ
いては、パーソナルスペースでプライベートコンテンツを作成および編集を参照してください。
ワークブックのデータ鮮度ポリシーを設定する

ワークブックのデータ鮮度ポリシーを使用すると、パフォーマンスとデータ鮮度のバランスを取ること
ができます。データがキャッシュされていると、ライブ接続のワークブックではパフォーマンスが良くな
りますが、古いデータがキャッシュされていると、ワークブックのユーザーがViz で見たとき、混乱や
不満を招く可能性があります。データ鮮度ポリシーを使用すると、ワークブックの所有者や管理
者はデータ鮮度ポリシーを細かく選択できるようになりました。これにより、ビジネス上のニーズに
応じて、最新のデータを表示できるようになりました。
Tableau Cloud または Tableau Server の[ワークブックの詳細] ダイアログから、[データ鮮度ポリ
シーの編集] を選択します。その後、次のいずれかを選択します。
l
l
l
l

サイトのデフォルト(Tableau Cloud では 12 時間)
常にライブ(Tableau は常に最新のデータを取得します)
データが最新であることを次の間隔で確認...。12 時間ごとなどの間隔を設定します。
データが最新であることを次の日時で確認...。月曜日、水曜日、金曜日の太平洋時間
の午前 9 時などの日時を設定します。

データ鮮度のポリシーを使用すると、ビジネスのニーズを満たすスケジュールで、ワークブックのパ
フォーマンスを最適化できます。詳細については、データ鮮度ポリシーの設定を参照してくださ
い。
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パブリッシュされたデータソースの名前を変更する

Tableau Cloud およびTableau Server で、保存権限のある、パブリッシュされたデータソースの
名前を変更できるようになりました。パブリッシュされたデータソースの名前を変更するには、
[その他のアクション] メニューをクリックし、ワークブックの名前を変更するのと同じように[名前の
変更] を選択します。「データソースREST API の更新」を使用して、パブリッシュされたデータ
ソースの名前を変更することもできます。パブリッシュされたデータソースの名前が変更される
と、次のデータソースの更新が完了した後に、そのデータソースを使用するすべてのワークブッ
クで新しい名前が使用されます。詳細については、「パブリッシュされたデータソースのベストプ
ラクティス」を参照してください。
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軸のアニメーションを使用して、スケールの変化を確認して理解する

軸のアニメーションが、Tableau Desktop、Tableau Cloud、およびTableau Server で利用でき
るようになりました。たとえば、Viz をフィルター処理して新しいデータグループを含めると、新しい
値が追加されたために軸のスケールが変化することがわかります。軸のアニメーションを使用す
ると、コンテキスト内のスケールの変化を確認できるため、データについてより適切な結論を出
すことができます。詳細については、「アニメーションの書式設定」を参照してください。

高度なフィルター処理を使用する

以前は Tableau Desktop でのみ使用可能だった高度なフィルター処理を、Tableau を使用す
る任意の場所から使用できるようになりました。ワイルドカードを使用して、フィルター条件に一
致する文字列をフィルター処理します。または、[条件] や [上位 N 個] のフィルターで機能する
数式を作成します。詳細については、「カテゴリデータ(ディメンション) のフィルター」を参照してく
ださい。
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メトリックの新しいパーミッション機能を設定する

「メトリックの作成または更新」のパーミッション機能がワークブックに追加されました。詳細につ
いては、「パーミッション」トピックのパーミッションの機能とテンプレート」を参照してください。
2021.3 より前は、「メトリックの作成または更新」機能は、「フルデータのダウンロード」機能で
制御されていました。2021.3 より前に作成したワークブックでは、「フルデータのダウンロード」
機能を使用できていたユーザーは、「メトリックの作成または更新」機能を使用できます。
この新機能によりデータをよりきめ細かく制御できるため、ユーザーに対して、ビューでのフル
データの表示またはダウンロードを禁止しながら、メトリックの作成を許可できます。
新しいサイト設定と「データの説明を見る」を実行するパーミッション機能を使用して、「データの説
明を見る」へのアクセスを制御する

Tableau 管理者は、サイト設定で「データの説明を見る」の利用可否を制御できるようになり
ました。2021.3 より前は、「データの説明を見る」を有効または無効にする機能は、tsm 構成
設定オプションであるExplainDataEnabled を使用して、サーバーレベルでのみ制御していま
した。
作成者は、「データの説明を見る」を実行するパーミッション機能を使用して、ワークブックのレ
ベルで「データの説明を見る」の利用可否を制御できるようになりました。詳細については、
「パーミッション」トピックの「データの説明を見る」を参照してください。

注: 「データの説明を見る」を表示モードで使用できるようにするには、ワークブックの作成
者は、[「データの説明を見る」設定] ダイアログボックスで、[オンラインで表示するときに、
このワークブックで「データの説明を見る」を使用できるようにする] オプションも選択する必
要があります。詳細については、「データの説明を見る」へのアクセスの制御を参照してく
ださい。

アイテムごとのタグの数を制限する

新しい設定を使用すると、ワークブックやメトリックなどのTableau コンテンツや、データベースや
テーブルなどの外部アセットにユーザーが追加できるタグの数を制限できます。この設定によ
り、タグがリソース消費の問題を引き起こさないようにできます。タグの制限数を小さくすると、
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新しいタグは制限を超えて追加されませんが、既存のタグはアイテムの制限を超えていても削
除されません。詳細については、サイト設定リファレンスを参照してください。
JDBC 接続または ODBC 接続のカスタマイズをBridge が使用していることを確認する

Tableau データベースカスタマイズ(TDC) ファイルを使用して汎用的な JDBC 接続または
ODBC 接続をカスタマイズする場合は、汎用 JDBC または ODBC 接続に.tdcファイルを使用
で説明されている手順を使用して、これらのカスタマイズがBridge でも使用されていることを確
認できます。
JSON ログを使用してBridge の更新をモニタリングする

Bridge クライアントのJSON ログファイルに接続して、更新ジョブをモニタリングするためのデータ
ソースとビューを作成します。詳細については、Bridge クライアントのプールの構成を参照してく
ださい。
「データに聞く」レンズの作成者にフィードバックを提供する

レンズの構造や「データに聞く」の活用方法について質問がある場合、作者に直接フィードバッ
クを送信できます。
1.「データに聞く」のクエリボックスの左側にある「i」アイコンをクリックします。

3.ヒントダイアログの下部にある[Contact the Lens Author (レンズ作成者に連絡)] をクリック
します。
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このオプションはデフォルトで有効になっていますが、レンズの作成者は、ユーザーがレンズに関
する質問をメールで送信できるようにします。の手順に従ってこのオプションを非表示にするこ
とができます。
「データに聞く」の分析関数用に予約済みの用語を使用する

以前は、データソースのフィールド名と値に含まれる分析用語は、「データに聞く」によって無
視されていました。現在は、「average (平均)」、「group (グループ)」、「filter (フィルター)」、
「limit (制限)」、「sort (並べ替え)」、「date (日付)」などの用語は、他の形式のデータと同じよ
うに扱われるため、内容を変更することなくデータソースを分析できるようになりました。
「データに聞く」のテーブル計算にアクセスする

パブリッシュされたデータソースに、集計または並べ替えのテーブル計算のある計算フィールド
が含まれている場合でも、「データに聞く」は、他のフィールドと同じようにそれらのインデックスを
作成して分析できるようになりました。データをフィルター処理または制限するテーブル計算は
サポートされていません。
「データに聞く」でより長いフィールド値を使用する

「データに聞く」は、以前の制限である10,000 をはるかに超える、最大 200,000 文字の長さ
のフィールド値にインデックスを付けることができるようになりました。
Dremio 用カスタム OAuth の設定

バージョン2021.3 以降、Dremio 用カスタムOAuth を設定できます。詳細については、OAuth
接続を参照してください。
アドオン
Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

継承された説明が Web 作成で表示される- フィールドの説明がフィールドのアップストリームに
存在する場合、説明の継承元に関する情報とともに、説明がWeb 作成に表示されるように
なりました。詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「パブリッシュされたデー
タソースのフィールドの説明」を参照してください。
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個人用スペースのアセットにインデックスを付ける- Tableau Catalog は個人用スペースのアセッ
トにインデックスを付けることができますが、系列ツールを参照するユーザーには、個人用スペー
スのワークブックに関する情報ではなく、「パーミッションが必要」と表示されます。
データ品質警告をサブスクリプションメールに表示する- ワークブックまたはビューのアップストリー
ムアセットに警告がある場合、サブスクリプションメールにデータ品質警告を含めることができま
す。詳細については、サブスクリプションのデータ品質に関する警告を参照してください。

2021 年 8 月の追加
色分けされたデータ型と、制限と並べ替えに関する簡素化された表現を「データに聞く」で表示す
る

「データに聞く」でクエリを作成すると、数字、テキスト文字列、表などのデータ型を識別する色
分けされた便利なアイコンが表示されます。フィルターの制限と並べ替えの表現も簡素化さ
れ、「データに聞く」によるクエリの解釈がより明確になりました。

「データに聞く」の解釈に使用される要素を特定する

「データに聞く」では、入力した内容がどのように解釈で使用されるかについて、視覚的なフィー
ドバックが追加されました。無視された単語はグレー表示されます。その他の単語にカーソルを
合わせると、その単語が上記の解釈にどのように組み込まれているかがわかります。
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「データに聞く」レンズのフィールドの説明を編集する

レンズの作成者は、ユーザーがフィールドにカーソルを合わせたときに表示される説明をカスタ
マイズできるようになり、レンズユーザーの人たちにフィールドの目的をより適切に説明できるよ
うになりました。説明の内容を変更するには、フィールド名の右にある鉛筆アイコンをクリックし
ます。

2021 年 6 月の追加
Tableau で MFA を使用

セキュリティ環境が変化し、ユーザーの認証資格情報を危険にさらす脅威が一般的になるに
つれて、組織とユーザーを保護するための強力なセキュリティ対策を実装することが重要に
なっています。組織がシングルサインオン(SSO) のID プロバイダー(IdP) と直接連携していな
い場合は、Tableau 認証で多要素認証 (MFA) を有効にして、ユーザーのサインインプロセス
をより安全にすることができます。
詳細については、次のいずれかを参照してください。

28

l

サイト管理者の場合は、多要素認証とTableau Cloud についてを参照してください。

l

ユーザーの場合は、多要素認証への登録 を参照してください。
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「データに聞く」の合理化されたサイト設定

「データに聞く」の合理化されたサイト設定では、すべてのデータソースに対してサイト全体で機
能を無効または有効にできるようになりました。サイト全体で有効になっている場合、インデック
ス作成の頻度はデータソースごとにカスタマイズできます。詳細については、サイトでの「データ
に聞く」 (Ask Data) 機能の無効化または有効化を参照してください。
コレクション内のアイテムを整理する

コレクションは、ユーザーが自分にとって意味のある方法でコンテンツを整理できるようにするプレ
イリストのようなものです。Viewer、Explorer、Creator はすべて、コレクションを作成して共有で
きます。詳細については、「コレクション内のアイテムを整理する」を参照してください。
コレクションの限定プレビューに参加した場合、パブリックコレクションを制御するためのサイト設
定は存在しません。現在、コレクションのパーミッションは、他のタイプのコンテンツと同じ方法で
制御されます。詳細については、「コレクションのパーミッション」を参照してください。
Salesforce データを使用してワークブックを作成する

Salesforce データをTableau Cloud に統合して、サイトのユーザー向けのスターターコンテンツ
を作成できるようになりました。Salesforce に接続すると、すぐに使用できるワークブックとデータ
ソースがTableau で公開され、セールスクラウドとサービスクラウドで分析を迅速に開始できる
ようになります。詳細については、Salesforce データを使用したワークブックの作成を参照してく
ださい。
Web オーサリングで抽出の設定を構成する

Web オーサリングで作成する抽出の設定を構成できるようになりました。必要に応じて、抽出
内のデータの保存方法、フィルターの定義方法、およびデータ量の制限方法をTableau に指
示するオプションを設定できます。詳細については、Web 上での抽出の作成を参照してくださ
い。
Einstein Discovery の予測をWeb 上の準備フローに取り入れる

バージョン2021.2 以降、Einstein Discovery に組み込まれている予測モデルをWeb 上の準備
フローに直接取り込むことができるようになりました。
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注: この機能を使用するには、Einstein Discovery にアクセスするように構成された
Salesforce ライセンスとユーザーアカウントが必要です。

機械学習と人工知能の力を利用して、フローデータを一括スコアリングし、行レベルで予測
結果の新しいフィールドを生成できます。また、予測結果に影響したフィールドに関するデータ
を含めるために、上位の予測変数と推奨される改善フィールドを追加できます。予測ステップ
をフローに追加し、Einstein Discovery にサインインして、デプロイされたモデルから選択し、そ
れらをフローデータに適用します。次に、フロー出力を生成し、新しいデータソースを使用して
Tableau で予測された結果を分析します。この機能は Tableau Prep Builder バージョン
2021.1.3 で初めて導入されました。詳細については、Tableau Prep ヘルプの「フローに
Einstein Discovery Predictions を追加する」およびWeb 上でのフローの作成と操作を参照し
てください。
サイト内の複数の分析拡張機能

バージョン2020.2 以降、サイトごとに複数の分析拡張機能の接続を作成できるようになりま
した。つまり、言語や接続の要件が異なる組織で、同じTableau Server サイトで分析拡張
機能を使用でき、ワークブックごとに使用する接続が異なります。サイトの分析拡張機能の構
成については、分析拡張機能を使用した接続の構成を参照してください。分析拡張機能の
使用については、「分析拡張機能を使用した式の受け渡し」(Tableau Desktop とWeb作成
のヘルプ) を参照してください。
注: 2021.2 の時点では、Einstein Discovery の分析拡張機能はサイトごとに1 つに制限され
ています。
パブリッシュされたダッシュボードで「データの説明を見る」の説明を共有する

「データの説明を見る」のユーザーインターフェイスを検討し直し、幅広いビジネスユーザー向け
に最適化しました。作成者 (Creator または 編集権限のあるExplorer) は、公開されたワーク
ブックのダッシュボードとシートの閲覧者に対して、「データの説明を見る」を有効化できるよう
になりました。閲覧者は、ビュー内の関心のあるマークを選択し、「データの説明を見る」を実
行して、以前よりも深くデータを探索できます。
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表示モードでの「データの説明を見る」へのアクセスはデフォルトで有効になっていないため、作
成者はこのオプションを有効にする必要があります。表示モードで「データの説明を見る」を有
効にする方法については、「データの説明を見る」へのアクセスの制御を参照してください。
「データの説明を見る」の詳細については、「データの説明を見る」を使用して、インサイトをより
早く発見する、「データの説明を見る」を使い始める、「データの説明を見る」を使用する場合
の要件と考慮事項を参照してください。
カスタム OAuth を構成する

サイト管理者は、サイトのカスタムOAuth クライアントを構成して、デフォルトのOAuth クライア
ントを上書きできるようになりました。詳細については、カスタムOAuth を構成するを参照してく
ださい。
Bridge を使用してより多くのデータを最新の状態に保つ

Bridge に、次のコネクタのサポートが追加されました。
l
l
l
l
l
l

Alibaba AnalyticsDB for MySQL
Alibaba Data Lake Analytics
Databricks
Denodo
Impala
Kyvos

Bridge の接続の詳細については、Bridge を使用した接続を参照してください。
新しい管理者インサイトデータソースを探索する

新しい管理者インサイトデータソースを使用すると、Tableau Cloud サイトの可視性が高まりま
す。グループデータソースに接続して、ユーザーのグループへのメンバーシップを確認したり、サイ
トコンテンツデータソースに接続して、サイトのコンテンツアイテムに関するガバナンス情報を確
認したりできるようになりました。詳細については、管理者インサイトを使用したカスタムビュー
の作成 を参照してください。
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Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

フィールドの説明の追加 - 公開されたデータソースのフィールドについての説明を追加して、
データソースページの[系列] タブの[説明] 列に表示できます。ビジュアライゼーションを作成す
ると、[データ] タブにもその説明が表示されます。詳細については、「パブリッシュされたデータ
ソースのフィールドの説明」を参照してください。
データ品質に関する警告の更新
l

警告メッセージ用のフォーマットされたテキストのサポート- データ品質に関する警告メッ
セージを作成または編集するときに、太字、下線、および斜体でテキストを書式設定した
り、リンクや画像を含めたりすることができるようになりました。詳細については、データ品質

l

に関する警告を設定するを参照してください。
警告に必要なメッセージ - データ品質に関する警告を作成するときに、ユーザーに表示す
るメッセージを入力することが必要になりました。(抽出の更新またはフローの失敗を監視す
るようにTableau を設定しているときは、その結果生成される警告には適用されません)詳
細については、データ品質に関する警告を設定するを参照してください。

継承された説明が Tableau Desktop に表示される- フィールドの説明がフィールドの上流に
存在する場合、説明の継承元に関する情報とともに、説明がTableau Desktop に表示され
るようになりました。詳細については、「パブリッシュされたデータソースのフィールドの説明」を参
照してください。
テーブルのフルネームが表示される- テーブルのフルネームがテーブルページに追加されました。
タグによるフィルター- [接続先] ダイアログボックスで、データベース、ファイル、およびテーブルを
タグでフィルターできるようになりました。
埋め込みまたは非埋め込みによるフィルター- [外部アセット] ページで、データベース、ファイ
ル、およびテーブルをアセットカテゴリ(埋め込みまたは非埋め込み) でフィルターできるようにな
りました。
Web 上でパラメーター アクションを作成する

Tableau Cloud とTableau Server の両方でパラメーターアクションを作成できるようになりまし
た。パラメーターアクションを作成するとき、viz でデータを表示する方法をカスタマイズします。
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また、ユーザーは、viz と直接対話することにより、パラメーター値を変更できます。詳細につい
ては、「パラメーターアクション」を参照してください。
Web 上でセットアクションを作成する

Tableau Cloud とTableau Server の両方でセットアクションを作成できるようになりました。セッ
トを使用してデータのサブセットを定義し、次に、セットアクションを使用して、セット内のメン
バーをビュー内の他のデータと比較する方法を制御します。詳細については、「セットアクショ
ン」を参照してください。

2021 年 4 月の追加
Salesforce 認証

組織でSalesforce を使用している場合、OpenID Connect を使用したシングルサインオンで
Salesforce アカウントを使用するようにTableau Cloud を設定できます。Salesforce 認証を有
効にすると、ユーザーは Salesforce サインインページに誘導され、認証資格情報を入力する
ように求められます。この情報は、Salesforce で保存および管理されています。最小限の構成
が必要になる場合があります。Salesforce 認証を参照してください。

2021 年 3 月の追加
リニューアルされた通知センターで新しいコメントや共有の通知を確認する

Tableau サイトの右上隅にあるベルアイコンを選択して、新しいコメントや共有の通知を表示
できるようになりました。再設計された通知センターには、フローおよび抽出ジョブの更新も表
示されます。この更新では、古い通知は引き続きメールで送信されますが、通知センターには
表示されません。メールで古い通知を引き続き受信するには、サイト設定に移動します。[通
知の管理] で、通知のタイプごとに[メール] を選択します。詳細については、「Tableau サイトの
概要」を参照してください。詳細については、サイト設定リファレンスを参照してください。
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Tableau Catalog - データ管理アドオンの一部

データ品質に関する警告の自動化 - 抽出の更新エラーとフローの実行エラーを監視するよう
にTableau を設定できます。障害が発生すると、Tableau はデータ品質警告を生成してユー
ザーに表示します。詳細については、データ品質に関する警告を設定するを参照してくださ
い。
クイックサーチ結果の拡張 - クイックサーチ結果に外部アセットのタグが含まれるようになりまし
た。
Einstein Discovery 予測をTableau ダッシュボードに追加

Einstein Discovery のダッシュボード拡張機能では、ユーザーがビューでマークを選択すると、
予測が動的に更新され、予測結果の改善案が表示されるようになりました。作成者は、拡
張機能オブジェクトをダッシュボードのキャンバスにドラッグし、拡張機能ギャラリーからEinstein
Discovery を選択し、Tableau Cloud で拡張機能を構成できます。詳細については、
「Einstein Discovery ダッシュボード拡張機能を使用してTableau で予測を探索する」を参照
してください。
Salesforce とTableau で必要なライセンス、アクセス、およびパーミッションについては、「アクセ
ス要件」を参照してください。
Tableau のEinstein Discovery の概要については、Tableau のEinstein Discovery ページと
tableau.com のデモを参照してください。
Einstein Discovery ダッシュボードの拡張機能を有効にするために必要な構成ステップの詳細
については、Einstein Discovery 統合の構成を参照してください。

2020 年 12 月の追加
Web 上での抽出の作成
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Tableau Desktop を使用せずに、Web 作成で抽出を直接作成できるようになりました。詳細
については、Web 上での抽出の作成を参照してください。既存のワークブックに加えて、新しい
ワークブックを抽出できます。必要に応じて、抽出の作成をバックグラウンドで実行でき、完了
すると通知を受け取ることができます。この機能により、抽出の作成中に作成セッションを閉じ
ることができるため、長い時間がかかる可能性のある大規模な抽出で役立ちます。
Web 上でのフローの作成と操作

Tableau Prep Builder、Tableau Server、または Tableau Cloud を使用して、フローを作成し、
データのクリーニングと準備が行えるようになりました。データへの接続、新しいフローの作成、お
よび既存のフローの編集を行うことができ、作業は数秒ごとに自動的に保存されます。自分だ
けが利用できるドラフトフローを作成するか、フローをパブリッシュして他のユーザーが利用できる
ようにします。Web から個別のフローを実行するか、Data Management Add-on がある場合
は、Tableau Prep Conductor を使用してスケジュールに従ってフローを自動的に実行します。
詳細については、Web 上でのフローの作成と操作を参照してください。
コレクション内のアイテムを整理する(限定プレビュー)

コレクションは、Tableau コンテンツを整理できるプレイリストのようなものです。個人が参照する
ためのプライベートコレクションを作成するか、サイト上の他のユーザーが参照できるパブリックコ
レクションを作成します。詳細については、「コレクション内のアイテムを整理する」を参照してく
ださい。
Tableau 管理者は、サイト設定の[Allow public collections (パブリックコレクションを許可す
る)] を変更することで、ユーザーがコレクションをパブリックに設定できるかどうかを制御できます。
コレクションは、Tableau Cloud の限定プレビューとして利用できます。サイトがプレビューに含ま
れていなければ、コレクションは表示されません。プレビューに参加したいTableau 管理者の方
は、こちらからサインアップしてください。
Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

Tableau Catalog は、Tableau Server とTableau Cloud のライセンスが別途設定されている
Data Management Add-on の一部として含まれています。詳細については、Tableau Catalog
についてを参照してください。
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このリリースには以下の機能が含まれます。
データ品質に関する警告履歴の管理ビュー- サイト管理者は、データ品質に関する警告履
歴 (事前に作成された管理ビュー) を使用して、サイト上でデータ品質に関する警告がどのよ
うに使用されているかを確認できます。詳細については、データ品質に関する警告履歴を参
照してください。
Tableau Desktop で品質に関する警告の詳細を表示する- Tableau Desktop ユーザーは、
[データ] タブの警告アイコンにカーソルを合わせて、ワークブック内のデータに影響を与えるデー
タ品質に関する警告の詳細を確認できます。詳細については、データ品質に関する警告を
設定するを参照してください。
メトリクスが系列に表示され、データ品質に関する警告が示される- データ品質に関する警告
が、警告の影響を受けるメトリクスに表示されるようになりました。メトリクスは系列ツールにも
表示され、インパクト分析を実行する際に、データの変更がメトリクスにどのような影響を与え
るかを確認できます。詳細については、メトリクスの作成とトラブルシューティングを参照してくだ
さい。
Tableau Prep Conductor の更新 (Data Management Add-on の一部)

現在、Data Management Add-on は、Tableau Prep Conductor でフローをスケジュール設定
および監視するためだけに必要です。他のフロー関連タスクでは、アドオンのライセンスを取得
する必要がなくなりました。詳細については、Tableau Prep Conductorを参照してください。
分析拡張機能

分析拡張機能では、R や Python などの言語を含むワークブックや、他のツールやプラット
フォームを使用して、Tableau の動的な計算を拡張できます。これらの設定エンドポイントを
使用すると、Tableau Cloud のサイトで分析拡張機能を構成できます。分析拡張機能を使
用した接続の構成を参照してください。
「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況および導入の管理ビュー

「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況の新しい管理ビューを使用して、ユーザーがサイトで
「データに聞く」 (Ask Data) をどのように使用しているかを表示できるようになりました。ダッシュ
ボードでは、見出しの値のメトリクスとともに、「データに聞く」 (Ask Data) を頻繁に使用してい
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るユーザー、データソース、およびデータソース所有者がハイライトされます。詳細については、
[「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況] ビューを参照してください。

2020 年 9 月および 10 月の追加
Bridge (レガシー) スケジュールが新しい場所に移動

データを最新に保つためにBridge (レガシー) スケジュールを使用する必要がある抽出データ
ソースの場合、データソースページのアクションメニューの新しい場所からBridge (レガシー) ス
ケジュールを検索して構成できます。詳細については、Bridge 更新スケジュールの設定を参照
してください。

注: 推奨スケジュールの場所は変更されておらず、Online 更新スケジュールと引き続き統合さ
れています。ただし、推奨スケジュールには、統合をより適切に反映するために「推奨」というラ
ベルが付かなくなりました。ここで説明するBridge 関連の更新はすべて、新しいOnline スケ
ジュールエクスペリエンスをサポートするために行われました。
カスタム抽出更新スケジュール

抽出更新スケジュールは完全にカスタマイズ可能になり、事前に設定されたスケジュールのリス
トから選択する必要がなくなりました。これで、抽出更新のカスタマイズされた時間単位、日単
位、週単位、および月単位のスケジュールを作成および管理できるようになりました。
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詳細については、「Tableau Cloud での更新のスケジュール」を参照してください。
Web ページ オブジェクトをオフにする

ダッシュボードのWeb ページオブジェクトにターゲットURL が表示されないようにするには、サイ
ト設定で[Web ページ オブジェクトを有効にする] をクリアします。

2020 年 8 月の追加
サイトのタイム ゾーンを抽出用に設定する

サイトでは、抽出ベースのデータソースの既定タイムゾーンは、協定世界時 (UTC) です。サ
イト管理者は、別のタイムゾーンを設定できるようになりました。
詳細については、時刻設定の変更を参照してください。
非アクティブなワークブックの抽出更新を自動的に中断する

Tableau ではリソースを節約するために、非アクティブなワークブックの抽出更新タスクを自動
的に中断することができます。この機能は抽出の完全更新のみに適用され、抽出の増分更
新は対象外です。また、週に1 回以上の頻度で実行する更新スケジュールのみに適用され
ます。
詳細については、非アクティブなワークブックの抽出更新を自動的に中断するを参照してくだ
さい。
サインイン時にロールを付与するユーザー グループのライセンスを管理する

管理者は、ユーザーグループの最小サイトロールを設定し、そのユーザーグループを作成また
は変更するときに、[サインイン時にロールを付与] を選択できます。[サインイン時にロールを付
与] を有効にすると、管理者はグループごとにサイトロール機能を指定し、ユーザーが実際に
必要なときにライセンスをプロビジョニングできるため、ライセンスを管理するための手動作業が
軽減されます。管理者は、ユーザーがサインインするまでライセンスの付与を待つことにより、ア
クティブでないユーザーにライセンスを付与することなく、ライセンスプロビジョニングを合理化で
きます。詳細については、サインイン時にライセンスを付与を参照してください。
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古いコンテンツをアーカイブ用にタグ付けする

2020.2 で導入された[古いコンテンツ] 管理ビューには、コンテンツを古いコンテンツとしてタグ付
けできる機能が追加されました。また、ダグ付けされたコンテンツをアーカイブできます。詳細に
ついては、古いコンテンツを参照してください。
Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

Tableau Catalog は、Tableau Server とTableau Cloud のライセンスが別途設定されている
Data Management Add-on の一部として含まれています。Tableau Catalog の詳細について
は、Tableau Catalog についてを参照してください。
このリリースには以下の機能が含まれます。
Tableau Desktop でデータ品質に関する警告を表示する- データ品質に関する警告が設定
されたTableau Desktop でワークブックを開くと、警告アイコン(青色の円または感嘆符が付い
た黄色い三角形) がワークブックのシートページの[データ] タブに表示されます。詳細について
は、データ品質に関する警告を設定するを参照してください。
「機密データ」警告タイプが追加された- この新しい警告タイプを使用して、組織内の機密
データに対してデータ品質に関する警告を設定できます。詳細については、データ品質に関す
る警告を設定するを参照してください。
埋め込みアセットは外部アセットにリストされる- [外部アセット] ページにリストされた埋め込みア
セットを表示できます。詳細については、インパクト分析での系列の使用を参照してください。
外部アセットにタグ付け- データベース、テーブル、および列にタグを追加します。特に個人を特
定できる情報 (PII) が含まれたテーブルや列にタグを付けることができます。詳細については、
Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「タグアイテム」を参照してください。
Web の作成とビューの操作

Web の作成とビューの操作に関する新たな機能と拡張については、「Tableau ユーザー向け
新機能」および「Web 作成とTableau Desktop 機能の比較」を参照してください。Web 作成と
ビューの操作に関連するトピックについては、「Web でのTableau の使用」を参照してください。

2020 年 6 月の追加

Tableau Software

39

Tableau Cloud ヘルプ
Tableau Bridge

Bridge のアップグレードやインストールは不要 – パブリッシャー向け
オンプレミスのリレーショナルデータに接続するデータソースのみを使用するパブリッシャーの場
合、現在のクライアントを維持したり、最新のクライアントにアップグレードしたりする必要がなく
なります。推奨スケジュール(次のブレット) を使用して更新スケジュールを移行する場合、管
理者が少なくとも1 つのBridge 2020.2 クライアントをインストールして設定している限り、準備
は既に完了しています。詳細については、Bridge 更新スケジュールの設定を参照してくださ
い。
統合された抽出更新スケジュール
現在、Bridge の推奨スケジュールは、Tableau Cloud の更新スケジュールと統合されていま
す。パブリッシャーの場合、統合された更新スケジュール([推奨] スケジュールと呼ばれる) には
次の利点があります。
l
l

独自のデータソースを管理するための制御性と柔軟性が向上します。
接続認証資格情報の更新など、特定のデータソースを管理する際にサイト管理者への
依存が軽減されます。

詳細については、Online スケジュールとBridge (レガシー) スケジュールを参照してください。
プライベートクラウドデータを最新の状態に維持する
Bridge を使用して、プライベートネットワーク内からのみアクセス可能なクラウドデータを最新
の状態に維持します。詳細については、プライベートクラウドデータにBridge を使用するを参
照してください。
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抽出更新に対して有効化されたプール
クライアントは、ネットワーク内のすべての2020.2 クライアントで、ライブクエリに加えて抽出更
新をプールできます。サイト管理者の場合、抽出更新のプールには次の利点があります。
l
l

可用性の提供、スループット、遅延に関して集中できます。
ライブクエリと抽出更新のワークロードの特性に合わせてクライアントプールの構成を最適
化できます。

詳細については、Bridge クライアントのプールの構成を参照してください。
更新された [設定] ページ
サイト管理者は Bridge の簡素化された[設定] ページを使用して、プールに含めるクライアント
またはプールから除外するクライアントを構成したり、警告アイコンを表示することにより、最新
バージョンにアップグレードする必要があるクライアントを簡単に把握したりできます。詳細につ
いては、Bridge クライアントのプールの構成を参照してください。

注: 警告アイコンは、ダウンロード可能な新しいクライアントがある場合にのみ表示されます。
警告アイコンは、クライアントまたは関連するBridge データソースに問題があることを示すもの
ではありません。

2020 年 5 月の追加
抽出更新のサイト容量の更新

サイトのパフォーマンスを向上させ、一貫したスケジュールエクスペリエンスを確保するために、サ
イトには、1 日の同時抽出更新の容量が割り当てられます。詳細については、Tableau Cloud
サイトの容量を参照してください。
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複数テーブルの分析にリレーションシップを使用してデータを組み合わせる

関係は、Tableau で複数テーブルの分析を行うためにデータを組み合わせる新しい柔軟性の
高い方法です。現在、データソースは、新しい論理レイヤーで複数テーブルのデータモデルに
対応しています。Tableau では、データソース内の個別のテーブルを認識し、各テーブルのネ
イティブの詳細レベルで集計を実行します。
Creator は、リレーションシップを使用してテーブルを組み合わせることができます。論理テーブ
ル間の関係を使用すると、平均や合計などの集計をコントロールする特殊な計算を作成し
なくても、複数テーブルのデータを適切な詳細レベルで簡単に検索して分析できます。
関係の結合タイプを指定する必要はありません。Tableau では、ワークシート内の分析の
フィールドとコンテキストに基づいて、適切な結合タイプが自動的に選択されます。

注: Tableau Server や Tableau Cloud のWeb 作成の[データソース] ページで関係を編
集できるようにするには、ワークブックで埋め込みデータソースを使用する必要がありま
す。パブリッシュされたデータソースのデータモデルを編集することはできません。

複数テーブルの分析に対応するために、Tableau インターフェイスのいくつかの部分が変更さ
れました。[データソース] ページ(キャンバス、データグリッド)、[データの表示] ウィンドウ、ワーク
シートの[データ] ペインが更新され、複数テーブルの分析が可能になりました。詳細について
は、「インターフェイスのさまざまな部分に対する変更」を参照してください。

注: Tableau 2020.2 以降、データの表示の列の順序が変更されました。この変更は、関
係と論理テーブルをサポートするために必要なものです。詳細については、「Tableau
2020.2 以降におけるデータの表示の列の順序変更」を参照してください。

リレーションシップとデータソースの変更について詳しくは、次のトピックを参照してください。
l
l
l
l
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Tableau データモデル
データの関連付けとパフォーマンスオプションを使用した関係の最適化
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l
l
l

関係を使用する複数テーブルのデータソースでの分析動作
複数テーブルの分析のトラブルシューティング
チュートリアル: 関係を敬遠しないで

次のTableau ブログの投稿「関係、パート1: Tableau で新しいデータモデリングを導入する」を
参照してください。
データを追跡するためのメトリクスを作成する

メトリクスはデータの変更を追跡するのに役立ちます。ユーザーはビューからメトリクスを作成し、
それらのメトリクスを使用して、日次売上などの主要な数値を監視できます。ユーザーによるメ
トリクスの作成方法については、メトリクスの作成とトラブルシューティングを参照してください。

Tableau Cloud 管理者は、ユーザーがサイトのメトリクスを作成したり、無効にできることを確認
してください。詳細については、メトリクスのセットアップを参照してください。
セットコントロールを追加して、ユーザーがセットのメンバーをすぐに変更できるようにする

セットコントロールを使用すると、閲覧者は編集モードを使用せずにセットメンバーを選択でき
ます。ユーザーは、ビュー内のカードを直接操作することで、セットのメンバーの追加や削除が
簡単に行えます。セットアクションと組み合わせることで、2 つの強力で補完的な機能が備わる
ため、興味のあるセットを簡単に視覚化できます。
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詳細については、「セットの作成」を参照してください。またはブログ投稿の「セットコントロール
を使用したユーザーフレンドリーなパッケージでの強力な分析 (英語)」をチェックしてください。
Viz を直接操作して、セットの値の追加と削除を行う

セットアクションを使用すると、あなたとユーザーはビジュアライゼーションそのものを操作して、
セットに値を追加・削除できます。これは、Viz を直接操作して、どのマークを含めたり除外す
るかを選択するだけで行えます。新しいセットコントロール機能と組み合わせることで、2つの
強力な分析機能が備わるため、データをさらに深く洞察できます。
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詳細については、「セットアクション」を参照してください。
ブラウザにワークブックをアップロードして開く

Tableau ワークブックは、Tableau Desktop、REST API、TabCmd を使用してパブリッシュしなく
ても、Tableau サイトにアップロードできるようになりました。Tableau サイトでは、Creator または
Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールを持つユーザーは、[新規] > [Workbook Upload
(ワークブックのアップロード)] を選択して、twb または .twbx ファイル(最大 50 MB) をプロジェクト
にアップロードできます。詳細については、「Tableau サイトへのワークブックのアップロード」を参
照してください。
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Tableau Cloud で自宅からダッシュボードスターターにアクセスする

サイト管理者のCreator は、Tableau Cloud のホームページからダッシュボードスターターにア
クセスできるようになりました。これらの事前に設計されたダッシュボードを使用して、
Salesforce や ServiceNow ITSM などの一般的なビジネスアプリケーションのデータを迅速に
視覚化します。詳細については、アクセラレーターを使用してデータを迅速に可視化するを参
照してください。
Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

Tableau Catalog は、Tableau Server とTableau Cloud のライセンスが別途設定されている
Data Management Add-on の一部として含まれています。Tableau Catalog の詳細について
は、Tableau Catalog についてを参照してください。
このリリースには以下の機能が含まれます。
重要な警告を強調表示する: データ品質に関する警告を強調表示するよう設定すると、警
告の影響を受けるビジュアライゼーションのユーザーに通知が表示され、その警告は Tableau
のどの場所よりも目立つ黄色で表示されます。詳細については、データ品質に関する警告を
設定すると、Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「ビューでのデータの探索と分析」で
「[データの詳細] を使用したビジュアライゼーション情報の表示」を参照してください。
[系列] ペインにダッシュボードが表示される: [系列] ペインでダッシュボード項目を選択すると、
ダウンストリームダッシュボードのリストを表示できます。詳細については、インパクト分析での
系列の使用を参照してください。
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認証状況とデータ品質に関する警告により外部アセットをフィルターする: 検索を使用して外
部アセットの選択肢を絞り込むことに加えて、データベース、ファイル、テーブルを認証状況と
データ品質に関する警告でフィルターできるようになりました。
接続時に使用できるその他のフィルター: データに接続するときに、接続のタイプに基づいてデー
タベースとテーブルをフィルターできます。
新機能の詳細

Web 作成や Web 上のビューを使用した操作に関する新機能や新たに拡張された機能は、
「Tableau ユーザー向け新機能」と「Web 作成とTableau Desktop 機能の比較」に一覧表示
されています。Web 作成とビューの操作に関連するトピックについては、「Web でのTableau の
使用」を参照してください。

2020 年 2 月の追加
動的パラメーターによるパラメーターの自動更新

パラメーターの現在の値を、ビューに依存しない単一値計算の結果として設定できるようになり
ました。また、データソース列に基づいてパラメーター値のリスト(ドメイン) を更新することもでき
ます。つまり、Tableau でワークブックを開き、パラメーターによって参照されるデータソースに接
続するたびに、ワークブック内でそのパラメーターを参照するすべての場所で最新の値またはド
メインが使用されます。

Tableau Software

47

Tableau Cloud ヘルプ

詳細については、「パラメーターの作成」を参照してください。
外部アイデンティティプロバイダーを介したユーザー プロビジョニングとグループ同期の自動化

ID プロバイダ(IdP) を使用して、Tableau Cloud のユーザーの追加または削除を自動化した
り、グループのメンバーの追加または削除を自動化したりできます。Tableau Cloud IdP ユー
ザー管理はクロスドメインID 管理システム(SCIM) 標準を使用しています。これはユーザーID
情報の交換を自動化するためのオープン標準です。現在、以下のIdP のSCIM をサポートし
ています。
l
l

Okta
OneLogin

SCIM は、Tableau Cloud などのクラウドアプリケーションでユーザーをプロビジョニングするのに
使用されます。クラウドIdP では、アプリケーションとグループへのユーザーの割り当てを含め、
ユーザーID の一元的な管理が行われます。IdP は SCIM 標準を使用することで、「ダウンスト
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リーム」のアプリケーションがIdP でセットアップされたプロビジョニング割り当てと同期されるように
します。この方法でユーザー管理を行うと、セキュリティが向上し、Tableau Cloud のサイト管理
者がサイトユーザーとグループメンバーシップの管理のために手動で行う必要がある作業量が
大幅に低減します。
詳細については、外部 ID プロバイダーを介したユーザープロビジョニングおよびグループ同期の
自動化を参照してください。
ログインベースのライセンス管理のサポート

ログインベースのライセンス管理 によって、Tableau Server とTableau Cloud でCreator ロール
を持つユーザーのライセンスを管理できます。Explorer または Viewer のロールを持つユーザー
は、この機能を使用できません。Tableau Server または Tableau Cloud でロールベースのサブ
スクリプションを使用している場合は、ログインベースのライセンス管理 を使用してライセンス管
理を簡略化し、個別のTableau Desktop およびTableau Prep Builder プロダクトキーを削減
できます。管理する必要があるのは、オンプレミスのTableau Server 用の1 つまたは複数のプ
ロダクトキーだけです。Tableau Cloud の場合は、プロダクトキーを管理する必要は全くありま
せん。
詳細については、「ログインベースのライセンス管理を使用したTableau のライセンス認証」を参
照してください。
パーミッションダイアログの更新

新しいパーミッションダイアログでは、パーミッションをより迅速に設定できます。新しいパーミッ
ションテンプレートと機能グループは、一般的なユーザーシナリオに適しています。ダブルクリック
で編集モードを開始できる直接編集により、パーミッションルールの編集をこれまで以上に簡
単に行えます。選択内容を事前に指定せずに、グループとユーザーを同時に検索できます。カ
スタムのパーミッションルールをコピーし、別のグループやユーザーに貼り付けることができます。ま
た、新しい設定により、より直感的にプロジェクト管理をプロジェクトリーダーに引き渡すことがで
きます。パーミッションの詳細については、「パーミッション」を参照してください。
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ネストされたプロジェクトのロック

パーミッションの規制をより柔軟に行えるようになりました。ネストされたプロジェクトで、プロジェ
クトのパーミッションを個別にロックできます。最上位のプロジェクトを、さまざまなパーミッション
モデルを持つプロジェクトの組織用コンテナとして使用できます。管理者以外のユーザーが、
ロックされた新しいプロジェクトを作成できます。詳細については、「コンテンツパーミッションを
ロックする」を参照してください。
[今すぐ実行] 設定
この新しい設定により、管理者は、ユーザーが抽出更新、フロー実行、サブスクリプションを手
動で実行することを許可するかブロックするかを構成できます。[今すぐ実行] 設定は [全般]
設定ページにあり、既定ではユーザーがジョブを手動で実行できるように選択されています。
Tableau Catalog の更新 (Data Management Add-on の一部)

Tableau Catalog は、Tableau Server とTableau Cloud のライセンスが別途設定されている
Data Management Add-on の一部として含まれています。Tableau Catalog の詳細について
は、Tableau Catalog についてを参照してください。
このリリースには以下の機能が含まれます。
追加されたコネクタ- より多くの外部アセットのデータに接続できます。Google Big Query、
Google ドライブ、Google スプレッドシート、Box、Dropbox、OneDrive 用のコネクタのサポート
が追加されました。
ワークブックの作成 - [外部アセット] ページのほか、Catalog でサポートされる接続用のデータ
ベースやテーブルのページからワークブックを作成できます。詳細については、Tableau Desktop
とWeb 作成ヘルプの「Creators: Web 作成入門」で「Tableau Catalog ユーザーが外部アセッ
トからワークブックを作成する」を参照してください。
認証状況とデータ品質に関する警告によるフィルター: データソース、データベース、ファイル、
テーブルは認証状況で、データソースは接続で、データベースとテーブルはデータ品質に関す
る警告で、それぞれフィルターできます。詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成ヘル
プで、「Creators: Web 上のデータへの接続」の「[データに接続] ページを開く」か、「Tableau
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Server または Tableau Cloud を使用したデータへの接続」の「Tableau Desktop からの接続」
を参照してください。
拡張された [データの詳細] ペインl

l
l
l

過去 12 週間にシートまたはダッシュボードが参照された回数を示すスパークラインが表示さ
れます。
ビューに警告があることを簡単に確認できます。
フィールドを拡張すると、説明や計算などのメタデータが表示されます。
ワークブック内のフィールドが説明を継承している場合は、説明の元の場所を確認できま
す。

詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「ビューでのデータの探索と分
析」で「[データの詳細] を使用したビジュアライゼーション情報の表示」を参照してくださ
い。

2019 年 10 月の追加
Web の作成とビューの操作

Web 作成や Web 上のビューを使用した操作に関連する新機能および新たに拡張された機
能の包括的なリストについては、「Tableau ユーザー向け新機能」および「Web 作成とTableau
Desktop 機能の比較」の「データの準備、作成、表示をWeb で行う」の下に記載されている
機能を参照してください。Web 作成とビューの操作に関連するトピックについては、「Web での
Tableau の使用」を参照してください。
ビューの推奨

Tableau Cloud で、ユーザーが関連するコンテンツを見つけるのに役立つビューの推奨を提供
するようになりました。これらの推奨の詳細については、「お勧めビューを見つける」を参照してく
ださい。
[設定] ページの[ビューの推奨] でオプションを調整することで、推奨をサイトに表示するかどう
か、または推奨ツールヒントにユーザー名を表示するかどうかを制御できます。
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テーブルのビジュアライゼーションに関する機能強化

作成者は、最大 50 列の幅広いテーブルを作成できるようになりました。さらに、不連続フィー
ルドを持つ幅の広いテーブルで左右にスクロールできるようになりました。詳細については、
「テーブル構造の定義」を参照してください。また、datavis.blog でTableau Public
Ambassador、Marc Reid による投稿「50-column tables」も参照してください。
Web 上での抽出の作成

Tableau Desktop を使用せずに、ブラウザで抽出を作成できるようになりました。詳細につい
ては、Web 上での抽出の作成を参照してください。また、tabcmd の新しい
createextracts コマンドとdeleteextracts コマンドを使用して、パブリッシュされた
ワークブックまたはデータソースの抽出を作成、削除することもできるようになりました。詳細に
ついては、tabcmd コマンドを参照してください。
管理者インサイトでビューの読み込み回数を取得する(ベータ版)

管理者インサイトの最新バージョンに、[Viz Load Time Drilldown (Viz の読み込み回数に
関する詳細)] ダッシュボードと[TS Web 要求] データソースが含まれるようになりました。両方
のリソースを使用すると、ビューを作成しているユーザーが、それらのビューを使用しているユー
ザーのエクスペリエンスをより深く理解できるようになります。詳細については、事前作成された
ワークブックを確認するおよびデータソースを確認するを参照してください。
ダッシュボードとデータソースは、要求に応じリリース内のベータ機能として使用できます。ベー
タ版に参加したり、新しい管理者インサイトコンテンツに関する考えやアイデアを提供したりす
るには、Early Feedback にサインインします。
Tableau Bridge クライアントが実行されていないときにメール通知を無効にする

スケジュールされた更新がスケジュール外で実行中と表示される場合、または実行中でないク
ライアントに関する通知を停止する場合は、メール通知を無効にできます。詳細については、
Bridge クライアントの設定の変更を参照してください。
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アクセス権の要求

ユーザーは、表示パーミッションがないプロジェクト、ワークブック、またはビューを表示するための
アクセス権を要求できるようになりました。コンテンツへのアクセス権を要求すると、Tableau はそ
のコンテンツのパーミッションを管理するユーザーに、要求に関する情報とアクセス変更の手順が
含まれたメールを送信します。パーミッションの管理に関する詳細については、パーミッションを
参照してください。
ユーザー情報の表示制限

[ユーザーの表示状態] サイト設定を使用すると、管理者は、Viewer (ビューアー) および
Explorer サイトロールを持つユーザーにサイト上の他のユーザーやグループを表示されるかを管
理することができます。これは複数のクライアントにより使用されているサイトで重要な場合があ
ります。[ユーザーの表示状態] が[Limited (制限)] に設定されている場合、Explorer と
Viewer (ビューアー) は、他のユーザーに関する情報 (別名、プロジェクトの所有権、コメントな
ど) を表示できません。Creator と管理者 (サイト管理者 Explorer を含む) は、引き続きユー
ザー情報を表示できます。既定では [ユーザーの表示状態] は [フル] に設定されています。詳
細については、サイトユーザーの表示状態の管理を参照してください。
サイトでの「データに聞く」 (Ask Data) 機能の有効化または無効化

サイト管理者は、サイト設定の[全般] 領域で「データに聞く」 (Ask Data) の可用性を制御で
きます。詳細については、サイトでの「データに聞く」 (Ask Data) 機能の無効化または有効化を
参照してください。
サンドボックス拡張機能の管理

Tableau では、Tableau がホストする保護された環境で実行される新しいタイプのダッシュボー
ド拡張機能である、サンドボックス拡張機能をサポートするようになりました。ネットワーク対応
拡張機能と同様に、サンドボックス拡張機能は Web アプリケーションで、カスタムダッシュボード
ゾーンで実行されます。また、Tableau 拡張 API を利用してダッシュボードの残りの部分を操
作できます。ネットワーク対応拡張機能には Web へのフルアクセス権がありますが、サンドボッ
クス拡張機能は Tableau の外部でデータを共有したり、ネットワーク呼び出しを行ったりするこ
とはできません。サンドボックス拡張機能は、Tableau ユーザーと管理者に新しいレベルのセ
キュリティを提供します。
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拡張機能の制御に関する詳細については、Tableau Cloud でのダッシュボードの拡張機能の
管理を参照してください。拡張機能のセキュリティと展開戦略の詳細については、Tableau
Server ヘルプの「拡張機能のセキュリティ」を参照してください。

2019 年 9 月の追加
イタリア語のサポートを追加

Tableau でイタリア語のサポートが追加されました。現在、次の11 種類の言語のいずれかで
ユーザーインターフェイスを表示するようにTableau を設定できます。
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

中国語 (簡体字)
中国語 (繁体字)
英語 (英国)
英語 (米国)
フランス語
ドイツ語
イタリア語
日本語
韓国語
ポルトガル語
スペイン語

詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「言語とロケールの変更」を参照してください。
すべてのTableau 製品でイタリア語がサポートされることに加えて、ヘルプもこれらの言語で提
供されます。希望する言語でヘルプを表示するには、Tableau Web サイトのTableau ヘルプ
ページの下部にスクロールし、フッターから言語を選択します。
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Tableau Data Management アドオン

Data Management アドオンは、顧客がTableau Server または Tableau Cloud 環境で
Tableau コンテンツやデータアセットを管理する際に役立つ新しいライセンスです。Data
Management アドオンには Tableau Prep Conductor およびTableau Catalog が含まれていま
す。詳細については、データ管理 についてを参照してください。
Tableau Prep Conductor: データ管理 の一機能

Tableau Prep Conductor は、Tableau Server や Tableau Cloud のライセンスが別途設定され
ているData Management アドオンの一部として含まれています。Tableau Prep Conductor は
Tableau Cloud のスケジュール調整機能および追跡機能を活用しているため、データが変更に
なる際に、Tableau Prep にログインして個々のフローを手動で実行するのではなく、フロー実
行を自動化してフロー出力を更新することができます。詳細については、Tableau Prep
Conductorを参照してください。
Tableau Catalog の機能 — データ管理 の一機能

Tableau Catalog は、Tableau Server や Tableau Cloud のライセンスが個別に設定されている
Data Management Add-on に含まれており、データ管理領域でさまざまな機能を使用すること
ができます。Tableau Catalog を使用すると、データの検出、データアセットのキュレーション、
データ品質の伝達、インパクト分析の実施、およびTableau コンテンツで使用されるデータ系
列の追跡を実行できます。詳細については、Tableau Catalog についてを参照してください。
Tableau メタデータAPI

開発者の方で、Tableau Catalog によりインデックスが作成された、または公開されたメタデータ
を利用することに関心がある場合には、Tableau メタデータAPI のヘルプを参照してください。
「データの説明を見る」を使用したビューの検索と調査

「データの説明を見る」を使用すると、Viz 内のマークについて調査して新しい点を見つけ、詳し
く調べることができます。「データの説明を見る」にはデータに関する新しいウィンドウがあり、現
在のビューに含まれないデータソースの潜在的な関連データを含め、選択したマークの統計的
説明が提案されます。
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編集パーミッションを持つCreator およびExplorer は、Desktop でビューの編集時に「データの
説明を見る」を使用したり、Tableau Cloud や Tableau Server でWeb 上のビューを編集した
りすることが可能です。
説明によりデータポイントによるマーク値への影響についての情報やビジュアライゼーションが
得られます。さらに詳しく調べるには、ビジュアライゼーションを開くことができます。詳細につい
ては、Tableau ユーザーヘルプの「「データの説明を見る」を使用したビューの調査」を参照し
てください。

「データに聞く」 (Ask Data) の向上

ユーザーは「データに聞く」 (Ask Data) をHTML ページに埋め込んだり、相対日付フィルターを
調整したり、コンテキストでの上位および下位の外れ値を表示したりすることができるようにな
りました。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「「データに聞く」 (Ask Data) 機能を使
用した自動的なビューの構築」を参照してください。
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データソース所有者とTableau 管理者は、フィールド名に加え、フィールド値の類義語を追加
できるようになりました。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「「データに聞く」 (Ask
Data) 機能のデータを最適化する」を参照してください。
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ジョブ管理

サイト管理者は、ジョブの表示、監視、管理を行うことができます。詳細については、Tableau
Cloud でのバックグラウンドジョブの管理を参照してください。

2019 年 5 月の追加
Tableau に使用する言語を10 種類から選択

Tableau でサポートされる言語として、中国語 (繁体字) と英語 (英国) の2 つが新たに追加
されました。現在、次の10 種類の言語のいずれかでユーザーインターフェイスを表示するよう
にTableau を設定できます。
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

中国語 (簡体字)
中国語 (繁体字)
英語 (英国)
英語 (米国)
フランス語
ドイツ語
日本語
韓国語
ポルトガル語
スペイン語

詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「言語とロケールの変更」を参照してください。
すべてのTableau 製品で2 つの言語が新たにサポートされることに加えて、ヘルプもこれらの
言語で提供されます。希望する言語でヘルプを表示するには、Tableau Web サイトの
Tableau ヘルプページの下部にスクロールし、フッターから言語を選択します。
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ヘルプのデザイン

各ヘルプページの右下隅には青色の[フィードバックの送信] アイコンが表示され、トピック内の
コンテンツに関するご意見を簡単に送信できます。アイコンをクリックすると、トピックが役に立っ
たかどうかを当社に知らせたり、改善な必要な点についてコメントしたりすることもできます。
管理者インサイトを使用したカスタム管理ビューの作成

サイトで管理者インサイトプロジェクトを有効にし、Tableau Cloud の導入、サイトトラフィック、
ライセンス割り当てなどに関するカスタム管理ビューを作成します。詳細については、管理者イ
ンサイトを使用したカスタムビューの作成を参照してください。
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未完了の抽出更新に関するメール アラートの構成

Tableau Bridge がスケジュールされた更新を実行する抽出データソースの所有者は、更新が
未完了の場合にメールアラートを送信するようにTableau Cloud を構成できます。詳細につ
いては、Bridge クライアントの設定の変更を参照してください。
Tableau Bridge の向上

Tableau Bridge クライアントとワークフローに行われた追加の向上は以下のとおりです。
l

クライアントメニューからTableau Bridge 関連の管理ビューにアクセスする。

l

ライブクエリがクライアントから直接サポートされているかどうかをすばやく特定する。

l

クライアントが実行中でないためにスケジュールされた更新を開始できない場合にメール ア
ラートを受信する。

注: Tableau Cloud を2019.2 にアップグレードすると、一部のデータソースの所有者に、
実行されていない Tableau Bridge クライアントに関する通知が表示される場合がありま
す。詳細については、スケジュールされた更新がスケジュール外で実行中と表示される:を
参照してください。
「データに聞く」 (Ask Data) の向上

ユーザーは「データに聞く」 (Ask Data) で、会話スタイルで質問し、単純計算を適用するほ
か、複数のシートを作成できるようになりました。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの
「「データに聞く」 (Ask Data) 機能を使用した自動的なビューの構築」を参照してください。
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データ管理者およびサイト管理者の場合:
l

"year (年)" および "date (日付)" のような単語は分析関数で使用するために指定されてい

l

るため、フィールド名では回避する必要があります。
フィールド名に対応する同義語を追加する機能はデータソース所有者とTableau 管理者

l

に制限され、ユーザーにとっての使用感の一貫性が高まるようになりました。
使用状況分析ダッシュボードでは、最も人気のあるクエリや上位ユーザーなどの有用な情
報が表示されます。

詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「「データに聞く」 (Ask Data) 機能のデータを最適
化する」を参照してください。
ホーム ページとナビゲーションの向上

ユーザーと管理者では、新しいナビゲーションの変更とナビゲーションページにより、関連するコ
ンテンツの開始と検索が容易になります。
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l

新しい [ホーム] ページを使用して最近のビューにアクセスし、お気に入りコンテンツを見つけ
て、サイトで人気のある内容を確認します。ウェルカム バナーとアクションは、ユーザーが始
めやすいようにサイトロールに合わせて設定されています。

l

専用の [お気に入り] ページと[最近] ページでは、ユーザーが最も重要なコンテンツすべて
にアクセスできます。関連コンテンツを検索するには、各ページの右側にある並べ替えオプ
ションとフィルター オプションを使用します。

l

左側にある新しいナビゲーションパネルでは、[検索] ページを含むサイト上の重要なペー
ジ間をすばやくジャンプすることができ、すべてのサイトコンテンツを1 つの場所で表示する
ことができます。パネルは画面サイズに対してレスポンシブで、展開することができます。
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l

ユーザーがビジュアライゼーションを表示または作成すると、左側のナビゲーションパネルが
非表示になり、分析用のスペースがさらに広くなります。ヘッダーがコンパクトで、プロジェクト
階層の移動、サイトの検索、必要に応じたお気に入りへのアクセスを容易に行うことができ
ます。

詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「Tableau サイトの概要」を参照してください。
アラートのサイドパネル

任意のビューでユーザーが[アラート] を選択すると、Viz で既に存在しているアラートが新しいパ
ネルに表示されます。他のユーザーに表示されるアラートを作成するには、アラートの作成時に
[他のユーザーにも表示する] を選択します。2019.2 より前に作成されたアラートは他のユー
ザーには表示されませんが、更新は可能です。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの
「Tableau Cloud または Tableau Server からのデータ主導アラートの送信」を参照してくださ
い。
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Viewer (ビューアー) ロールでサポートされているカスタム ビュー

以前は、カスタムビューの作成には Creator または Explorer ライセンスが必要でしたが、現在
は Viewer (ビューアー) もそれらを作成できるようになりました。詳細については、Tableau ユー
ザーヘルプの「カスタムビューの使用」を参照してください。
サイトで既定のスタートページの設定

管理者は、サイト上のすべてのユーザーに対する既定のスタートページを設定できます。サイ
トユーザーがTableau Cloud にサインインするときに、管理者が設定したスタートページにラン
ディングします。詳細については、すべてのユーザーの既定のスタートページの設定を参照して
ください。
Web 作成の向上
l
l

データソースの作成時に、パラメーターでストアドプロシージャを追加します。
選択したマークのマーク全体との比較、行と列、集計など、ビューに関する情報を見つける
には、Web 作成のステータスバーを参照してください。ステータスバーの詳細については、

l

Tableau ユーザー ヘルプの「ステータスバーの情報」 を参照してください。
フィールドをドロップするメニューを使用し、フィールドの集計を変更します。任意のカードや
シェルフのフィールドを右クリックしながらドラッグし(macOS では左クリックしてOption を押
しながらドラッグ)、集計タイプを選択します。これにより、選択した集計でカードまたはシェル

l

フにフィールドがドロップされます。
パラメーターを作成、編集、削除します。

2019 年 2 月の追加
コンテンツブラウジングの改善

共有コンテンツを新しい方法でブラウジングできます。プロジェクトを開くと、そのプロジェクトに
含まれるすべてのコンテンツ(ワークブック、ビュー、データソース、フロー、ネストされたプロジェク
ト) を単一のグリッドまたはリストで表示することができます。異なるコンテンツタイプで別々の
ページを移動する必要がなくなるため、コンテンツを見つけるのが簡単になりました。詳細につ
いては、「Tableau サイトの概要」を参照してください。
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「データに聞く」 (Ask Data) 機能で Viz を自動的に作成する

「データに聞く」 (Ask Data) は、データを操作するためのまったく新しい方法で、Tableau で質問
を入力すると瞬時に回答が得られます。回答は自動的なデータビジュアライゼーションの形で
得られ、フィールドを手動でドラッグアンドドロップしたり、データ構造のニュアンスを理解したり
する必要はありません。
「データに聞く」 (Ask Data) を使用すると洗練された自然な質問をでき、時系列分析や空間
分析のような主要な分析概念や、「去年」、「一番早い時期の」、「一番人気の」といった会
話調のフレーズの理解がサポートされています。
「データに聞く」 (Ask Data) は、データソースに直接アクセスできるすべてのユーザーロール、つ
まりCreator、Explorer、インタラクターで利用可能です。
詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「「データに聞く」 (Ask Data) 機能を使用した自動
的なビューの構築」を参照してください。
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ベクトル タイルの背景マップ

Tableau Cloud や Tableau Public で作成されたマップ、またはこれらにパブリッシュされたマップ
ではベクトルタイルが使用されるようになり、地理的データの探索を迅速に行えるようになりま
した。パンとズームの際にマップの表示がよりシャープで滑らかになり、ラベルやアイコンのサイズ
や形状がビューに合わせて動的に変化します。新しいベクトルタイルのマップでは、操作性が
滑らかで軽くなるように、Tableau の背景マップに利用している基盤テクノロジーが変更されま
した。また、Tableau マップの背景地図製作法も更新されました。
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Web 作成の新しいクラウドコネクタ

Tableau Cloud または Tableau Server をお使いのデータに接続するために、Box、Dropbox、
Google Drive、Google BigQuery、OneDrive コネクタを使用します。詳細については、
Creators: Web 上のデータへの接続を参照してください。
プロジェクトカードの画像

プロジェクトカードの画像はプロジェクトカードに表示されなくなります。ただし、プロジェクトカー
ドがプロジェクトの説明に最後に使用したアイテムとして追加され、! (感嘆符) で囲まれている
場合は除きます。詳細については、「プロジェクトイメージの追加」を参照してください。
サブスクリプション通知の一時停止

ビューまたはワークブックをサブスクライブすると、定期的にメールによるそのコンテンツのスナップ
ショットを受信します。何かの原因でサブスクリプションの失敗が起こる場合には、失敗アラート
を再開または削除するリンクが記載されたメール通知を受信します。詳細については、ビューま
たはワークブックへのサブスクリプションの作成を参照してください。
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Tableau Cloud および Tableau Public での新しい地理的データの表示

Tableau Cloud およびTableau Public には、Tableau Desktop とは異なる新しいソースの地
理的データがあります。マップがTableau Desktop で地理的データ層を使用する場合、その
マップをTableau Cloud または Tableau Public にパブリッシュすると、凡例内の期間や値の区
切りなど、若干の違いに気づくかもしれません。さらに、Tableau Desktop で"Block Group (グ
ループをブロック)" データ層オプションを使用するマップは、Tableau Cloud または Tableau
Public へのパブリッシュ時に自動的に"Census Tract (国勢統計区)" に更新されます。
Tableau Desktop に表示される以下の6 つの地理的データ層は、マップをTableau Cloud ま
たは Tableau Public にパブリッシュする際には存在しません。
l
l
l
l
l
l

母集団増加の投影
世帯増加の投影
住戸数増加の投影
可処分所得 (中央値)
着工年 (中央値)
居住期間 (平均年数)

Tableau Desktop からTableau Server にマップをパブリッシュしても、矛盾が生じることはありま
せん。
フィルターの向上

ビュー内の複数値のフィルターで複数の値を選択するには、Ctrl を押しながらクリックします
(Mac では Control を押しながらクリック)。選択した値は、隣接しない可能性があり、灰色の
ハイライトで示されます。値の選択時に、チェックボックスのいずれかをクリックして、同時に値
を消去または選択することができます。
Web 作成機能の拡張
l

Web 作成用の新しいクラウドコネクタ: Tableau Cloud または Tableau Server をお使い
のデータに接続するために、Box、Dropbox、Google Drive、Google BigQuery、
OneDrive コネクタを使用します。

l

データの向上: Tableau Cloud または Tableau Server の新しいデータソースに接続して
いる作成者は、初期 SQL の実行やカスタムSQL クエリへの接続を行い、結合計算を
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追加して結合内のフィールド間の不一致を解決できるようになりました。
l

ダッシュボードアイテムの区別を明確にするため、[レイアウト] ペインの[アイテムの階層]
領域またはキャンバス上の各オブジェクトのドロップダウンメニューを使用して、名前を変
更できるようになりました。

l

Web へのパブリッシュ後、ブラウザで[デバイスのレイアウトをプレビュー] をクリックすると、デ
スクトップコンピューター、タブレット、スマートフォンでのデザインの外観を確認することが
できます。

新機能に関連する詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成のヘルプの「新機能」
も参照してください。

管理ビューを使用してTableau Bridge の抽出更新タスクを確認および監視する

管理ビューを使用して、Tableau Bridge で実行される抽出更新タスクを確認および監視しま
す。詳細については、Bridge の抽出を参照してください。
Tableau Bridge で抽出の更新のタイムアウト制限を設定する

更新タスクを長時間実行しても他の抽出の更新に影響が出ないようにするため、Tableau
Bridge クライアントで実行される更新タスクにタイムアウト制限を適用できます。詳細について
は、更新のタイムアウト制限の構成を参照してください。
Tableau Cloud で Tableau Bridge クライアントのバージョン番号を確認する

サイト管理者は、サイトに関連付けられたTableau Bridge クライアントのバージョン番号を
Tableau Cloud で確認できます。

Tableau Software

69

Tableau Cloud ヘルプ
注: クライアントのバージョン番号がない場合は、クライアントがインストールされているコン
ピューターにログオンしてクライアントからTableau Cloud へサインインします。それでもバージョ
ン番号が表示されない場合は、最新のクライアントにアップグレードすることを検討してくださ
い。
ヘルプのデザイン

コンテンツのナビゲーションに役立つ更新が行われ、新しい右クリックメニューが加わりました。
これにより、1 つのページ上でさまざまなトピックをすばやく検索し、選択することができます。

2018 年 10 月の追加
Web 作成機能の拡張
l

密度マップおよびグラフの作成密度マークを使用して、データ内の「ホットスポット」を特
定できるようなマップおよびグラフを作成します。

l

ダッシュボードにイメージオブジェクトを追加します。簡単にイメージの調整、ターゲット
URL の追加、および代替テキストの追加を行い、ダッシュボードのアクセシビリティを向
上させます。

l

ダッシュボードにナビゲーションボタンを追加します。ボタンがあると、ユーザーが別のダッ
シュボード、シート、またはストーリーに移動するのに役立ちます。オプションで独自のイ
メージを使用してボタンをカスタマイズするか、ガイドとなるツールヒントテキストを追加し
ます。

l

ワークシートの背景色を[なし] に設定してワークシートを透明にします。

l

[クロス集計として複製] を選択すると、ワークブックに新しいワークシートを挿入し、シー
トに元のワークシートからのデータのクロス集計ビューを表示します。

l
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新機能に関連する詳細については、Tableau Desktop とWeb 作成のヘルプの「新機能」
も参照してください。

製品のヘルプ検索、ナビゲーション、およびレイアウトの改善

製品ヘルプの検索結果に、すべてのTableau 製品とヘルプ記事に関する結果が含まれるよう
に拡張されました。目次の配置やパンくずなど、ヘルプのレイアウトやナビゲーションが更新さ
れ、製品間のヘルプ使用感で統一性が向上しました。
行レベルでの抽出データの保護

Tableau では、行レベルのセキュリティを実装するために既存の方法を使用して、行レベルでの
抽出データを保護します。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「データ行レベルでのア
クセスの制限」を参照してください。

2018 年 7 月の追加
Tableau Cloud がLinux サーバーに移行しました。詳細については、Tableau Web サイトの
「Tableau Cloud ポッドの移行」を参照してください。
Tableau ヘルプの変更点

製品ヘルプの検索結果に、すべてのTableau 製品とヘルプ記事に関する結果が含まれるよう
に拡張されました。目次の配置やパンくずなど、ヘルプのレイアウトやナビゲーションが更新さ
れ、製品間のヘルプ使用感で統一性が向上しました。
Tableau Bridge とTableau Desktop の個別インストール

2018.2 リリース以降、Tableau Bridge は Tableau Desktop とは別にインストール可能です。
Tableau Bridge の要件、以前のバージョンのTableau Desktop との互換性、およびTableau
Bridge クライアントインストールの詳細については、「Tableau Bridge のインストール」を参照し
てください。
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Tableau Bridge での自動再起動なし

スタンドアロンのTableau Bridge クライアントでは、自動的に再起動するために自動再起動
間隔を使用していません。以前のバージョンのTableau Bridge で必要な自動再起動間隔の
詳細については、Tableau ナレッジベースの「Tableau Bridge のよくある質問 (英語)」を参照
してください。
注: Tableau Bridge 2018.1 以前からTableau Bridge 2018.2 にアップグレードする場合、構
成ファイルに残っている自動再起動間隔は無視されます。
Tableau Cloud でのフォントのサポート

Tableau Cloud は次の「Web 対応」フォントが含まれています。Arial、Courier New、
Georgia、Tableau、Times New Roman、Trebuchet MS、Verdana。
ビジュアライゼーションでTableau Cloud では使用できないフォントが使用されている場合、
Tableau Cloud は代わりに既定のシステムフォントを使用してビジュアライゼーションを表示し
ます。詳細については、Tableau Web サイトのナレッジベース項目「パブリッシュした後、予想
どおりのフォント表示がされない」 を参照してください。
アプリケーションモードを使用してTableau Bridge でライブ接続を確認する

アプリケーションモードを使用してTableau Bridge でライブ接続をすぐに確認できるようになり
ました。つまり、サイト管理者がこのオプションを有効にしている場合、ユーザーがWindows に
ログオンしているときだけライブクエリを実行するよう選択することもできます。詳細については、
「Tableau Bridge のしくみ」を参照してください。
Tableau Cloud でのダッシュボードの拡張機能の管理

ダッシュボードの拡張機能によって、ユーザーが他のアプリケーションのデータをTableau で直接
操作できる新しい方法を提供するWeb アプリケーションが提供されます。Tableau で実行を
許可するダッシュボードの拡張機能を制御し、拡張機能によるデータへのアクセスを管理する
ことができます。拡張機能の制御に関する詳細については、Tableau Cloud でのダッシュボー
ドの拡張機能の管理を参照してください。
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@mentions でデータコメントに同僚を含める

ビューで見つけた説得力のあるデータについての会話に誰かを含めるには、コメントに
@mention します。名前を入力し始めると、御社のTableau アカウントにマッチする同僚の名
前が表示され、そこから選択できます。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「ビューのコ
メント」を参照してください。

サイト管理者は @mentions をサイト設定の全般セクションで無効にできます。
Web 作成機能の拡張
l

外部アプリケーションをダッシュボードの拡張機能に接続することでダッシュボード機能を
強化します。Tableau ユーザーヘルプの「ダッシュボードの拡張機能を使用する」を参照
してください。

l

ダッシュボードアイテムに視覚的なグリッドを割り当てる。Tableau ユーザー ヘルプの「ダッ

シュボードのサイズとレイアウト」 を参照してください。
l

キーボードショートカットを使用してWeb で迅速にビューを作成および編集します。
Tableau ユーザーヘルプの「キーボードショートカット」を参照してください。

l

マルチ接続データソースを作成し様々なデータベースからのデータを統合する( クロス
データベース結合) 。Tableau ユーザーヘルプの「データの結合」を参照してください。
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l

Web 上の同じデータ接続からのデータをユニオンする。Tableau ユーザーヘルプの「デー
タのユニオン作成」を参照してください。

l

ファイルベースのデータソースを扱う際には、データをクロス集計書式からコラム書式にピ
ボットすることができます。Tableau ユーザーヘルプの「ピボットデータ([列] から[行])」を
参照してください。

l

データグリッドにある選択した値をCtrl+C (Windows) または (Command+C) (macOS)
を押してコピーします。あるいは、メタデータグリッド内の選択した値をコピーするには、
右クリックし、[コピー] を選択します。

l

スキーマ検索を使用して[データ] ペインのフィールドを検索します。

l

並べ替えの管理が向上。各ペインのコンテキスト内でディメンション値を並べ替えるに
は、ネストされた並べ替えを使用します。計算フィールドの作成やディメンションの組み
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合わせを行う必要はなくなりました。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「視覚
化でのデータの並べ替え」を参照してください。
また、ビューの[列]または[行]でディメンションィールドを右クリックすることで[並べ替え] ダイ
アログボックスにアクセスできるようになりました。
l

ビューを変更した場合( 例えば、フィルターの調整など) 、まずカスタムビューを保存せず
に、データドリブンアラートを作成できるようになりました。

l

2 つの方法で[軸の編集] ダイアログボックスを開けるようになりました。軸の一番上( 垂
直軸) の近くまたは右( 水平軸) にカーソルを合わせて、表示されるドロップダウン矢印を
クリックします。または、軸をダブルクリックします。

Tableau Software

75

Tableau Cloud ヘルプ
l

軸の[対数] スケールを選択したら、[対称] を指定して0 または負の値を含むデータを
スケール軸に表示します。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「軸の編集」を
参照してください。

l

ビューを右クリックして注釈を作成および削除し( ワークシートまたはダッシュボードで) 、
次にポイントまたはマーク注釈を選択します。注釈を再度右クリックすると注釈を編集
または削除できます。
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Tableau Cloud にすでにパブリッシュされている抽出における計算のマテリアライズ

Tableau Cloud にパブリッシュ済みの抽出に含まれる計算をさかのぼってマテリアライズする必要
がある場合は、tabcmd を--addcalculations オプションと共に使用してパブリッシュ済み
の抽出を更新します。抽出での計算のマテリアライズの詳細については、Tableau ユーザーヘ
ルプの「抽出での計算のマテリアライズ」を参照してください。tabcmd オプションの詳細について
は、refreshextracts workbook-name または refreshextracts datasource-nameを参照してくだ
さい。

2018 年 4 月の追加
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新しいユーザーベース期間ライセンスを使用可能

Tableau では様々なタイプのユーザーベース期間ライセンスが提供されるようになり、Web 作
成など一連の機能を様々な価格で利用できます。これにより組織は、様々なユーザーでの
データ分析やデータビジュアライゼーションのニーズに合わせてライセンスを設定する、より大き
な柔軟性が得られます。詳細については、「ユーザーベースのライセンス」を参照してください。
または各ライセンスの権限については、「Tableau の価格」を参照してください。
クラウドベースのデータをダッシュボードスターターですばやく分析

ダッシュボードスターターは、Salesforce、ServiceNow、Oracle Eloqua、Marketo などのクラウ
ドベースのシステムから得たデータをすばやく作成および分析するのに役立ちます。新しいワー
クブックを作成し、主要なビジネスメトリクスに合わせて作成された美しく情報豊かな数種類
のデザインから選択するだけです。詳細については、アクセラレーターを使用してデータを迅速
に可視化するを参照してください。
Tableau Bridge の追加クライアントの構成によるライブ接続の負荷分散

サイト管理者は、別のコンピューターにTableau Bridge の追加クライアントを構成し、ライブク
エリを負荷分散することができます。詳細については、「パブリッシャーにオンプレミスデータへの
ライブ接続の維持を許可」を参照してください。
Tableau Bridge を使用した進行中のスケジュールされた抽出更新のキャンセル

場合によっては、進行中の抽出更新をキャンセルする必要があります。Tableau Bridge を使
用してスケジュールに従って抽出を更新するように構成している場合、進行中の抽出更新を
キャンセルできます。詳細については、「Tableau Bridge データソースのスケジュールの作成」
を参照してください。
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Web 上のデータへの接続

Creator ユーザーライセンスがあると、ブラウザで直接データに接続できます。Excel またはテキ
ストベースのデータソースをアップロードし、クラウドデータベースやエンタープライズのサーバー上
に格納されているデータに接続するか、サイトに保存されているパブリッシュされたデータに接続
します。詳細については、「Creators: Web 上のデータへの接続」を参照してください。
Web 上のデータの準備

Creator ユーザーライセンスでは、[データソース] タブを使用して分析用データの準備を行いま
す。結合の作成、新しいデータソースの追加、Data Interpreter を使用したデータのクリーニン
グなどを行います。詳細については、「Creators: Web 上のデータの準備」を参照してください。
埋め込みビューへのアクセシブルなツールバーの追加

すべてのユーザーがコメントを追加したり、ビューをダウンロードしたり、他のユーザーと共有でき
るよう、作成者はアクセシブルなツールバーを有効にすることができます。詳細については、
「ビューのパブリッシュと埋め込み」および「アクセシビリティのためのビューの作成」を参照してくだ
さい。
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以前のバージョンの Tableau でのワークブックのダウンロード

別のバージョンのTableau にワークブックをダウンロードする必要があることがあります。たとえ
ば、ワークブックを以前のバージョンのTableau Desktop で開く必要がある場合などです。現
在のバージョンでワークブックをダウンロードするか、以前のバージョンにダウングレードするオプ
ションがあります。バージョンの互換性の詳細については、「バージョン間でワークブックの互換
性を持たせる」を参照してください。.
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Web 作成機能の拡張
l

Web 上でビューを編集する場合、行のヘッダーの幅および列のヘッダーの高さをサイズ変
更できます。

l

[表示形式] がダッシュボードで利用できるようになりました。

l

テキストを編集するには、注釈をダブルクリックします。

l

ツールヒント内 Viz ワークシートの非表示と表示を切り替えます。ツールヒント内 Viz であ
るターゲットワークシートで[非表示] をクリックします。ツールヒント内 Viz ワークシートを
再度表示するには、ソースワークシートで[すべてのシートの再表示] をクリックします。

l

ビュー内の階層データをフィルターするには、[階層内のすべての値] フィルターオプション
を使用します。
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l

線マークタイプをステップラインまたはジャンプラインに変更するには、[マーク] カードの
[パス] プロパティをクリックします。

l

軸設定を編集するには、軸をダブルクリックします。

2018 年 2 月の追加
コメントを削除してディスカッションスレッドを合理化する

コメントが不必要または不正確な場合、簡単に削除できます。右上隅にあるX をクリックする
だけです。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「ビューのコメント」を参照してください。

2018 年 1 月の追加
Tableau Cloud サーバーはバージョン10.5 にアップグレードされました。
データソースの推奨

推奨されるデータソースは Tableau Desktop ユーザーにTableau Server およびTableau
Cloud にパブリッシュされた関連するデータソースを示します。このような推奨は、現在のユー
ザーと同じような使用行動をとる所属の組織の他ユーザーにより使用されているパブリッシュさ
れたデータソースに基づきます。
提案の内容を正確に、そして最新に保つため、サーバーでは定期的に以下の内容を確認し
ます。
l

新しいコンテンツ(新規または更新されたデータソースなど)。

l

新しい使用情報 (Laura Rodriquez が食品のケータリングデータソースを使用した、
Henry Wilson が月ごとの売り上げデータソースを使用した、など)。

推奨されるデータソースの詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「認定、推奨データ
ソースおよびテーブルの使用」を参照してください。
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ネストされたプロジェクト

より広範なエリア内でコンテンツをサブセクションに分割したい場合に、プロジェクトの階層を作
成できるようになりました。たとえば、各部門のプロジェクトを作成できます。それぞれの最上位
のプロジェクトには、認証済みのデータへの接続や進行中のコラボレーションなど、利用者の利
用方法によって個別のコンテンツが入ります。詳細については、次の記事を参照してください。
l

プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセスの管理

l

「Web でのTableau への移動」記事の「プロジェクトの移動」

抽出ファイルが新しい .hyper 形式を使用

抽出を作成するときは、新しい.hyper 形式が使用されます。この新しい形式の抽出は、改良
されたデータエンジンを活用します。以前のデータエンジンと同じ分析およびクエリパフォーマン
スをサポートしますが、より大きな抽出に向いています。また、.tde 抽出で抽出タスクを実行す
ると、抽出が.hyper 抽出にアップグレードされます。詳細については、「.hyper 形式への抽出の
アップグレード」を参照してください。
値の計算方法の変更

データソースの効率性とスケーラビリティを向上させるため、また商用データベースと調和した結
果を生成するために、バージョン10.5 ではデータソースに含まれる値を異なる方法で計算でき
ます。場合によってはこの変更により、バージョン10.4 (およびそれ以前) とバージョン10.5 (およ
びそれ以降) の間でビューに含まれる値やマークに違いが生じる可能性があります。これは抽出
データソースに該当するほか、複数接続データソース、ファイルベースのデータへのライブ接続を
使用するデータソース、Google スプレッドシートのデータに接続するデータソース、クラウドベー
スのデータソース、抽出のみのデータソース、WDC データソースに該当する可能性がありま
す。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「ビュー内の値とマークの変更」を参照してくだ
さい。
Desktop のオペレーティングシステム要件 (64 ビットを32 ビットに置換)

バージョン10.5 以降、Tableau Desktop、Tableau Reader、およびTableau Public (デスクトッ
プ) は 64 ビットのオペレーティングシステムでのみ実行できます。32 ビットのWindows オペレー
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ティングシステムに対応しているのは、Tableau Desktop、Tableau Reader、およびTableau
Public のバージョン10.4 までです。
Web 作成での新機能
l

テキストオブジェクトのダッシュボードへの追加と編集。

l

ワークシートとダッシュボードのタイトルの編集。タイトルをダブルクリックして、[タイトルの
編集] ダイアログボックスを開きます。

l

傾向線の編集と傾向モデルの説明表示。傾向モデルを表示するには、傾向線の任
意の場所にカーソルを合わせます。Web 上で傾向線を編集するには、傾向線をクリッ
クしてカーソルを固定し、[編集] メニューをクリックします。

l

傾向線の[累乗] オプションへの追加。

l

1 つのディメンションを[データ] ペインの別のディメンションにドラッグすることによる階層の
作成。

l

フィールドへの既定のカラープロパティの設定。

l

定量的色の凡例での詳細設定の使用 (日付は含まれていません)。

l

Web 上での軸の編集。Web で[軸の編集] ダイアログボックスを開くには、ビューの軸を
ダブルクリックします。[軸の編集] ダイアログボックスで使用できるオプションには、[二軸
を同期]、軸範囲のクリア([リセット])、およびメモリの編集などがあります。また、フィール
ドのコンテキストメニューで[二重軸] を有効または無効にすることもできます ([行] また
は [列] シェルフの[メジャー] フィールドを右クリック)。

フィルター検索は既定で非表示

フィルター検索オプションはページの右側にあり、デフォルトで非表示です。[フィルター] ペインが
開いているときは暗い色のアイコン(
イコン(

)、[フィルター] ペインが閉じているときは明るい色のア

) に切り替わります。検索の詳細については、「コンテンツの検索」を参照してくだ

さい。
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フィルター検索を使用するには、

をクリックします。

2017 年の追加
2017 年 9 月 の追 加
Tableau Cloud サーバーはバージョン10.4 にアップグレードされました。
データ主導アラート

データがビジネスにとって重要なしきい値に達すると、データ主導アラートが自動的にユーザーが
指定した主要な人々にメール通知を送信します。これらのアラートを作成および管理する方
法の詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「データ主導アラートの送信」を参照してくだ
さい。
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データソース証明書

適切なデータソースを選別してデータを洗う際、この証明書が役立ちます。サイト管理者およ
びプロジェクトリーダーは、組織のセキュリティおよびコンプライアンス基準、または定義されるそ
の他のあらゆる基準を満たすデータソースを認定できます。詳細については、「ユーザーが信
頼できるデータを見つけやすくするため認証を使用する」を参照してください。
Tableau Bridge のライブ接続サポート

Tableau からアクセスを求めることなく、サイト管理者がTableau Bridge のライブクエリ機能を
有効化できるようになりました。Tableau Bridge を使用してオンプレミスのリレーショナルデータ
へのライブ接続を維持したり、抽出の更新をスケジューリングして実行することができます。詳
細については、「Tableau Bridge を使用したデータの鮮度に関するオプションの拡張」を参照
してください。
ビュー上でのコメント機能の強化

データから有用な情報を引き出すために行うやり取りをさらに促進できるよう、コメント機能の
デザインを一新しました。新しい[コメント] ペインはビューの下ではなく右側に表示されるため、
会話とデータを同時に閲覧できます。プロファイル画像も自動的に表示されるため、素早く他
のユーザーを識別できます。話に上がっているデータを強調するために、コメントを付与したイ
ンタラクティブなスナップショットを追加して、フィルターを適用したビューをシェアできます。
デスクトップブラウザで追加したコメントはすべてTableau Mobile でも表示される(逆も同じ) た
め、場所を選ばずに仕事仲間と簡単にやり取りを行えます。コメントが含まれるワークブックを
編集しても、(ビューの名前が変わらない限り) コメントはビューに残ったままになります。詳細に
ついては、「ビューのコメント」を参照してください。
ビューを表示したユーザーを把握

自分がビューを所有している場合、組織内の誰がビューを閲覧したのか素早く確認できま
す。メインサイトページの最上部にある[ビュー] をクリックします。次に対象のビューにカーソル
を合わせ、右上のメニューで[このビューを表示したユーザー] を選択します。
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埋め込みビューにおけるWCAG 準拠のドロップダウンフィルター

埋め込みビューからアクセスした場合、単一の値 (ドロップダウン) や複数の値 (ドロップダウン)
のフィルターがWCAG に準拠するようになりました。詳細については、「アクセシビリティのための
データビューの作成」および「アクセシビリティのためのビューの作成」を参照してください。
Web 作成での新機能
枠線と背景色をコントロールしつつ、ダッシュボードの余白を正確に調整

今まで空のオブジェクトを使ってダッシュボードのレイアウトを調整していたのであれば、この新し
い余白調整機能が活躍するはずです。パッディングによってダッシュボード上の各アイテムを正
確に配置できるだけでなく、枠線と背景色を使ってそれらを視覚的に強調できます。詳細につ
いては、「パディング、境界線および背景色をアイテム周辺に追加する」を参照してください。
Web 上でビュー ツールバーをオンにする

以前のリリースでは、Web 上でオーサリングするときにマップビューで作業しているときのみビュー
ツールバーを表示、使用できました。これ以後、ビューツールバーは Web オーサリング中のワー
クブックで、あらゆるビューまたはダッシュボードからオンにすることができます。トップメニューから、
[ワークシート] > [ビュー ツールバーの表示] の順に選択してオプションを選択します。
グループの編集

Tableau バージョン10.4 から、グループを編集できるようになりました。グループを編集するに
は、[データ] ペインでグループフィールドを右クリックし、[グループの編集] を選択します。そうする
と[グループの編集] ダイアログボックスが開くので、既存のグループのメンバーを追加/削除した
り、グループフィールドで新しいグループを作成したりできます。また、[別の] グループを[含める]
ことも可能です。詳細については、「データのグループ化」を参照してください。
別名の作成

Tableau バージョン10.4 から、ディメンションのメンバーの別名を作成し、ビューに表示されるラ
ベルを変えることができるようになりました。フィールドの別名を作成するには、[データ] ペインで
ディメンションを右クリックし、[別名] を選択します。[別名の編集] ダイアログボックスの[値 (別
名)] でメンバーを選択し、新しい名前を入力します。詳細については、「別名を作成して
ビューのメンバーの名前を変える」を参照してください。
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線の書式設定

Web での作成時に、ワークブック内のすべての線をすばやく変更することができます。[書式設
定] > [ワークブック] を選択し、[ワークブックの書式設定] で[線] セクションを展開して選択を
行います。詳細については、「ワークブックレベルで書式設定」を参照してください。

2017 年 7 月 の追 加
サブスクリプションスケジュール用の、ユーザー固有のタイム ゾーン

これまでのサブスクリプションスケジュールは単一のゾーンに制限されていましたが、任意のタイ
ムゾーンをユーザーが選択できるようになりました。ブラウザウィンドウの一番上で名前をクリッ
クしてから、[アカウント設定] を選択します。次に、[サブスクリプションタイム ゾーン] のところ
で、作成するスケジュールで使用するタイムゾーンを選択してください。

2017 年 6 月 の追 加
すべての抽出の更新に既定のタスク優先順位を適用

すべてのTableau Cloud の顧客に処理が公正に配分されるように、スケジュールされた抽出
の更新のタスク優先順位をサイト管理者が設定する機能が削除されています。以前に設定
された優先順位はすべて既定の値に戻ります。

2017 年 5 月 の追 加
Tableau Cloud サーバーはバージョン10.3 にアップグレードされました。
Tableau Cloud 同期クライアントは Tableau Bridge に進化しました。

要求に応じて提供される限定リリースです。Tableau Online 同期クライアントがいくつかの新
機能とともに新しい名前を授かりました。Tableau Bridge を使用してオンプレミスのリレーショナ
ルデータへのライブ接続を維持できます。また、抽出の更新のスケジュール用にこれまで同期
クライアントに提供されていた機能は、すべてBridge にも備わっています。既存のスケジュー
ルは、同期クライアントでこれまで定義されていた通りに引き続き実行されます。
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ライブクエリ機能は、現在はサイト管理者によって、要求に応じてのみ利用できます。詳細に
ついては、「Tableau Bridge を使用したデータの鮮度に関するオプションの拡張」を参照してく
ださい。
アイデンティティプロバイダーからの暗号化されたSAML アサーション

アイデンティティプロバイダーからの暗号化されたSAML アサーションがTableau Cloud でサポー
トされるようになりました。SAML のシングルサインオンの設定の詳細については、「サイトでの
SAML 認証の有効化」を参照してください。
サポートユーザーのサイトアクセス

Tableau Cloud 管理者は、承認されたTableau サポート技術者にTableau Cloud サイトへの
アクセスを許可して、カスタマーサポートのケースをトラブルシューティングできるようにすることが
できます。詳細については、「サポートアクセスの有効化」を参照してください。
ヘルプのリニューアル

バージョン10.3 以降、Tableau Desktop ヘルプは Tableau ヘルプに変更となります。Tableau
ヘルプには、Tableau Desktop、Tableau Server、およびTableau Cloud でのデータの分析や
使用に関連したすべてのヘルプトピックが含まれます。このヘルプはワークブックやデータソース
を作成してパブリッシュするユーザーや、Tableau でビューを閲覧、操作、共有するユーザー向
けです。
この変更に関するフィードバックや、当社のコンテンツ改善に関してのフィードバックやアイディア
がございましたらお知らせください。各ページの上部にあるフィードバックバー([このページは役に
立ちましたか?]) を使用すると、コメントフィールドが開きフィードバックを送信できます。
「Web でのTableau の使用」には、これまでTableau Server ヘルプや Tableau Cloud ヘルプに
あったトピックへのリンクがあります。
Web 作成での新機能

Tableau Server とTableau Cloud でのWeb 作成に関するトピックが、バージョン10.3 以降
Tableau ヘルプへと移動しました。
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データソースの保存

パブリッシュされたワークブックに埋め込まれているデータソースを、他のユーザーが接続できる
独立したパブリッシュ済みデータソースとしてTableau Server およびTableau Cloud 上に保存
できるようになりました。データソースを保存する際に、ワークブックを更新して新しく保存した
データソースと接続するかどうかを選ぶことができます。

定量的色の凡例の編集

カラーパレットを編集してWeb 作成で連続した色の凡例を使用できるようになりました。[色
の編集] ダイアログボックスは、[マーク] カードから開くか、または凡例のドロップダウン矢印をク
リックして開くことができます。
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[マーク] カード:

凡例

HEX 値を入力して最初と最後にカスタム色を設定することもできます。

独立した凡例の色の編集

ビューでメジャーに個別の色の凡例を作成する場合に、既定のカラーパレットや、ビューが
Tableau Desktop からパブリッシュされる際に色の凡例ごとに割り当てられたカラーパレット以外
も使用できるようになりました。
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Web 作成モードでは、色の凡例ごとに異なるカラーパレットを選択できるようになりました。凡
例のドロップダウン矢印をクリックして[色の編集] ダイアログボックスを開き、カラーパレットを選
びます。HEX 値を使用して最初と最後にカスタム色を設定することもできます。

ユーザーによるマップの操作方法のカスタマイズ

Web 作成モードで、次のように[マップオプション] ダイアログボックスを使用して、利用者がマッ
プビューを操作する方法をカスタマイズできます。
l
l
l
l

マップスケールの表示
マップ検索の非表示
ビュー ツールバーの非表示
パンとズームをオフにする

詳細については、「ユーザーによるマップの操作方法のカスタマイズ」を参照してください。
Web 上での数値の書式設定

Tableau Server およびTableau Cloud 上のビューでメジャー用の数値の基本的な書式設定
を指定できるようになりました。詳細については、「Tableau Server や Tableau Cloud での数
値とNULL 値の書式設定」を参照してください。
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ストーリーの作成

Web 作成で、ストーリーを作成することでデータを物語風に伝えたり、背景を提供したり、決
定と結果の関連を示したりすることができます。または、単に強力な説明を行うこともできま
す。詳細については、「ストーリーの作成」を参照してください。
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ビンの作成と編集

連続メジャーからビンを作成し、Tableau Server や Tableau クラウドで編集します。Tableau
Desktop での操作方法と同様です。詳細については、「連続メジャーからのビンの作成」を参
照してください。
ビューでの表示形式へのフィールドのドラッグ

該当するディメンションやメジャーを選択して、ビューエリアにドラッグします。[表示形式] ビュー
が自動的に作成されます。その後、他の[表示形式] オプションをクリックしてさまざまなビュー
タイプを試してみることができます。
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ビューでの連続した階層のドリルアップとドリルダウン

連続した階層のあるビューでは、連続軸上のヘッダー付近にカーソルを置いて[+] や [-] のコント
ロールを表示します。クリックしてドリルダウンまたはドリルアップします。
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2017 年 3 月 の追 加
Google 認証

Google 認証によって、Tableau Cloud でGoogle ID とパスワードが使用できるようになり、便
利になりました。これにより、Tableau Cloud へアクセスするときにサインインを要求されることが
少なくなります。これらの認証資格情報は、サイト管理者によって一元管理されているため、
複数のパスワードをリセットする必要がなくなりました。Google 認証の詳細については、「認
証」を参照してください。
サブスクリプションのカスタム スケジュール

これまでサブスクリプションスケジュールは一連の標準オプションに限定されていましたが、スケ
ジュールが最適に機能するようにメール通知を受信できるようになりました。詳細については、
「ビューのサブスクライブ」を参照してください。
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2017 年 2 月 の追 加
Tableau Cloud サーバーはバージョン10.2 にアップグレードされました。
以下の「Tableau Server の新機能」は、Tableau Cloudにも適用されます。
l

アクセシビリティ準拠のサポート
ここで説明している機能は、アクセシブルなビューを作成してTableau Cloudまたは
Tableau Server にパブリッシュするTableau Desktop 作成者向けです。

l

Web 作成機能の拡張

2016 年の追加
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2016 年 11 月 の追 加
Tableau Cloud サーバーはバージョン10.1 にアップグレードされました。
Web 作成機能の拡張
l

ビュー内のヘッダーの表示または非表示。

l

ダッシュボードの読み取り専用デバイスレイアウトを表示する。

全画面ビュー

ビューを拡大するには、ツールバーの一番右にある[全画面表示] をクリックします。ビューを以
前のサイズに戻すには、Esc を押します。

高優先アラートのサブスクリプションを送信する

高優先度の情報が存在する場合にのみビューにデータを含めるよう構成した場合、新しいサ
ブスクリプションオプション[ビューが空の時は送信しない] を選択します。詳細については、
「ビューのサブスクライブ」および「サブスクリプション設定の管理」を参照してください。
tabcmd をダウンロードする新しい場所

Tableau のウェブサイトの「Tableau Server リリース」 ページにて、tabcmd インストーラーを入手
できるようになりました。この場所では常に、最新のバージョンのtabcmd を見つけることができ
ます。
tabcmd のダウンロードは、リリースノートページの、バージョン番号の下にあります。
Tableau Cloud ヘルプからのリンクも変更されました。このリンクをブックマークに追加する場合
は、「tabcmd のインストール」で更新できます。
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Tableau Cloud へのサインイン
Tableau Cloud には Tableau クライアントからサインインできます。クライアントの例としては、
Web ブラウザー、Tableau Desktop、Tableau Bridge およびTableau Mobile があります。直
接、または Web ページに埋め込まれたTableau ビューからサイトにサインインできます。

サインインのオプションと手順
サイト管理者がTableau Cloud サイトをどのように設定したかに応じて、次のいずれかの方法
でサインインします (これらは、認証 タイプとも呼ばれます)。
l

シングル サインオン
シングルサインオン(SSO) とは、ユーザーが社内の他のアプリケーションで使用しているの
と同じユーザー名とパスワード(認証資格情報 ) を使用できるように、管理者がTableau
Cloud サイトを設定していることです。
シングルサインオンを使用する場合、認証資格情報はサードパーティのID プロバイダー
(IdP) によって、Tableau Cloud の外で管理されます。Tableau Cloud にサインインするた
めの認証資格情報を入力すると、承認されたユーザーであることをIdP がTableau
Cloud に通知します。

l

Tableau で MFA を使用
Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合は、TableauID の認証資
格情報ともう一つの検証方法とを組み合わせてTableau Cloud にアクセスします。
TableauID 認証資格情報は、Tableau Cloud サイトにアクセスするために使用されてい
るメールアドレスとパスワードで構成されます。また、これらの認証資格情報によって、オ
ンデマンドトレーニングビデオやホワイトペーパーなどのTableau Web サイト上の他のコ
ンテンツへのアクセス権も付与されます。MFA に登録した後、検証方法を選択できま
す。詳細については、「多要素認証への登録」を参照してください。
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サイトが使 用 する認 証 資 格 情 報 のタイプを判 断 する方 法
サイトがシングルサインオン(SSO) の認証資格情報を使用するように設定されている場合
は、サイト管理者からユーザーに通常通知されますが、ユーザーは組織内の他のプログラムに
サインインする場合と同じユーザー名とパスワードを使用します。
サイトがTableau 認証を使用するように設定されている場合は、サイト管理者からユーザーに
サイトへの招待メールが届きます。メールのリンクをクリックすると、パスワードを作成できます。
電子メールアドレスとパスワードがTableauID となります。さらに、MFA が有効になっている場
合は、サインインするたびに使用する本人確認の検証方法を、少なくとも1 つ登録するように
求められます。
サイトの設定状況や、使用する認証資格情報がわからない場合は、Tableau Cloud のサイ
ト管理者に確認してください。

サインインするには (Tableau Cloud の URL を含 む)
サインイン場所に応じて、次のいずれかを実行します。
次からサインインする場

以下を実行します。

合:
Web ブラウザー

アドレスバーにTableau Cloud の URL

https://online.tableau.com を入力します。
コンテンツをパブリッシュまた
はコンテンツにアクセスする

[サーバー] > [サインイン] を選択し、Tableau Cloud
URL: http://online.tableau.com を入力します。

Tableau Desktop
Tableau Bridge にサインイ
ンするTableau Desktop
Tableau Mobile アプリ
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[サーバー] > [Tableau Bridge クライアントの開始]
を選択します。
[サインイン]、[Tableau Cloud に接続] の順にタップ
します。
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SSO を使用するサイトの場合

1. Tableau Cloud のサインインページでメールアドレスを入力し、[サインイン] をクリックしま
す。
1 つのサイトにのみ追加されている場合は、アイデンティティプロバイダーのサインイン
フォームにリダイレクトされます。再度、ユーザー名とパスワードを入力します。サードパー
ティーがユーザーを認証し、Tableau Cloud にリダイレクトします。
2. SSO を使用する複数のサイトに追加されている場合は、アクセスするサイトのURI
(Uniform Resource Identifier) を入力し、[続行] をクリックします。
2022 年 1 月現在、サイトのプライバシーを維持するにはサイトのURI が必要です。サイ
トのURI は、Tableau Cloud サイトの一意の識別子であり、認証後にサイトのURL に
表示されます。たとえば、サイト名 "Company X" は URL にhttps://us-east1.online.tableau.com/#/site/companyx と表示されます。サイトのURI を
覚えなくてもいいようにする場合は、ブラウザーでサイトのURL をブックマークして、その
Tableau Cloud サイトにすばやくリダイレクトして認証することができます。
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注: サイトのURI を覚えていない場合は、[Forgot Site (サイトを忘れた場合)] を
クリックし、指示に従ってメールアドレスを確認してください。15 分以内に確認コー
ドが1 つだけ送信されます。Tableau からのメールが表示されない場合は、迷惑
メールのフォルダーを確認してください。確認後、ユーザー名に関連付けられている
サイトのリストにリダイレクトされます。このクライアントでは、メールアドレスを30 日
間再確認する必要はありません。

Tableau 認証を使用するサイトの場合

1. Tableau Cloud のサインインページで、メールアドレスとパスワードを入力し、[サインイ
ン] をクリックします。
Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、MFA 登録プロセス中
に選択した検証方法を使用してID を検証するように求められます。注: Tableau
Cloud に初めてサインインする場合や MFA に初めて登録する場合は、以下の「多要
素認証への登録」を参照してください。
2. 管理者がユーザーを複数のTableau Cloud サイトに追加している場合は、サイトを選
択するよう要求されます。

サインアウトするには
サインアウトするには、任意のページの右上隅にある表示名を選択し、[サインアウト] を選択
します。
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サイトでシングルサインオンが使用されており、[サインアウト] リンクが表示されない場合は、ブラ
ウザータブまたはウィンドウを閉じます。サイトおよび会社のユーザー情報を管理するアイデン
ティティプロバイダーがシングルログアウトをサポートするよう設定されていない場合、[サインアウ
ト] リンクは表示されません。

サインイン認証資格情報の保存
Tableau Cloud でユーザー名が記憶されるようにするには、サインインページで[Remember
me (記憶する)] を選択します。次回サインインすると、Tableau はユーザー名を入力します。
ユーザーはパスワードを入力する必要があります。
SSO 認証を使用するサイトの場合、Tableau はユーザー名を記憶し、既定のサイトも設定し
ます。次回サインインすると、Tableau はユーザー名を入力し、サイトのURI を要求せずに、
IdP にリダイレクトして認証を行います。
どちらのシナリオでも、次の場合に既定のサイトが置き換えられます。
l

別のTableau Cloud サイトにサインインして、もう一度 [Remember me (記憶する)] を
選択する場合。

l

ディープリンク、特定のサイトを指す URL を使用して、Tableau Cloud にアクセスし、そ
のサイトにサインインする時に[Remember me (記憶する)] を選択する場合。

Tableau からユーザー情報を消去するには、Web ブラウザーを使用してCookie を削除しま
す。

接 続 されたクライアント
サイト管理者は、承認されたTableau クライアントが直接サインインすることを許可できます。ク
ライアントの例については、このトピックの序論の部分を参照してください。
認証済みクライアントから正常にサインインした後、Tableau ストアは Tableau Cloud との接続
を保存するセキュアトークンに認証資格情報を保存します。このトークンを使用すると、サイン
インしなくてもTableau Cloud サイトに直接アクセスできます。
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保 存 済 みのサインインをクリア
l

サイトとの接続を終了するには、接続されているクライアントから明示的にサインアウト
できます。たとえば、Tableau Desktop で、[サーバー] > [サインアウト] を選択します。

l

Tableau Desktop から既存のサーバー接続をすべて削除するには、[ヘルプ] > [設定と
パフォーマンス] > [保存済みサインインをクリア] を選択します。

注: サイト管理者は、サイトへのユーザー接続を保存するセキュアトークンを禁止すること
ができます。

Internet Explorer での埋め込みビューへのサインイン
埋め込みビューのあるWeb ページを参照すると、ビューが表示されるフレームにサインインボタ
ンが表示されます。Internet Explorer (IE) を使用しており、認証資格情報を入力しても、サ
インインボタンがビューで置き換わらない場合は、ブラウザーセキュリティ設定によりビューへの
アクセスがブロックされている場合があります。
IE は、セキュリティゾーンを使用して、Wab サイトへのアクセスレベルを判別しています。
Tableau の埋め込みビューをIE で表示するために、アクセスするWeb サイトとTableau Cloud
アドレスを正しいセキュリティゾーンに追加できます。

Web アドレスの IE セキュリティゾーンへの追 加
1. Internet Explorer で、Tableau ビューを含むWeb サイトを参照します。
2. [ツール] ボタンをクリックして、[インターネットオプション] を選択します。
3. [セキュリティ] タブで、次のように、Web サイトを適切なセキュリティゾーンに追加しま
す。
l

Tableau ビューを含むサイトが組織の内部の場合は、[ローカル イントラネット] を
選択し、[サイト] をクリックして、さらに[詳細設定] をクリックします。サイトがまだ
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存在しない場合は、それを[Web サイト] リストに追加します。
l

サイトが組織の外部の場合は、[信頼済みサイト] を選択し、[サイト] をクリックし
て、それを[Web サイト] リストに追加します。

4. Tableau Cloud を追加するには、以下の手順を行います。
[信頼済みサイト] を選択し、[この Web サイトをゾーンに追加する] ボックスに
*.online.tableau.com と入力します。
5. [追加] をクリックしてから、[閉じる] をクリックします。
これらの手順は、Microsoft Windows ページ「セキュリティゾーン:Web サイトの追加または削
除」から抜粋したものです。

注:提供されたリンクは、Tableau Web サイトから離れます。これらの外部 Web サイトへの
リンクが正確かつ最新で関連性が高いものであるように確保するために極力努めています
が、Tableau では外部プロバイダーによって維持されているページの正確性または新鮮度
について責任は負いかねます。コンテンツに関する質問の答えを求める場合、外部サイト
にお問い合わせください。

多要素認証への登録
アカウントのセキュリティを確保するために、サイト管理者は Tableau 認証で多要素認証
(MFA) を有効にする場合があります。MFA が有効になっている場合、Tableau Cloud にサイン
インするたびに使用する本人確認の検証方法を、少なくとも1 つ登録する必要があります。
注: Tableau Desktop または Tableau Bridge をTableau Cloud と組み合わせて使用している
場合は、バージョン2021.1 以降を実行している必要があります。
MFA はセキュアなアカウント認証方式であり、ユーザーが本人であることを証明するために、2
つ以上の情報を提示する必要があります。それらの情報は「認証要素」と呼ばれ、ユーザーは
Tableau Cloud にサインインするときに提示します。最初の要素は、Tableau Cloud へのサイン
インに使用するユーザー名とパスワード(TableauID 認証資格情報) です。追加の要素は、
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Salesforce オーセンティケーターや、サードパーティの時間ベースのワンタイムパスコード
(TOTP) アプリなどの、オーセンティケーターアプリによって生成されるコードです。
サポートしている検証方法を比較し、使用要件を確認するには、Salesforce ヘルプのトピック
「多要素認証の検証方法」を参照してください。
重要: 携帯電話にインストールする必要のあるモバイルオーセンティケーターアプリが、
Tableau Cloud の検証方法としてよく使われています。
1. ユーザー名とパスワードを使用してTableau Cloud にサインインします。MFA に登録す
るように求められます。
2. 検証方法を選択します。
たとえば、[Salesforce オーセンティケーター] をクリックします。

3. Tableau Cloud ダイアログの手順に従って、選択した検証方法をTableau Cloud アカ
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ウントに関連付けます。
たとえば、ステップ2 でSalesforce オーセンティケーターアプリを選択した場合は、次の手
順を実行するように求められます。
1. iOS または Android のモバイル デバイスで、App Store または Google Play から無料
の Salesforce オーセンティケーター アプリをダウンロードしてインストールします。
2. モバイル デバイスでアプリのインストールが完了したら、アプリを開いて [アカウントの
追加] をタップします。
3. Tableau Cloud で、ダイアログのアプリから2 ワードのフェーズを入力し、[接続] をク
リックします。

4. サインインプロセスを完了するために、Tableau Cloud は、携帯電話のオーセンティケー
ターアプリを介してサインイン要求を承認するように要求します。要求を受け入れると、
あなた本人であることが確認されます。その後、サイトにリダイレクトされます。
たとえば、Salesforce オーセンティケーターの検証方法を使用する場合は、次の手順を
実行します。
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1. Tableau Cloud に次のプロンプトが表示されたら、プッシュ通知に応答します。

2. Salesforce オーセンティケーターで、リクエストの詳細が正しいことを確認します。
3. [承認] をタップします。あなたはサイトにリダイレクトされます。

検 証 方 法 の管 理
MFA の使用を開始すると、Tableau Cloud の[マイアカウント設定] ページにある[MFA 検証
方法の管理] リンクをクリックして、検証方法を管理できます。このページでは、検証方法の追
加や削除を行うことができます。たとえば、新しい携帯電話を入手した場合は、古い携帯電
話の確認方法をすべて削除してください。オーセンティケーターアプリの構成をバックアップから
新しい携帯電話に復元してもコピーできない場合は、オーセンティケーターアプリをもう一度イ
ンストールして登録する必要があります。詳細については、「アカウント設定の管理」を参照し
てください。

108

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

リカバリコードについて - 緊 急 シナリオでのみ使 用 します
ロックアウトが発生するリスクを軽減するために、ユーザーは MFA に登録した後、バックアップと
してリカバリコードを追加することをお勧めします。通常のMFA 検証方法にアクセスできない
場合は、緊急シナリオでのみ使用するリカバリコードを用いて、Tableau Cloud にサインインで
きます。[リカバリコード] オプションを追加すると、Tableau Cloud へのサインインに使用できる10
個の使い捨てコードのリストが生成されます。
重要:
l

リカバリコードのオプションを追加した後は、リカバリコードのリストにアクセスできなくなるた
め、緊急時に使用できるように、これらのコードをすぐにコピーして安全な場所に保管してお

l

いてください。
リカバリコードは、主要な検証方法として使用しないでください。リカバリコードは、通常の
MFA 検証方法にアクセスできない場合の緊急シナリオでのみ使用してください。

ロックアウトされた後 にサイトへのアクセスを回 復
重要: サイトからロックアウトされないように、[リカバリコード] オプションを追加することを強くお勧
めします。リカバリコードは、緊急シナリオでのみ使用する必要があります。
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通常のMFA 検証方法をすべて失った場合は、Tableau Cloud サイト管理者に連絡して、
MFA 検証方法のリセットを要求する必要があります。MFA 検証方法がリセットされたら、「多
要素認証への登録」の手順に従って、MFA に再度登録します。

ライセンスモデルを理 解 する
このトピックでは、さまざまなライセンスモデルと、それらに関連する可能性のあるプロダクトキー
またはサブスクリプションについて説明します。プロダクトキーとサブスクリプションがTableau
Cloud でどのように表現されるかを示した、視覚的にわかりやすい内容が「Tableau カスタマー
ポータル」にあります。
プロダクトキーをTableau カスタマーポータル(Tableau Desktop およびTableau Prep Builder)
で確認する場合は、製品固有のプレフィックスに注意してください。
プロダクト

説明

キー プレ
フィックス
TC

Tableau Creator のプロダクトキー。Tableau Desktop および Tableau Prep
Builder のアクティブ化または非アクティブ化に使用できます。

TD

Tableau Desktop のプロダクトキー。Tableau Desktop のアクティブ化または非
アクティブ化にのみ使用できます。これは従来のプロダクトキーであり、もう販売
も提供もされていません。

期間ライセンスモデル
Tableau の期間ライセンスモデルは、Tableau Cloud の使用を許可する指標で定義されてい
ます。期間ライセンスは、サブスクリプションライセンスとも呼ばれます。Tableau は現在、
Tableau Cloud へのアクセスをサブスクリプションライセンスで販売しています。サブスクリプション
ライセンスモデルでは、お客様は 1 年間のサブスクリプション料金を支払います。サブスクリプ
ションの有効期限が切れると、ソフトウェアは動作しなくなります。
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サブスクリプションライセンスには、ロールベースのサブスクリプションとコアベースのサブスクリプショ
ンがあります。すべてのロールと機能を備えた1 つのライセンスキーを購入することもできます。
このライセンスは、更新可能なサブスクリプションライセンス(Updatable Subscription License、
USL) と呼ばれます。Tableau Cloud でアクティブ化する必要があるキーは 1 つだけであり、購
入の全体を表しています。
l

ユーザーベースライセンスでは、使用可能な各役割タイプのライセンスに基づいてユー
ザーを追加できます。

l

組み込みアナリティクスの使用 ベースのライセンスでは、Tableau クラウド内のTableau
Viewerユーザーアカウント数には制限がありません。代わりに、ライセンスは使用ごと、よ
り具体的には分析インプレッションごとになります。

ロールベースのライセンスモデル
Tableau ではロールベース期間ライセンスを提供しており、一連の機能をさまざまな価格で利
用できます。ロールベースの期間ライセンスには、Display、Viewer, Explorer、Creator の4 種
類があります。
l

l

l

l

Display ライセンスを使用すると、広い範囲の内部ユーザーにTableau コンテンツを共有し
て表示することができ、対話形式ではない共用の画面を使用したダッシュボードを提供でき
ます。Display ライセンスには、個別のサイトロールはありません。Display ライセンスを使用
する場合、管理者は、ライセンスを取得したディスプレイの場所ごとに専用のログインアカウ
ントを作成します。これは、個々のユーザーのログインアカウントとは異なり、最大のサイト
ロールであるViewer を割り当てます。
Viewer ライセンスでは、Tableau Cloud でワークブックを表示し、操作することができます。
Viewer ライセンスではユーザーに対し、Tableau Mobile へのアクセス、ワークブックへのコメ
ント追加、さまざまな形式でのビジュアルのエクスポート、ワークブックのサマリー データのダウ
ンロード、それ自体に関するサブスクリプションの作成、データドリブンアラートの受信も許可
します。
Explorer ライセンスでは、以前の Tableau Cloud リリースで利用可能なユーザーベースの
期間ライセンスと似ており、Viewer ライセンスで提供される権限に加えて、追加の権限が含
まれています。Explorer ライセンスでは、Web ブラウザーを使用したワークブック作成権限の
ほか、コラボレーション機能の完全なセットへのアクセスが許可されます。
Creator ライセンスでは、Tableau Cloud を使用する際に幅広い権限が付与され、
Tableau Desktop や Tableau Prep Builder も使用できます。Creator ライセンスでは、
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Explorer ライセンスで使用できるすべての権限に加え、Tableau Cloud を使用する際に、
次の権限を使用できます。
l 新しいデータソースから新しいワークブッ
クを作成したりパブリッシュしたりする。
l [データ] ペインの埋め込みデータソースを編集する。
l 新しいデータ接続を作成したり
パブリッシュしたりする。
l Tableau Desktop とTableau Prep Builder では、
ログインベースのライセンス管理
アクティベーションを使用します。

埋め込み分析
Tableau の埋め込み分析サービスは、Tableau Cloud の限定使用ライセンスであり、Tableau
Cloud の分析を外部向けソリューションに組み込み、組織外のクライアントにTableau コンテン
ツとインサイトを提供したいお客様が利用できるようにしたものです。

注: Embedded Analytics ライセンスは、フル活用のライセンスと同じ環境では使用できま
せん。

たとえば、ある組織が、消費者データを分析し、さまざまな消費者の人口統計に関する行動
パターンのレポートを生成するサービスを実行しているところを考えてください。このシナリオで
は、Tableau Cloud は「人口統計アナライザー」という名前の特定の専用アプリケーションをサ
ポートし、エクスポートされたTXT ファイルや SQL データベースと接続します。組織はセキュア
ポータルでクライアントがビジュアライゼーションを利用できるようにし、クライアントはそこにログイ
ンしてアカウントを管理し、結果を表示します。エンドユーザーは、ポータルへのアクセスに使
用するアカウントによって一意に識別されます。
ライセンスを確認するには、カスタマーサクセスにお問い合わせください。

使 用 ベースの埋 め込 み分 析 ライセンスモデル
使用ベースの埋め込み分析ライセンスモデルでは、Creator とExplorer は引き続きユーザーご
とに定義されますが、External Viewer は分析インプレッションで測定される使用量ごとにライ
センスされます。
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分析インプレッションとは、外部 Viewer (組織外の閲覧者) が、外部向けアプリケーション内に
ある(または関連する) 1 つまたは複数の埋め込み分析にアクセスすることを指します。たとえ
ば、Viewer が次のアクションを実行している場合です。
l

ダッシュボードを読み込んでいる

l

ワークシートを読み込んでいる

l

Tableau メトリクスを読み込んでいる

l

API または UI を介して、画像、PDF、PowerPoint、Tableau ワークブックなどのビジュア
ライゼーション(ダッシュボードまたはワークシート) をダウンロードまたはエクスポートしてい
る

l

サブスクリプションを受け取っている

l

データドリブンアラートを受け取っている

サイト管理者は、分析インプレッションの使用状況に関する概要メールを毎月受け取ります。
これにより、サイト管理者は使用状況を把握し、予算を管理できます。また、アカウントマネー
ジャーにいつでも使用状況の指標をリクエストして、使用状況を把握することもできます。

機能ライセンス
機能ライセンスは、他のライセンスとは異なる方法で販売されます。独立ライセンスを含む機能
は、展開内のすべてのユーザーでライセンスを取得する必要があります。
これらの機能は毎年ライセンスを取得するものであり、ライセンスという意味では、これらの機能
をユーザーベースで使用できるかどうかについては「すべてか無しか」となります。
l
l
l

データ管理
Advanced Management
ログインベースのライセンス管理
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注: 更新可能なサブスクリプションライセンスには、機能とロールの両方が1 つのライセン
スに含まれています。別の機能やそれに関連するロールのために、複数のライセンスやプ
ロダクトキーをアクティブ化する必要はなくなりました。

データ管 理
データ管理 ライセンスには、Tableau Catalog とTableau Prep Conductor が含まれています。
詳細については、データ管理 についてを参照してください。

Advanced Management
Tableau Cloud Advanced Management は、展開ごとにライセンスが付与されます。
Advanced Management と含まれている機能の詳細については、Tableau Cloud 上の
Tableau Advanced Management についてを参照してください。

ログインベースのライセンス管 理
ログインベースのライセンス管理 (LBLM) により、Tableau Desktop とTableau Prep Builder の
ライセンス発行が簡素化されます。エンドユーザーはプロダクトキーをアクティブ化する必要が
なく、Cloud Creators がCloud サイト(LBLM) にサインインすることにより、Tableau Desktop と
Tableau Prep Builder をアクティブ化して使用できます。
詳細については、ログインベースのライセンス管理を使用してTableau をライセンス認証するを
参照してください。

ログインベースのライセンス管 理 を使 用 して
Tableau をライセンス認 証 する
ログインベースのライセンス管理 は、Tableau Cloud 内でCreator ロールのライセンス管理とラ
イセンス認証を行う優先オプションであり、デフォルトで有効になっています。ログインベースの
ライセンス管理 を使用すると、許可されたユーザーは Tableau Cloud にサインインして、
Tableau Desktop や Tableau Prep Builder のライセンス認証およびロックの解除を実施できま
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す。ログインベースのライセンス管理 により、Tableau Desktop およびTableau Prep Builder の
プロダクトキーを配布して管理する必要がなくなります。
個々のTableau Desktop または Tableau Prep Builder を承認するために必要な Tableau
Cloud サイトは 1 つだけです。Tableau Desktop とTableau Prep Builder を使用してライセンス
認証と中央型ライセンス管理を行うユーザーには、Creator のロールを割り当てることができま
す。また、ログインベースのライセンス管理 によってライセンス使用率をより良く把握することがで
きます。
Tableau Cloud の管理ビューを使用して、Creator ロールの割り当て数と使用率を1 か所で表
示できます。管理ビューでは、Creator ライセンスを使用しているユーザーに関する情報が提供
され、Tableau Desktop とTableau Prep Builder の最新のライセンスリースとバージョンが表示
されるため、Tableau の展開を監視するのに役立ちます。
ログインベースのライセンス管理 は以下のTableau 製品でサポートされています。
l

Tableau Cloud

l

Tableau Server 2020.1 以降

l

Tableau Desktop 2020.1+

l

Tableau Prep Builder 2020.1.3 以降

ログインベースのライセンス管理の動作方法
ログインベースのライセンス管理 を使用している場合、Tableau Desktop または Tableau Prep
Builder は定期的にTableau Cloud と連携し、ユーザーがCreator であることを確認し、実行
する許可を得ます。Tableau Cloud は Tableau にある実行承認 (ATR) サービスに接続して、
Tableau Desktop クライアントがライセンス認証を許可されていることを確認します。ATR サービ
スは、ライセンスと認証期間を検証および管理します。下の図は、クライアント、Tableau
Cloud、およびライセンス発行サービスの間の通信プロセスを示しています。
Tableau は共通ポート(80 および443) を使用してインターネット要求を行います。ほとんどの場
合、Tableau Desktop または Tableau Prep Builder がインストールされているPC、および、実

Tableau Software

115

Tableau Cloud ヘルプ
行中のネットワークは、既に必要なアクセスを許可するよう構成されています。Tableau で使
用されるポートの詳細については、「インターネットアクセス要件」を参照してください。
ログインベースのライセンス管理 とTableau Cloud

1. Tableau Desktop または Tableau Prep Builder をインストールし、[認証資格情報を使
用してライセンス認証] を選択します。Tableau Cloud サイトにサインインします。
2. Tableau Cloud は、あなたがCreator であることを確認します。そうでない場合は、エ
ラーが発生します。はいの場合は、Tableau Cloud がATR サービスと通信します。
3. ATR サービスは ATR リースをTableau Cloud に返します。
4. Tableau Cloud は Tableau Desktop またはTableau Prep Builder にATR リリースを提
供してライセンス認証を完了します。

ログインベースのライセンス管理を使用する
ログインベースのライセンス管理を使用するには、Tableau Desktop をインストールして
Tableau Cloud とともに使用する必要があります。

ステップ1: ログインベースのライセンス管 理 を有 効 にする
ログインベースのライセンス管理 は、バージョン2020.1 以降 Tableau Cloud およびTableau
Desktop では既定で有効になっています。ログインベースのライセンス管理 を使用するには、
Tableau Desktop をインストールしてTableau Cloud で使用する必要があります。Tableau
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Desktop バージョン2020.1 以降を使用している場合は、「ステップ3: Tableau Desktop をアク
ティブ化するに進んでください。
2021.1 より前のバージョンでは、ログインベースのライセンス管理 はサポートされていません。

Tableau Desktop や Tableau Prep Builder のインストール時に
ログインベースのライセンス管理 設定を変更します
コマンドラインでログインベースのライセンス管理 設定を変更するには、管理者としてコンピュー
タのコマンドラインからインストーラー.exe ファイルを実行します。msi ファイルを抽出する必要が
ある場合は、「Windows (MSI) インストーラーの抽出および実行」の手順を実行します。
既定の45 日/1,209,600 秒以外の期間を使用するには、
ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS スイッチを含めます。例:
tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1
ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=43200
.exe ファイルが格納されているディレクトリからコマンドを実行するか、コンピューターの.exe ファイ
ルへの完全パスを指定する必要があります。ネットワーク上の共有ディレクトリからセットアッププ
ログラムを実行しないでください。代わりに、インストール先のPC 上のディレクトリに.exe ファイ
ルをダウンロードします。
次の例は、ログインベースのライセンス管理を有効にするWindows インストーラーコマンドを示
しています。
tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1
LBLM=disabled
または
tableauPrepBuilder-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart
ACCEPTEULA=1 LBLM=disabled
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ログインベースのライセンス管理 を使用するときにユーザーがアクティブ化に使用するTableau
Server の既定のURL を設定するには、ACTIVATIONSERVER または
WorkGroupServer オプションを追加します。
exe を更新するには:
tableauDesktop-64bit-2021-4-0.exe /quiet /norestart
ACCEPTEULA=1 ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_online_site_url>
レジストリを更新するには:
reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\Tableau
2021.4\Settings /f /v WorkGroupServer /d https://<tableau_
server_url>

注: ACTIVATIONSERVER オプションは、初回のライセンス認証のみを目的としていま
す。以前にこのバージョンのTableau にサインインしたことがある場合は、
WorkGroupServer (Windows) または WorkgroupServer (macOS) オプションを使用しま
す。たとえば、Windows でTableau Desktop バージョン2021.1 を使用していて、以前に
正常にサインインしたことがある場合は、WorkGroupServer オプションを使用してアク
ティベーションサーバーを指定します。macOS のTableau Desktop では、
WorkgroupServer オプションを使用します。macOS では、このオプションは大文字と
小文字を区別し、小文字の"g " が使用されます。

レジストリの編集によってTableau Desktop でログインベースの
ライセンス管理を変更します
Tableau Desktop が既にインストールされている場合は 、Windows レジストリを編集してログ
インベースのライセンス管理 設定を変更できます。
ログインベースのライセンス管理 をオフにするには :
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reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM
/d disabled
ログインベースのライセンス管理唯一のログインオプションを作成するには:
reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATR /f /v LBLM
/d required
または、レジストリディレクトリを編集して、ログインベースのライセンス管理 を有効、無効、また
は必須オプションに設定できます。
1. Tableau Desktop を実行しているコンピューターの管理者として、変更を加える前にレジ
ストリファイルのバックアップを作成してください。
2. レジストリを編集し、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TableauでATR という
名前のハイブを見つけ、必要な設定を反映するようにLBLM 値を変更します。
a. 名前: LBLM。
b. データ:enabled、disabled、または required。
3. Tableau を再起動して変更を有効にします。

ログインベースのライセンス管理 設定をTableau Desktop
macOS で変更する
macOS 上でログインベースのライセンス管理 設定を変更するには、ターミナルウィンドウで次
のコマンドを実行してpreferences ファイルを更新した後、Tableau Desktop をインストールまた
は再起動します。
ログインベースのライセンス管理 をオフにするには :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM
"disabled"
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ログインベースのライセンス管理唯一のログインオプションを作成するには:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM
"required"
macOS でログインベースのライセンス管理 を使用するときに、ユーザーがアクティブ化に使用
するTableau Server の既定のURL を設定します。
初回アクティブ化:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM
"required"
2 回目以降のアクティブ化:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.Tableau<version> Settings.WorkgroupServer "https://<tableau_server_
url>"

注: macOS のTableau Desktop では、WorkgroupServer オプションを使用します。
macOS では、このオプションは大文字と小文字を区別し、小文字の"g " が使用されま
す。

ログインベースのライセンス管理設定

次の設定を使用してログインベースのライセンス管理を変更し、ATR 期間を設定し、アクティ
ブ化サーバーのURL を設定します。
設定

値

説明

LBLM

enabled、

enabled (既定値) に設定する

disabled、また

と、ライセンス発行画面に2 種類

は required

のライセンス認証オプション(プロダ
クトキー、認証資格情報) が表
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示されます。
disabled に設定すると、ログイ
ンベースのライセンス管理 がライ
センス発行画面に表示されませ
ん。
required に設定すると、ログイ
ンベースのライセンス管理 が
Tableau Desktop をライセンス認
証する唯一の方法になります (ラ
イセンス発行画面が表示されると
き、認証資格情報によるライセン
ス認証のオプションだけが表示さ
れます)。

注: LBLM がenabled または
required に設定されている
場合は、レポート作成も有
効になります。

ATRREQUESTEDDURATIONSECO- 1209600

実行の承認 (ATR) の期間 (秒)

NDS

を設定します。これは、Tableau
Desktop とTableau Prep Builder
のインスタンスが実行を承認され
る期間です。既定値は 1209600
秒 (14 日) です。値で区切り文
字としてコンマを使用しないでくだ
さい。

ACTIVATIONSERVER
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初回アクティブ化の場合、ユーザー

u_online_

がアクティブ化に使用するTableau
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site_url>

Cloud のサイトの既定の URL を設
定します。

WorkGroupServer (Windows)

http://<tablea-

Windows レジストリまたは

WorkgroupServer (macOS)

u_server_url>

macOS plist を更新する場合は、
ユーザーがTableau Server のアク
ティブ化に使用する既定のURL
を設定します。

注: macOS のTableau
Desktop では、
WorkgroupServer オプション
を使用します。macOS で
は、このオプションは大文字と
小文字を区別し、小文字の
"g " が使用されます。

REPORTINGFREQUENCYSECOND- 3600

ログインベースのライセンス管理 レ

S

ポートをTableau Server または
Tableau Cloud に送信する頻度の
既定値 (秒単位) を設定します。
設定できる最小値は 60 秒で、デ
フォルトは 3,600 秒 (1 時間) で
す。この設定を変更して、Tableau
Server の負荷を軽減 したり、ネッ
トワークトラフィックを削減したりし
ます。実行承認 (ATR) リース期間
の設定値に関わらず、

REPORTINGFREQUENCYSECONDS で、Tableau Desktop または
Tableau Prep Builder クライアント
が ログインベースのライセンス管理
ライセンス認証をTableau Server
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または Tableau Cloud に報告する
時間間隔を設定します。

仮想展開の追加構成
Tableau Desktop とTableau Prep Builder は、Tableau CloudまたはTableau Serverに定期
的に連絡し、Tableau がライセンスベースで実行を許可されていることを検証します。Tableau
CloudまたはTableau Serverは、ATR サービスに連絡し、ライセンスと承認ウィンドウの長さを
検証します。
Tableau Desktop または Tableau Prep Builder の仮想( 永続的ではない) 展開を設定する際
は、使用超過のアクティブ化エラーメッセージを回避するために、期間は 4 時間または 8 時間
などの低い値のいずれかに設定する必要があります。仮想マシン(VM) が返された後、ATR
サービスは、アクティブ化の監視を処理します。
Tableau Desktop をエンドユーザーにパブリッシュする前に、ソース画像で次のフラグを使用する
必要があります。各エンドユーザーは、新しいVM が配信される都度 Tableau Server または
Tableau Cloud にログインすることでソフトウェアをアクティブ化します。エンドユーザーが
Tableau Server またはTableau Cloud でTableau Creator である場合は、プロダクトキーを入
力する必要はありません。
VM上のTableau Desktop または Tableau Prep Builder でログインベースのライセンス管理を使
用している場合、Tableau Desktop または Tableau Prep Builder で新しいVM を起動するた
びにライセンス情報が変更されたというエラーメッセージが表示されることがあります。このエラー
によって再起動が強制的に実行され、Tableau Desktop の再登録を求めるメッセージが表示
されます。このエラーは、ATR サービスがライセンスキャッシュと一致しない新しいトークンを送信
するために発生します。
この問題が発生しないようにするには、Windows インストーラーで
SYNCHRONOUSLICENSECHECK およびSILENTLYREGISTERUSERオプションを使用しま
す。例:
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tableau-setup-std-tableau-2020 SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true"
SILENTLYREGISTERUSER="true" ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400
または
tableauDesktop-64bit-2020-1-0.exe /quiet /norestart
ACCEPTEULA=1 ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS=14400
ACTIVATIONSERVER=http://<tableau_online_site_url>
SYNCHRONOUSLICENSECHECK="true" SILENTYLYREGISTERUSER="true"
Tableau Prep Builder とTableau Desktop を1 つの仮想デスクトップに配信する場合、
ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS を設定する必要があるのは Tableau Desktop のイン
ストール中だけです。ただし、Tableau Prep Builder をスタンドアロンとしてインストールする予
定の場合は、ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS をTableau Prep Builder のインストール
中に設定する必要があります。
または、次のレジストリキーをマスター画像で編集できます。
Reg key path: HKLM\SOFTWARE\Tableau\<Tableau version>\Settings\
Reg key (String value, need to set to true to make that feature
enabled)
SynchronousLicenseCheck
SilentlyRegisterUser

(オプション) ステップ2: 実 行 の承 認 (ATR) の期 間 を変 更 する
実行承認 (ATR) 期間のログインベースのライセンス管理 デフォルト設定はほとんどの環境に
適していますが、必要に応じてこれらのデフォルト設定を変更できます。ログインベースのライ
センス管理 、実行の承認 (ATR) の期間として既定値の1,209,600 秒 (14 日) が使用されま
す。これは、Tableau Desktop とTableau Prep Builder のインスタンスが実行を承認される期
間です。つまり、最初の認証からライセンス認証の有効期限が切れるまでに、Tableau をネッ
トワーク接続なしで14 日間使用できます。

124

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
ログインベースのライセンス管理 の既定の期間の値は、エンドユーザーに非永続的な VM 配
信ソリューションを配信するのには適切ではありません。ATR 期間は、VM の使用に応じて4
時間または 12 時間に下げる必要があります。新しいVM がエンドユーザーに配信されると、
トークンを実行するための新しい権限が作成されます。VM が返されると、このトークンも返さ
れ、要求を実行する新しいVM 承認で使用できます。
注: ログインベースのライセンス管理では、ATR 期間を決定するときに以下の階層が使用され
ます。
1. ATR サービス– すべてのユーザー/インストールに適用される最小 (4 時間/14,400 秒) と最
大 (90 日/7,776,000 秒) の ATR 期間を確立します。Tableau Server や Tableau
Desktop で値が指定されていない場合は、既定の ATR 期間 (14 日/1,209,600 秒) が指
定されます。
2. Tableau Desktop – オプションで、インストール先の PC 用の ATR 期間
(ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS) を指定できます。必要に応じて、既定の ATR
期間 (14日/1,209,600 秒) をATR サービスの最小 (4 時間/14,400 秒) および最大 (90 日
/7,776,000秒) の範囲の設定に変更できます。このローカル ATR 期間は、ATR サービスや
Tableau Server によって設定された期間より優先されます。ただし、この既定の ATR 期間
は、Tableau Server で設定されている最大 ATR 期間より大きくすることができません。

レジストリを編集してTableau Desktop の ATR 期間を変更す
る
既定の14 日/1,209,600 秒以外の期間を使用するには、
ATRRequestedDurationSeconds レジストリ設定を更新します。例:
1. Tableau Desktop を実行しているコンピューターの管理者として、変更を加える前にレジス
トリファイルのバックアップを作成してください。
2. レジストリを編集し、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ATRで
ATRRequestedDurationSeconds を次のように更新します (0 は既定の設定を使用しま
す)。
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a. 名前:「ATRRequestedDurationSeconds」という名前の文字列値を検索
します。
b. データ: 期間が持続する秒数を追加します。たとえば、43200 を追加して12 時
間の期間を設定します。
3. Tableau を再起動して変更を有効にします。

macOS で Tableau Desktop の ATR 期間を変更する
既定の45 日/1,209,600 秒以外の期間を使用するには、
ATRRequestedDurationSeconds 環境設定を含めます。例:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR
ATRRequestedDurationSeconds -string "43200"

ステップ3: Tableau Desktop をアクティブ化 する
Tableau Desktop for Windows または Tableau Desktop for macOC の2020.1 以降のバー
ジョンでは、ログインベースのライセンス管理 がサポートされています。
1. Tableau Desktop セットアップを実行します。
2. [Tableau のライセンス認証] 画面には、[サーバーへのサインインによってライセンス認証
する] オプションが含まれます。
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3. [サーバーへのサインインによってライセンス認証する] をクリックし、Tableau Cloud リンクを
クリックします。
プロンプトが表示されたら、有効な認証資格情報を入力して、Creator ロールのサブス
クリプションを持つユーザーとしてTableau Cloud サイトにログインし、[OK] をクリックしま
す。

ログインベースのライセンス使用状況の表示
Tableau Cloud または Tableau Server に関するログインベースのライセンス使用状況を表示で
きます。レポートには、ユーザー、ホスト、ユーザーロール、製品、バージョン、ライセンス認証、
使用中のCreator シート、使用中でないCreator シート、Creator シートが最後に使用された
日時が表示されます。過去 30 日～ 183 日間のデータを表示できます。
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ログインベースのライセンス管理 ライセンス使用状況管理ビューを表示するには、次の手順を
実行します。
1. Tableau Cloud または Tableau Server のナビゲーションペインで、[サイトのステータス]
をクリックします。

2. [サイトのステータス] ページで、[ログインベースのライセンス使用率] をクリックします。
3. オプション。レポート画面では、シートが最後に使用された日時を示す時間枠の変更、
アクションのフィルター、ユーザー名のフィルター、列による並べ替えを行うことができま
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す。

トラブルシューティング
ログインベースのライセンス管理 の使用中に、次のいずれかのエラーメッセージが表示される場
合があります。以下の情報を使用して問題を解決してください。
ログインベースのライセンス管理 がTableau Desktop でアクティブ化オプションとして利用できる
がTableau Cloud サイトでは有効になっていない場合は、次のエラーメッセージが表示されるこ
とがあります。

接続しているサーバー上でログインベースのライセンス管理 が有効になっていません。別のサー
バーを選択して接続するか、プロダクトキーを使用してライセンス認証してください。または、す
ぐに作業を始めるには試用版を起動してください。
管理者や Tableau アカウントマネージャーに連絡し、Tableau Cloud サイトでログインベースの
ライセンス管理 が有効になっていることを確かめます。
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ログインベースのライセンス管 理 が Tableau Desktop で有 効 になっていない
ログインベースのライセンス管理 がTableau Desktop で有効になっていない場合、認証資格
情報を使用してTableau をライセンス認証することができません。バージョン2020.1 より前の
バージョンでは、ログインベースのライセンス管理 をTableau Desktop で使用する機能はデ
フォルトで有効になっていません。Tableau Desktop バージョンを確認 して、正しいバージョン
が使用されていることを確認します。
インストール中または更新プログラムでログインベースのライセンス管理 オプションがオフになっ
ている場合は、「手順 1: ログインベースのライセンス管理を有効にする」を参照してください。

年 間 サブスクリプションを購 入 しても、プロダクトキーの有 効 期 限 は変 更 さ
れません
Tableau Cloud の更新を購入した後、Tableau Desktop のライセンスの有効期限が間近に
迫っているように表示されますが、実際、有効期限は更新されています。[プロダクトキーの管
理]では、Tableau Cloud の新しいサブスクリプションの有効期限は、前のサイトの有効期限の
2 週間前までは更新されません。

Creator ライセンスがない
Tableau Desktop からライセンス認証を試みると、次のエラーメッセージが表示される場合があ
ります。
Creator ライセンスがありません。管理者に問い合わせてライセンスを取得してください。
このエラーは、Creator のロールが割り当てられていない場合に表示されます。Tableau Cloud
または Tableau Server で複数のサイトに属している場合は、ログインベースのライセンス管理
を使用する際にCreator のロールを持つサイトにサインインする必要があります。そうしなけれ
ば、このエラーが発生します。
サーバーでアクティブ化したプロダクトキーにCreator ライセンスが含まれていることを確認する
には、TSM Web UI を開き、[構成]、[ライセンス発行] の順にクリックします。

130

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

最 大 数 の PC でライセンス認 証 した
Tableau Desktop からライセンス認証を試みると、次のエラーメッセージが表示される場合があ
ります。

認証した Tableau のライセンス数がご契約アカウントで許可されている上限に達しました。他
のコンピューターで Tableau ライセンス認証の有効期限が切れるまで、もう一度ライセンス認証
することはできません。
このエラーは、複数のPC から同じCreator ユーザーの認証資格情報を使用してTableau をラ
イセンス認証しようとした結果、ライセンス認証の最大数を超過したときに表示されます。新し
いPC でライセンスを認証する前に、既存のPC のいずれかで実行の承認 (ATR) トークンの有
効期限が切れるまで待つ必要があります。非永続的な仮想マシン(VM) を使用している場合
は、このエラーが再度発生しないようにATR 期間を短くすることができます。
アクティブ化を最大にするATR トークン期間を短縮するには

非永続的な仮想展開を使用する場合にこの最大使用エラーが発生した場合は、ATR の期
間を4 時間 (14400 秒) に短縮すると、今後のエラーを回避できます。
次のステップでは、ログインベースのライセンス管理 を使用して以前アクティブ化された、今後使
用されなくなるコンピューターのリースを短縮して解放し、新しいコンピューターでアクティブ化で
きるようにします。
1. 使用されなくなるTableau Desktop コンピューターで管理者としてコマンドプロンプトを開
きます。
2. 次のコマンドを使用し、Tableau バイナリ(\bin) ディレクトリに移動します。
Windows: cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin
Mac: cd /Applications/Tableau\ Desktop\
<version>.app/Contents/MacOS
3. 次のコマンドを実行して、期間を4 時間に設定します (秒単位で14400)。
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Windows: atrdiag.exe -setDuration 14400
Mac: sudo ./atrdiag -setDuration 14400
4. 次のコマンドを使用して、前のATR トークンを削除します。
Windows: atrdiag.exe -deleteAllATRs
Mac: ./atrdiag -deleteAllATRs
5. 次に、既存のATR トークンを上書きします。Tableau Desktop を開きます。Tableau
は、「ライセンスが変更されました」というメッセージを表示します。[終了] をクリックして、
Tableau Desktop をもう一度開きます。
6. 登録ダイアログボックスで、[アクティブ化] をクリックしてから、既存のトークンを上書きす
るログインベースのライセンス管理 を使用してTableau Server 経由でTableau
Desktop をもう一度アクティブ化します。
7. Tableau Desktop を閉じてATR 期間が経過するまで待機し(4 時間など)、ATR トー
クンの有効期限が切れてユーザーシートが解放されるようにします。ATR 期間が経過
するまでTableau Desktop は開かないでください。ATR 期間が経過したことを確認して
ください。ATR トークンのTTL End には、将来の日付と時刻が表示されます (たとえ
ば、今から4 時間後)。
Windows: atrdiag.exe
Mac: ./atrdiag
8. ATR トークンの有効期限が切れたら、新しいコンピューターでTableau Server に正常
にサインインできます。
コンピューターをライセンス認証されていない状態に戻すには

1. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
2. 次のコマンドを使用し、Tableau バイナリ(\bin) ディレクトリに移動します。
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cd Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin
3. 次のコマンドを実行します。
Windows: atrdiag.exe –deleteAllATRs
Mac: ./atrdiag.exe –deleteAllATRs

注: これにより、コンピューターからATR トークンのみが削除されます。ユーザーシートは開
放されません。ユーザーシートは、削除されたATR トークンの有効期限が切れた後にの
み開放されます。

Tableau 認 証 資 格 情 報 が無 効 である
Tableau Desktop からライセンス認証を試みると、次のエラーメッセージが表示される場合があ
ります。
Tableau 認証資格情報が無効です。管理者に問い合わせてアカウントをリセットしてください。
このエラーは、Tableau のライセンスが認識されない場合に表示されます。管理者にお問い合
わせください。

PC の時 計 が現 在 の時 刻 と同 期 されていない
Tableau Desktop からライセンス認証を試みると、次のエラーメッセージが表示される場合があ
ります。
PC の時計が現在時刻と同期していません。PC の時計を現在の時刻同期してからTableau

のライセンス認証をもう一度やり直してください。
このエラーは、PC の時計が現在の時刻と同期していない場合に表示されます。PC の時計を
インターネット上のタイムサーバーと同期するか、自動時刻同期を有効にします。
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Salesforce データを使 用 したワークブックの作 成
Tableau でSalesforce データをすぐに作成して分析できます。Tableau Cloud サイトから直接
Salesforce にサインインし、探索するクラウドを選択します。Tableau は、Salesforce データを
統合して、すぐに使用できるスターターワークブックとデータソースを備えたプロジェクトを作成
します。それらを自分で探索するか、サイトの他のユーザーと共有するかを選択します。

Salesforce プロジェクトに含まれる内容
Salesforce プロジェクトには、Salesforce データを使用して作成されたスターターワークブックと
データソースが含まれています。スターターワークブックを使用して、非営利、売上、サービス
クラウドに関する質問にすばやく回答するか、Salesforce 管理者インサイトに接続して組織
の使用傾向を確認します。

Nonprofit Cloud
Nonprofit Cloud に接続して、組織のプログラムを分析し、効果を促進します。
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スターターワークブックには、非営利のケース管理 - サービスの提供とスタッフの能力 、非営利の

ケース管理の評価 、非営利のケース管理の登録 、非営利のケース管理のインテイク、および
非営利の資金調達の概要 が含まれています。

セールスクラウド
セールスクラウドに接続すると、セールスファネルを視覚化し、セールスチームをより適切にサ
ポートできます。

アカウントトラッキング、オープンパイプライン、商談の概要 、商談のトラッキング、四半期ごとの
販売実績 、トップアカウント、マーケティングリードなどのスターターワークブックが含まれていま
す。

Salesforce 管 理 者 インサイト
Salesforce 管理者インサイトに接続して、使用傾向と組織とのエンゲージメントを視覚化しま
す。
Salesforce 管理者インサイトのスターターワークブックが含まれています。

サービスクラウド
サービスクラウドに接続すると、重要なサービスの指標とケースを分析および調査できます。

サービスの概要 、ケースのトラッキングなどのスターターワークブックが含まれています。

Salesforce への接続
Salesforce データへは簡単に接続できます。サインインして探索するクラウドを選択すると、
Tableau は新しいプロジェクトを作成し、ワークブックとデータソースをサイトにパブリッシュしま
す。パブリッシュのプロセスが完了すると、他と同じように結果のワークブックを編集し、要件に合
わせてすぐにカスタマイズできます。
Salesforce に接続するには、サイト管理者 Creator サイトロールを持つ管理者であり、
Salesforce インスタンスへのAPI アクセス権を持っている必要があります。API アクセスを行うに
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は、Salesforce Professional Edition 以降が必要です。詳細については、ユーザーのサイト
ロールの設定を参照してください。
1. Tableau Cloud サイトに管理者としてサインインし、[設定] > [統合] を選択します。
2. [統合] タブで、[Salesforce データに接続] をクリックし、プロンプトに答えてSalesforce
へのアクセスを承認します。
3. [Salesforce に接続] ダイアログウィンドウで、探索するクラウドを選択します。
4. プロジェクトの名前と初期パーミッションを指定します。管理者のみのパーミッションを設
定するか、デフォルトプロジェクトからパーミッションを継承するかを選択できます。詳細に
ついては、パーミッションを参照してください。
5. 選択した内容を確認して、[パブリッシュ] をクリックします。
これで、新しいプロジェクトを作成し、スターターワークブックをパブリッシュしました。Tableau が
Salesforce データの抽出を準備している間、ワークブックに表示されるサンプルデータでレイア
ウトを確認することができます。Salesforce データが更新され、ワークブックに追加されると、
メールが届きます。

注: データソースのサイズによっては、抽出の作成に時間がかかる場合があります。
Salesforce 抽出のステータスは、抽出でのバックグラウンドタスクの管理ビューで表示でき
ます。

アクセスできるプロジェクトやその他のコンテンツを表示するには、ナビゲーションメニューから[探
索] をクリックします。
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既 存 の Salesforce 認 証 情 報 の使 用
すでにSalesforce に接続している場合は、既存の認証資格情報を使用してスターターワーク
ブックをさらに作成できます。
[統合] タブで、[Salesforce データに接続] をクリックし、使用するSalesforce の認証資格情
報をドロップダウンメニューから選択します。Tableau は、ワークブックがサイトにパブリッシュされ
るたびに新しいプロジェクトを作成します。

注: ワークブックは、Salesforce 認証資格情報が埋め込まれた状態でサイトに公開されま
す。ワークブックを表示するパーミッションを持つすべてのユーザーは、この認証資格情報に
基づいてデータを表示できます。
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データを最新の状態に保つための更新スケジュール
ワークブックを表示したりデータソースに接続したりするときに確実に最新の情報を表示するに
は、更新をスケジュールする必要があります。デフォルトでは、スターターワークブックのパブリッ
シュ時に作成されたSalesforce データ抽出は、自動的に更新されません。更新スケジュール
の詳細については、Tableau Cloud での更新のスケジュールを参照してください。
以下の手順に従って、抽出の更新をスケジュールします。
1. Tableau Cloud で、Salesforce コンテンツを含むプロジェクトに移動します。
2. 更新するデータソースを選択し、[アクション] をクリックして、[抽出の更新...] を選択しま
す。
3. [抽出更新の作成] ダイアログウィンドウで、[更新タイプ] と[更新頻度] を選択し、[作
成] をクリックします。

サブスクリプション
Salesforce ワークブックを自動的にサブスクライブし、データが更新されるたびに通知メールを
受け取ります。サブスクリプションの設定を更新する場合は、「ビューまたはワークブックへのサブ
スクリプションの作成を参照してください。
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プロジェクト、ワークブック、データソースのパーミッションの変更
Salesforce データに接続すると、Salesforce のプロジェクト、ワークブック、およびサイトで公開さ
れているデータソースを操作する方法を選択できます。パーミッションを使用すると、スターター
コンテンツにアクセスして独自のワークブックを作成できるユーザーを適切に指定できます。サイ
トのパーミッションを設定する方法については、「パーミッション」を参照してください。

Tableau Cloud のワークブックの作成
Salesforce データソースを使用すると、Tableau Cloud のWeb オーサリングを介して新しいワー
クブックを作成したり、「データに聞く」を使用してビジュアライゼーションを自動的にクエリおよび
作成したりできます。
l

Webオーサリング: Tableau Cloud で直接データに接続し、独自のカスタムデータのビ
ジュアライゼーションを探索および作成できます。詳細については、Tableau Desktop ヘ
ルプの「Creator: Web 作成入門」を参照してください。

l

データに聞く: 質問を入力するだけでデータと対話し、それに応じたデータのビジュアライ
ゼーションを自動的に確認できます。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの
「「データに聞く」を使用してビューを自動的に作成する」を参照してください。

フィールド名の置換による灰色ビューの修正
組織がSalesforce データのデータ構造をカスタマイズしている場合、データが読み込まれた
後、変更したデータ構造をスターターワークブックで一致させる必要がある場合があります。たと
えば、組織がSalesforce のフィールド名を「アカウント」から「顧客」に変更した場合、以下のよ
うにスターターワークブックで対応する変更を行い、ビューが灰色にならないようにする必要があ
ります。
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灰色表示されたビューを修正するには、以下を行います。
1. ダッシュボードの上で[編集] をクリックします。
2. 灰色のシートに直接移動します。
3. 左側にある[データ] ペインで、赤い感嘆符 (!) が横に付いているフィールド名を探しま
す。この感嘆符は、組織では別の名前を使用していることを示しています。
4. これらのフィールドをそれぞれ右クリックし、[参照の置換] を選択します。その後、正しい
フィールド名をリストから選択します。
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Tableau ヘルプについて
技術用語における暗黙のバイアスへの対処
当社の重要な企業価値の1 つである「平等」に合致させるため、用語がより包括的になるよう
に可能な限り変更しました。場面に応じて用語を変更すると重大な影響につながる可能性
があるため、以下の環境では既存の用語を維持します。
l
l

Tableau API: メソッド、パラメーター、変数
Tableau CLI: コマンドとオプション
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l

Tableau Resource Monitoring Tool インストーラー、インストール ディレクトリ、構成ファイ

l

ル内の用語
サードパーティー システムのドキュメント

暗黙のバイアスに対処する継続的な取り組みの詳細については、Salesforce Web サイトの
「Salesforce が暗黙のバイアスへの対処に継続的に取り組み、技術用語を更新」を参照し
てください。

142

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

サイト管 理 者 のロールとタスク
このトピックは、Tableau Cloud サイト管理者の典型的な役割と、関連するデータマネージャー
の役割との相違について説明します。その後、サイト管理者がTableau Cloud サイトを設定す
るために完了するコアタスクを一覧します。このセクションの追加のトピックでは、各手順につい
て詳しく説明しています。

サイト管 理 者 の役 割 の定 義 方 法
サイト管理者は、組織内のTableau Desktop ユーザーがデータソースおよびワークブックのパブ
リッシュ、共有、管理、およびそれらへの接続ができるようにフレームワークを作成および管理す
る責任を担う担当者として定義されています。たとえば、サイトマネージャーは、サイトにパブ
リッシュされたコンテンツを直接操作するのではなく、サイトユーザーとそれらのパーミッションにつ
いて操作します。
Tableau Cloud サイト管理者は、通常、組織のIT チームに所属しています。組織に正式な
IT チームがない場合、サイト管理者は、この役割を担うTableau Desktop に精通したユー
ザーであることがあります (言わば、障害対応管理者 )。

通常、サイト管理者の責任の範疇外のタスク
このドキュメントでは、サイト管理者とデータマネージャーの役割を区別しています。データマ
ネージャーはデータソースを作成し、それをTableau Cloud にパブリッシュする役割を担います。
それでも、組織によっては同じ担当者が両方の役割を担う場合もあります。実際には、環境
に適した方法でこれらの責任を分担することになります。データマネージャーの責任の範疇の
詳細については、「データソースとワークブックのパブリッシュ」を参照してください。

サイトの設 定 手 順
次の表は、サイトを設定する手順の概略を示しています。組織にとって有意義な任意の順序
で手順を完了できます。このトピックの末尾に、各手順の詳しい参照先へのリンクが一覧され
ています。
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サイトを構成する前に、サイトの認証オプション、ユーザーのサイトロール、プロジェクト、および
パーミッションに精通しておくことをお勧めします。プロジェクト、グループおよび全体のパーミッ
ション戦略について計画を立案しドキュメント化してください。これらの問題を解決するため
に、さまざまな設定を試行するためのテストプロジェクトを設定するのも良い方法です。ユー
ザーがサイトで作業を開始した後でも多くのサイト設定を変更できますが、本稼働後の変更
は最小限に留めるように心がけてください。
ロゴの

このシンプルな最初の手順は、組織のブランドをサイトに統合する一

アップ

方、環境に慣れるために役立ちます。サインインして、[設定] ページ

ロード

に移動し、示された場所にロゴをアップロードします。

サイトア

組織でシングルサインオンを使用している場合は、Google アカウント

クセスの

または SAML 認証を使用するようにサイトを構成できます。それ以外

構成

の場合は、各ユーザーがTableau Cloud に一意の電子メールアドレ
スとパスワードを使用してサインインする既定のTableau ID 認証を使
用できます。
認証タイプに加え、ユーザーが初回のサインインの後、Tableau クライ

アントから直接サインイン可能にするかどうかを決定できます。これは
既定では有効になっています。
プロジェ

プロジェクトは、サイトにパブリッシュされたデータソースおよびワークブッ

クトの作

クへのユーザーのアクセス(パーミッション) を管理するために役立ちま

成

す。既定プロジェクトのすべてのコンテンツに既定のグループとパーミッ
ションを設定し、プロジェクトをロックして、その後、それを作成するその
他のプロジェクトのテンプレートとして使用できます。
プロジェクトはステージング環境として使用することもできます。

パーミッ

Tableau では、パーミッションはサイトの役割と連携して、サイトおよび

ション構

そのコンテンツへのユーザーのアクセスを形成します。

造の設
定
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ロゴの

このシンプルな最初の手順は、組織のブランドをサイトに統合する一

アップ

方、環境に慣れるために役立ちます。サインインして、[設定] ページ

ロード

に移動し、示された場所にロゴをアップロードします。

ユーザー

Tableau Cloud にアクセスする各ユーザーはサインインする必要があり

の追加

ます。サイトにサインインできるユーザーを決定します。Google または
SAML 認証が有効になっている場合、どのユーザーがシングルサイン
オン認証資格情報を使用してサインインし、どのユーザーが
TableauID 認証資格情報を使用してサインインするかを決定しま
す。
認証タイプに基づいて、一度に複数のユーザーを追加またはインポー
トできます。

データを

吟味されたデータソースをサイトにパブリッシュするTableau Desktop

Tableau

ユーザー(つまり、前述のデータマネージャーの役割を担う担当者) を

Cloud

指名しておくことをお勧めします。これらは、他のTableau ユーザーが

に送る

接続できる共有データソースとなります。
サイト管理者として、データソースパーミッションを一元管理できま
す。サイト管理者またはデータマネージャーが一元管理できるその他
の属性には、接続情報 (認証資格情報、アクセストークン) およびク
ラウドデータソースの更新スケジュールがあります。詳細については、
データを最新に保つを参照してください。

サイトの

パブリッシュされたデータソースとワークブックの使用率、抽出更新タスク

使用率

の成功、ユーザー アクティビティなどを監視できます。

とパ
フォーマ
ンスの分
析
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Tableau Web 環 境 の管 理 者 エリアの移 動
Tableau Server または Tableau Cloud の管理者は、他のユーザーが利用できない管理者設
定にアクセスし、サイト、ユーザー、プロジェクトの構成や他のコンテンツ関連のタスクを行うこと
ができます。

サイトロールとサイト数に基づくアクセス
Tableau Server または Tableau Cloud にサインインすると利用できるメニューは、以下の条件
によって変わります。
l

サイト管理者やサーバー管理者かどうか。
サイト管理者アクセスは Tableau Cloud およびTableau Server で利用できます。サー
バー管理者アクセスは Tableau Server のみで利用できます。

l
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アクセスできるサイトは 1 つのみ、または複数なのか。
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サーバー管 理 者
単一サイトサーバーではサイトセレクターが
表示されず、他のすべてのメニューは同様で
す。

複数サイト環境では、左側のメニューによ
り、特定のサイトやすべてのサイトを修正し
たり、ユーザー、グループ、スケジュール、タス
ク、サーバー設定を構成したりすることができ
ます。
すべてのサイトに影響するサーバー管理者
設定にアクセスするには、現在のサイト名の
横にある矢印をクリックしてサイトメニューを
開き、[すべてのサイトを管理] を選択しま
す。
[コンテンツ] タブと[グループ] タブがなくなるほ
か、サイトメニューのテキストが[すべてのサイ
ト] に変わり、サーバー全体の設定を管理し
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ていることを示します。また、[サーバー ステー
タス] などのオプションにサーバー全体の視点
が反映されます。
サイト管理者メニューに戻るには、[すべての
サイト] を選択して管理するサイトを選択し
ます。
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サイト管 理 者
Tableau Cloud または Tableau Server のサ
イト管理者であり、複数サイトへのアクセス
権を持っている場合は、管理するサイトを選
択するメニューや、そのサイトのコンテンツ、
ユーザー、グループ、スケジュール、タスクを管
理するメニュー、およびそのステータスをモニタ
リングするメニューが利用できます。
サイトセレクターには、現在のサイト名が表
示されます。別のサイトに移動するには、サ
イトメニューを選択してからサイト名を選択
します。
1 つのサイトのみへのアクセス権を持っている
場合は、サイトセレクターは表示されません
が、他のすべてのメニューは同様です。

サーバー管理者のタスク
サーバー管理者 (Tableau Server Enterprise でのみ利用可能) は、次の操作を実行できま
す。
l

サーバーのステータスとアクティビティを監視する。

l

ログファイルを生成する。

l

サイトを追加し、サイト設定を編集する。サーバー管理者のみが、サーバーにサイトを追
加できます。

l

サーバーにユーザーを追加し、ユーザーをサイトに割り当てる。

l

サイトグループを追加および管理する。
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特定サイトでのみ設定を管理するには、まずはそのサイトに移動する必要があります。各サイ
ト内では、次の操作を実行できます。
l

管理者コンテンツ: プロジェクトを作成する、あるプロジェクトから別のプロジェクトにコンテ
ンツを移動する、パーミッションを割り当てる、コンテンツリソースの所有権を変更するな
ど。

l

抽出更新とサブスクリプションのスケジュールを管理する。

l

サイトの活動を監視し、ワークブックパフォーマンスメトリクスを記録する。

l

ユーザーがパブリッシュするコンテンツ用に、保存スペースの制限を管理する。

l

Web 作成を許可する。

l

リビジョン履歴を有効にする。

l

サイト管理者に、ユーザーの追加および削除を許可する。

l

サイトが各ライセンスタイプ(Creator、Explorer、Viewer) に対して使用できるライセン
スの最大数を設定します。

l

ユーザーにワークブックおよびビューのサブスクライブを許可し、コンテンツの所有者に他
のメンバーにコンテンツのサブスクライブを許可する。

l

お気に入り用のオフラインスナップショットを有効にする(iOS のみ)。

サイト管理者のタスク
Tableau Cloud または Tableau Server のサイト管理者は、次の操作を実行できます。
l

管理者コンテンツ: プロジェクトを作成する、あるプロジェクトから別のプロジェクトにコンテ
ンツを移動する、パーミッションを割り当てる、コンテンツリソースの所有権を変更するな
ど。

l

抽出更新およびサブスクリプションのスケジュールを表示、管理、および手動で実行す
る。
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l

サイトユーザーを追加および管理する。

l

サイトグループを追加および管理する。

l

サイトアクティビティを監視する。

サイト設 定 とコンテンツ設 定 のカスタマイズ
サイト設定リファレンス
Tableau 管理者は、以下の設定を使用して、組織のサイトをカスタマイズできます。使用でき
る設定は、サイトの構成と、Tableau Cloud とTableau Server のどちらを使用するかによって異
なります。サイト設定を表示および編集するには、Tableau Cloud のサイト管理者または
Tableau Server のサーバー管理者である必要があります。

注: 特定の設定を見つけるには、Ctrl+F (Windows) または Command+F (macOS) を押
します。Tableau Cloud とTableau Server では、これらの設定が異なる順序で表示されま
す。

サイト設 定 へのアクセス
l

(Tableau Cloud) ホーム ページで、サイドペインを展開し、下部にある [設定] をクリックしま
す。
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l

(Tableau Server) 既存のサイトを編集している場合は、[サイト] ページでそのサイトを選
択し、[設定の編集] を選択します。または、単一サイトの展開で、サイドペインの下部
にある[設定] をクリックします。

[全 般 ] セクション
設定

説明

[サイト名と

ユーザー インターフェイスに表示されるサイト名と、サイトの URL に表示されるID

ID]

を指定します。([既定] サイトを編集している場合は、ID を変更できません)。

(Tableau
Server 管

URL の"#/site" の部分を変更することはできません(例:

理者のみ)

http://localhost/#/site/sales)。マルチサイトサーバー環境では、これらの設定
が既定サイト以外のサイトのURL に表示されます。

[ストレージ]
(Tableau
Server 管

[サーバーの上限] または [GB] のいずれかを選択します。[GB] を選択した場合
は、パブリッシュされたワークブックや抽出などのデータソースに適用するストレー
ジ容量の制限に必要な GB 数を入力します。

理者のみ)

サーバーの上限を設定してサイトがそれを超えた場合、パブリッシャーはサイト
が制限内に戻るまで、新しいコンテンツをアップロードできません。サーバー管
理者は、[サイト] ページの[最大容量] および[使用容量] 列を使用して、容
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量に対するサイトの使用量を管理できます。
[リビジョン

サーバーに保存されているワークブック、フロー、およびデータソースの以前の

履歴]

バージョンの数を指定します。

(Tableau
Server 管
理者のみ)
[Tableau

適切なパーミッションを持つユーザーがフローをスケジュール設定および監視でき

Prep

るかどうかを制御します。Tableau Prep Conductor は データ管理 の一部です。

Conductor]

詳細については、「Tableau Prep Conductor」 を参照してください。

[Web 作成]

サイトのブラウザー ベースの作成を有効にするかどうかを制御します。ワークブッ
クの Web 作成が無効になっている場合、ユーザーはパブリッシュされたワークブッ
クをサーバー Web 環境から作成または編集することはできませんが、代わりに、
Tableau Desktop を使用してワークブックをもう一度パブリッシュする必要があり
ます。フローの Web 作成が無効になっている場合、ユーザーはパブリッシュされた
フローをサーバー Web 環境から作成または編集することはできませんが、代わり
に、Tableau Prep Builder を使用してフローをもう一度パブリッシュする必要があ
ります。

詳細については、Tableau Cloud ヘルプの「サイトのWeb 作成アクセスと機能
の設定」を参照してください。
[ユーザーの

サーバー管理者のみがユーザーの追加と削除、およびサイトロールの変更を実

管理]

行できるようにするか、サイト管理者にも権限を付与するかを指定します。

(Tableau
Server 管

サイト管理者にユーザーの管理権限を与える場合、サイト管理者がサイトに

理者のみ)

追加できるユーザー数を、次のいずれかを選択して指定します。
l

[サーバーの上限] では、利用可能なサーバー接続ライセンス数を追加し
ます。コアベースのライセンス設定を使用するサーバーについては、制限は

l

ありません。
[サイトの上限] では、サイト管理者が、指定された上限までユーザーを追

l

加できます。
[サイトロールの上限] では、サイト管理者が、サイトに指定されたライセン
ス上限まで各サイトロールのユーザーを追加できます。
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詳細については、「サーバーライセンスの表示」を参照してください。
[ゲストアク

Tableau Server アカウントを持たないユーザーが、ゲストアクセスパーミッション

セス]

が設定されているビューを表示できます。

注: Tableau Server を使用している場合、管理者が[ゲストアクセス] を
無効にすることができます。

[Tableau

Tableau Server または Tableau Cloud サイトが データ管理 でライセンス設定さ

Catalog]

れている場合は、Catalog 機能をオフにします。詳細については、「Catalog の無

効化」 を参照してください。
[スケジュー

最近表示したワークブックをスケジュールされた更新で事前に計算し、それらの

ルされた更

ワークブックをより速く開きます。詳細については、「スケジュールされた更新後の

新後のワー

ワークブックパフォーマンスの設定」 を参照してください。

クブックパ
フォーマン
ス]
(Tableau
Server 管
理者のみ)
[ワークブッ

サイトユーザーがワークブックの実行方法 (読み込みの速度など) に関するメトリ

クパフォー

クスを収集できるようにします。記録を開始するには、ワークブックの URL にパラ

マンスメトリ メーターを追加する必要があります。詳細については、「パフォーマンスの記録の
クス]

作成」 を参照してください。

(Tableau
Server 管
理者のみ)
管理対象

サイト管理者は、サイトで OAuth 接続用に保存された認証資格情報キーチェー

キーチェー

ンを管理できます。詳細については、「OAuth 接続」 を参照してください。

ンのクリーン
アップ
(Tableau
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Server 管
理者のみ)
[抽出更新

Tableau ではリソースを節約するために、非アクティブなワークブックの抽出更新

タスクを自

タスクを自動的に中断することができます。この機能は、毎週またはより頻繁に

動的に一

実行される更新スケジュールのみに適用されます。詳細については、Tableau

時停止す

Cloud ヘルプの「非アクティブなワークブックの抽出更新を自動的に中断する」

る]

を参照してください。

リンクされた サーバー管理者は、ユーザーがスケジュールを設定してフロータスクを順に実
タスク

行できるようにします。また、ユーザーが[今すぐ実行] を使用して、スケジュー
ルされたフロータスクをトリガーして実行できるようにすることも可能です。

(Tableau
Server お

この設定は、サーバーレベルで適用して、Tableau Server 上のすべてのサイ

よびサイト

トを含めることができます。この設定は、サイトレベルで無効にして、特定のサ

管理者の

イトのみを含めることができます。

み)

リンクされたタスクをスケジュールした後にサーバー設定をオフにした場合、実
行中のタスクはすべて完了しますが、スケジュール済みのリンクされたタスクは
非表示になり、[スケジュールされたタスク] タブに表示されなくなります。
詳細については、「リンクされたタスクのスケジュール」を参照してください。

[メール設

アラートとサブスクリプションの自動メールに表示される送信元アドレスとメッセー

定]

ジ フッターを指定します。

(Tableau
Server 管
理者のみ)
[サイトの招

シングルサインオン認証を使用するサイトの場合、新しいユーザーがサイトに追

待通知]

加されたときに招待メールを送信します。

(Tableau
Cloud の
み)
[サイトロゴ]
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[スタート

ユーザーがサインインしたときに表示されるサイトページを制御します。既定で

ページ]

は、ホーム ページが表示されますが、代わりに、[すべてのプロジェクト]、[すべての
ワークブック]、または他のページを開くことができます。詳細については、Tableau
Cloud ヘルプの「すべてのユーザーの既定のスタートページの設定」 を参照して
ください。

注: Tableau Server を使用している場合、管理者がこのサイト設定を上
書きすることができます。

[ユーザーの

他のユーザーに表示されるユーザー名とグループ名を制御します。詳細について

表示状態]

は、Tableau Cloud ヘルプの「サイトユーザーの表示状態の管理」 を参照してく
ださい。

[「データに

データソースに対して「データに聞く」 (Ask Data) レンズを有効にするか無効にす

聞く」 (Ask

るかを制御します。「データに聞く」 (Ask Data) では、ユーザーは会話言語を使

Data) の可

用してデータを照会し、自動的にViz を表示できます。詳細については、

用性]

Tableau ユーザー ヘルプの「「データに聞く」 (Ask Data) 機能を使用した自動

的なビューの構築」 を参照してください。
[「データの

適切なパーミッションを持つサイトユーザーが「データの説明を見る」を実行でき

説明を見

るかどうか、および作成者が「データの説明を見る」の設定にアクセスできるかどう

る」の可用

かを制御します。詳細については、「データの説明を見る」へのアクセスの制御 を

性]

参照してください。「データの説明を見る」の詳細については、「データの説明を

見る」を使用して、インサイトをより早く発見するを参照してください。
[データベー

派生パーミッションを使用して、外部アセットに対する特定の機能をユーザーに自

スおよび

動的に付与します。詳細については、Tableau Cloud ヘルプの「派生パーミッショ

テーブルに

ンをオフにする」 を参照してください。

関するメタ
データへの
自動アクセ
ス]
[系列の機

関連するメタデータに対する適切なパーミッションをユーザーが持っていない場合

密データ]

に、系列の機密データを難読化するか、またはフィルターリングするかを指定しま
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す。詳細については、「系列の機密データ」 を参照してください。
[クロスデー

複数のソースからのデータを結合するときに、結合プロセスが実行される場所を

タベース結

指定します。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「異なるデータベース

合]

のテーブルを組み合わせる」 を参照してください。

[保存中の

Tableau Server に保存中の .hyper 抽出を暗号化できます。Server 管理者

抽出の暗

は、サイト上のすべての抽出の暗号化を実施したり、特定のパブリッシュ済み

号化]

ワークブックやデータソースに関連付けられたすべての抽出をユーザーが暗号化

(Tableau

するのを許可したりできます。詳細については、「保存中の抽出の暗号化」 を参

Server 管

照してください。

理者のみ)
Tableau

Tableau Mobile でユーザーがサイトにアクセスしたときに、オフラインプレビューを

Mobile - オ

生成して表示するかどうかを制御します。詳細については、「Tableau Mobile 展

フラインプレ

開ガイド」の「デバイスでのTableau Mobile データの管理」 を参照してください。

ビューを有
効にする
Tableau

Tableau Mobile でユーザーがサイトを開くには、生体認証方法またはデバイス

Mobile - [ア

パスコードが必要です。詳細については、「Tableau Mobile 展開ガイド」の「アプ

プリロックを

リロックを有効にしてセキュリティを強化する」 を参照してください。

有効にす
る]
(Tableau
Cloud の
[認証] タブ
に表示され
ます)
[Tableau

Tableau サポート技術者がサイトにアクセスして、サポートケースのトラブル

サポートア

シューティングを支援できるようにします。既定では、この機能は無効化されてい

クセス]

ます。詳細については、「サポートアクセスの有効化」 を参照してください。

(Tableau
Cloud の
み)
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[共有]

ユーザーが他のユーザーとアイテムを直接共有できるようにします。アイテムが共
有されると、受信者は通知を受け取り、アイテムは受信者の [自分と共有] ペー
ジに追加されます。この設定が有効でない場合、ユーザーは共有するリンクのみ
をコピーできます。詳細については、Tableau ユーザー ヘルプの「Web コンテンツ

の共有」 を参照してください。
[コメント]

ユーザーが各ビューの [コメント] サイドペインにコメントを追加し、@mentions で
他の Tableau ユーザーにメールで通知できるかどうかを制御します。詳細につい
ては、Tableau ユーザー ヘルプの「ビューのコメント」 を参照してください。

[データドリ

データが重要なしきい値に到達したときに、ユーザーが自動でメールを受信でき

ブンアラー

るようにします。詳細については、Tableau ユーザー ヘルプのデータドリブンア

ト]

ラートの送信 に関するページを参照してください。

[サブスクリ

サイトユーザーがビューをサブスクライブし、それらのビューに関するメールを定期

プション]

的に受信できるようにします。Tableau Server では、これらのオプションは、最初
にサブスクリプション設定を構成している場合にのみ表示されます。

[サブスクリ

サブスクリプションに関連するアップストリーム データ品質の警告をメールに含め

プションの

るかどうかを制御します。Tableau Server では、これらのオプションは、最初にサ

データ品質

ブスクリプションを有効にして構成している場合にのみ表示されます。データ品

に関する警

質に関する警告の詳細については、データ品質に関する警告を設定するを参

告]

照してください。

注: データ品質に関する警告は Tableau Catalog の機能であり、データ
管理 の一部です。

[タグ付け]

ユーザーがアイテムに追加できるタグの数を指定します。既定の制限は 50 タグ
で、最大は 200 タグです。詳細については、「タグの使用」 を参照してください。

[ビューの推

推奨事項をサイトに表示するかどうか、および推奨アイテムを見たユーザーの名

奨事項]

前を推奨ツールヒントに表示するかどうかを制御します。
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注: Tableau Server を使用している場合、管理者が推奨を無効にする
ことができます。

[アクセス権

ユーザーはコンテンツまたはプロジェクトの所有者にアクセス権の要求を送信でき

の要求]

ます。詳細については、Tableau Cloud ヘルプの「サイトユーザーにコンテンツへ

のアクセスを要求できるようにする」 を参照してください。
[メトリクス

サイトでメトリクスを使用できるかどうかを制御します。メトリクスをオンにすると、

コンテンツタ ユーザーはビューからメトリクスを作成でき、メトリクスはコンテンツタイプとして表
イプ]

示されます。オフにすると、メトリクスはサイトに表示されなくなり、同期は続行さ
れません。メトリクスをもう一度オンにすると、これらのメトリクスが再表示され、更
新が再開されます。詳細については、Tableau Cloud ヘルプまたは Tableau

Server ヘルプの「メトリクスのセットアップ」を参照してください。
Web ペー

これらの Web ページ オブジェクトとイメージ オブジェクトでターゲットURL を表示

ジ オブジェ

できるかどうかを制御します。詳細については、Tableau ユーザー ヘルプのWeb

クトとWeb

ページオブジェクトのセキュリティに関するページを参照してください。

イメージ
[パーソナル

Creator および Explorer サイトのユーザーがコンテンツを作成してプライベート

スペース]

パーソナル スペースに保存できるようにします。パーソナル スペースがオンになっ
ている場合、ユーザーのストレージ制限を設定できます。詳細については、パー

ソナルスペースでプライベートコンテンツを作成および編集 を参照してください。
コレクション

サイトでコレクションを使用できるかどうかを制御します。コレクションをオンにする
と、ユーザーはコンテンツを整理するためのコレクションを作成したり、他のユー
ザーが利用できるコレクションを閲覧したりすることができます。詳細については、
「 コレクション内のアイテムを整理する」を参照してください。

[サイトにお

サイトにおける抽出ベースのデータソースの既定タイム ゾーンは、協定世界時

ける抽出の

(UTC) です。サイト管理者は、別のタイム ゾーンを設定できます。詳細について

タイム ゾー

は、Tableau Server ヘルプの 「 サイトのタイムゾーンを抽出用に設定する」ま

ン]

たは Tableau Cloud ヘルプの「 サイトのタイムゾーンを抽出用に設定する」を
参照してください。
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[抽出容量

抽出ジョブ容量の問題が原因で抽出更新ジョブがキャンセルされた場合、すべ

制限の通

てのサイト管理者にメール アラートを送信します。

知]

フローパラ
メーター

ユーザーは、パラメーターを含むフローをスケジュールして実行できます。
管理者は、フローパラメーターで任意の値が受け入れられるようにすることも

(Tableau

できます。このオプションを有効にすると、フローユーザーはパラメーターに任意

Server お

の値を入力できるため、ユーザーがアクセスすべきではないデータがパブリッシュ

よびサイト

される可能性があります。

管理者の
み)

パラメーターは、ファイル名、パス、テーブル名のインプットステップ、またはカス
タムSQL クエリを使用する場合は、ファイル名、パス、テーブル名のアウトプット
ステップ、およびフィルターまたは計算値の任意のステップタイプに入力できま
す。
フローパラメーターの設定は、サーバーレベルで適用して、Tableau Server
上のすべてのサイトを含めることができます。この設定は、サイトレベルで無効
にして、特定のサイトのみを含めることができます。
パラメーターを使用する方法についての詳細は、Tableau Prep ヘルプの「フ
ローでパラメーターを作成して使用する」を参照してください。

[今すぐ実

Web、Rest API、および Tabcmd で [今すぐ実行] オプションを使用して、ジョブを

行]

手動で実行できるユーザーを制御します。既定では、このオプションはユーザー
が手動でジョブを実行できるように設定されています。管理者だけがジョブを手
動で実行できるようにする場合は、このチェックボックスをオフにします。

注: Tableau Server を使用している場合、管理者がこのサイト設定を無
効にすることができます。

[通知の管

抽出ジョブ、フローの実行、または他のユーザーによるコンテンツやコメント内のメ

理]

ンションの共有などのイベント通知を、サイトユーザーが受信する方法を制御し
ます。通知は、通知センターを介してTableau サイトに表示したり、メールで送
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信したり、Slack ワークスペースに送信したりできます。通知が有効になっている
場合、ユーザーは [アカウント設定] ページで通知設定を構成できます。

注: Tableau Server を使用している場合、サーバー管理者がこのサイト
の設定を無効にすることができます。

フロー サブ

フローの所有者がフローの出力データを含むメールを、自分自身や他のユーザー

スクリプショ

宛てにスケジュールに基づいて送信できるかどうかを制御します。フロー サブスクリ

ン

プションを許可する場合、フロー出力データをサブスクリプションメールに含めるか
どうか、およびフロー出力ファイルをメールに添付するかどうかを制御することがで
きます。詳細については、「 フロー実行の成功をユーザーに通知する」を参照し
てください

[OAuth クラ

コネクタのサブセットの場合、カスタム Oauth クライアントを登録すると、事前に

イアントレ

構成されたOAuth クライアント設定を上書きできます。カスタム OAuth クライア

ジストリ]

ントを登録することにより、新規および既存の接続で、既定の OAuth クライアン
トの代わりにカスタム OAuth クライアントを使用できるようになります。詳細につい
ては、「カスタムOAuth の構成」 を参照してください。

ビュー アク

Creator および Explorer サイトのユーザーが、ワークブックのビューをアクセラレー

セラレーショ トして読み込み時間を短縮できるかどうかを制御します。ビュー アクセラレーショ
ン

ンを許可する場合、アクセラレートするビューの最大数を設定し、アクセラレー
ションタスクが繰り返し失敗するビューのアクセラレートを自動的に停止するよう
に選択できます。詳細については、「 ビューの高速化 」を参照してください。

[認 証 ] セクション(Tableau Cloud)
設定

説明

[認証タイ ユーザーがサイトにサインインする方法、および初回のサインイン後にユーザーがサ
プ]

イトにアクセスする方法を指定します。認証では、ユーザーの ID を検証します。詳
細については、「認証」 を参照してください。
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用の既
定の認
証タイプ]
[ユーザー

サイトに新しいユーザーを追加したり、既存のユーザーのサイトロールと認証方法

の管理]

を変更したりできます。

[自動プ

サードパーティアイデンティティプロバイダー (IdP) を通じてサイト上のユーザーを管

ロビジョニ

理できるようにします。有効にすると、IdP の SCIM 構成で使用する値がベース

ングとグ

URL とシークレットボックスに設定されます。詳細については、「外部 ID プロバイ

ループ同

ダーを介したユーザープロビジョニングおよびグループ同期の自動化」 を参照して
ください。

期
(SCIM)]
[接続さ

ユーザーが初めてサインイン認証資格情報を提供した後、Tableau Mobile や

れたクラ

Tableau Bridge などの Tableau クライアントがサーバーに対して認証されたままに

イアント]

なることを許可します。オフにすると、ユーザーは Tableau Cloud にアクセスするた
びに明示的にサインインする必要があります。詳細については、「接続されている

クライアントからサイトにアクセス」 を参照してください。
[Tableau

Tableau Mobile でユーザーがこのサイトを開くには、生体認証方法またはデバイ

Mobile

スパスコードが必要です。詳細については、「Tableau Mobile 展開ガイド」の「ア

のアプリ

プリロックを有効にしてセキュリティを強化する」 を参照してください。

ロック]

[Bridge] セクション(Tableau Cloud)
設定

説明

[クライアントが

クライアントがサイトから切断されているように見える場合、データソース所

通知を実行して

有者にメール アラートを送信します。

いない]
プール

ライブクエリを分散し、Bridge プール内のすべてのクライアントでジョブを更
新します。詳細については、「 Bridge クライアントのプールの構成と管理 」を
参照してください。
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プライベート

Tableau Cloud に代わって、プライベートネットワークデータへの専用

ネットワークの

Bridge プールアクセスを可能にするドメインを追加および管理します。

許可リスト

[拡 張 機 能 ] セクション
設定

説明

[ダッシュ

ダッシュボードの拡張機能を管理および制御します。ダッシュボードの拡張機能

ボードの

は、カスタム ダッシュボードゾーンで実行されるWeb アプリケーションであり、ダッ

拡張機

シュボードの残りの部分を操作できます。詳細については、Tableau Cloud ヘルプ

能]

または Tableau Server ヘルプの「ダッシュボード拡張機能の管理」を参照してくだ
さい。

[分析拡

R とPython との統合用として分析拡張機能に式を渡すために使用できる関数

張機能]

セットを有効にします。詳細については、Tableau Cloud ヘルプまたは Tableau

Server ヘルプの「分析拡張機能を使用した接続の構成」を参照してください。
[Tableau

Web でフローを作成する場合、ユーザーは Einstein Discovery を活用したモデ

Prep 拡

ルをフローに適用して、データの予測を一括でスコアリングできます。

張機能]

詳細については、theTableau Server ヘルプの「Einstein Discovery 統合の設
定」を参照してください。

[統 合 ] セクション
設定

説明

[Slack 接続]

Slack ワークスペースとTableau サイト間の接続を表示し
ます。接続すると、Tableau サイトユーザーは、接続され
たSlack ワークスペースでTableau 通知を確認できます。
Tableau Cloud では、Slack ワークスペース管理者に
Tableau for Slack アプリのインストールを要求し、インス
トール後に接続を完了することができます。詳細について
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は、Tableau とSlack ワークスペースの統合を参照してくだ
さい。
[分析拡張機能]

R とPython との統合用として分析拡張機能に式を渡すた
めに使用できる関数セットを有効にします。詳細について
は、Tableau Cloud ヘルプまたは Tableau Server ヘルプの
「分析拡張機能を使用した接続の構成」を参照してくださ
い。

Salesforce へのパブリッシュ

サイトユーザーは Salesforce アプリにビューをパブリッシュす
ることができます。

(Tableau Cloud での限定プ
レビュー)

ビューをSalesforce にパブリッシュすると、選択したアプリに
アクセスできるユーザーは誰でも、そのコンテンツの存在を
確認することができます。ただし、ビューを表示できるの
は、既存のTableau パーミッションを使用してサインインし
ているユーザーのみです。詳細については、「ビューを
Salesforce にパブリッシュする(限定プレビュー)」を参照し
てください。

接 続 済 みアプリのセクション
設定

説明

接続済みアプリ

Tableau 接続済みアプリや Tableau Cloud サイトとカスタム
アプリケーション間の明示的な直接信頼関係または
OAuth 2.0 信頼関係を作成および管理し、JSON ウェブ
トークン(JWT) を使用してユーザーに代わってTableau
REST API へのアクセスをプログラムによって承認します。
詳細については、Tableau Cloud ヘルプの「Tableau 接続
済みアプリをアプリケーションの統合に使用する」を参照して
ください。
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サイトのカスタム ロゴをアップロード
サイトのヘッダーにブランドアイデンティティを組み込むため、Tableau ロゴを独自のロゴに置き
換えることができます。
1. 管理者としてTableau Cloud にサインインします。
2. ロゴを表示するサイトで、[選択] をクリックします。
3. [サイトロゴ] セクションで、次のいずれかを実行します。
l

イメージファイルをコンピューターから[設定] ページの表示されているエリアにドラッ
グします。

l

[ファイルの選択] をクリックして、ダイアログボックスを開き、そこからイメージファイ
ルを参照および選択します。

プレビューエリアが更新され、ヘッダー内のスペースでイメージがどのように表示されるか
を示します。
4. (オプション) 利用可能なスペースにロゴが収まらず、アップロードする前にTableau 外で
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調整する場合、次のいずれかの方法で実行できます。
l

元のTableau ロゴを表示するには、[既定にリセット] をクリックします。

l

最後に保存された設定に戻るには、[元に戻す] をクリックします。この方法は、既
にカスタムのロゴを配置しており、別のロゴを試す場合に便利です。

5. [保存] をクリックします。
イメージ ファイルのヒント
l

推奨イメージサイズは 48 x 48 ピクセルで、最大サイズは 160 x 160 ピクセルです。

l

Tableau Cloud サイトのほぼ黒色の背景には、透明な背景と明るい色を使用したイ
メージが最も適しています。

ダッシュボードベースのカスタム ポータル
注:この概要は、Tableau の禅マスターであるMark Jackson の作品の影響を受けていま
す。プロセスの詳細については、マークのブログをチェックしてください。

Tableau Cloud または Tableau Server の標準のインターフェイスは多くの組織に適しています
が、会社ブランドの体験を作成したいがAPI 開発者スキルを持っていないという場合は、
Tableau ダッシュボードに基づいたカスタムポータルの作成を検討してください。カスタムポータ
ルを使用することで特定の部門やジョブのロールに関するコンテンツを整理したり、データをより
完全に操作するのに役立つ研修を組み込むこともできます。Tableau コンテンツの量が増える
につれ、カスタムポータルがユーザーを必要とするデータへ直接導き、簡単に詳しく探索できる
よう、関連するビューや Tableau Cloud 検索へのアクセスを提供します。

ポータル デザインのスケッチを描 く
Tableau の外で、紙やワイヤーフレーム作成アプリケーションを使用して始めます。組織の構造
と、各ユーザーのグループに適用されるTableau ビューの数を考慮してください。コンテンツにす
ぐにたどり着く、1 レベルのナビゲーションを単純に必要としていますか? または、別のユーザーや
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レポートタイプのグループへのナビゲーションリンクを提供するメインページから開始し、次に、
関連ダッシュボードやビューが入った2 番目のレベルへと進める必要がありますか?

重要な利害関係者やデータコンシューマーからデザインについて同意が得られたら、次の段
階に進むことができます。

ロゴおよびナビゲーションエレメント用 の画 像 を収 集 する
最初のモックアップを微調整しながらイメージについて考え始め、次に、それらをクリップアートの
ライブラリや承認済みブランドグラフィックから収集するか、Photoshop or SnagIt などのアプリ
ケーションでゼロから作成します。一般的なグラフタイプのナビゲーションサムネイルを作成する
予定がある場合は、PowerPoint も優れたソースです。

ダッシュボードのレイアウトテキスト、イメージ、および選 択 されたシート
異なるデバイスでのエレメントの予測可能な配置や拡大縮小を行うため、タイルレイアウトを
使用して、ポータル用にダッシュボードを含むワークブックを作成します。次に、テキストおよび
画像オブジェクト、ポータルの最前線でハイライトさせるデータビューシートの追加を開始しま
す。これらのダッシュボードエレメントの間の隙間を調節するため、空白オブジェクトを挿入して
サイズを調節します。詳細については、「ダッシュボードの作成」を参照してください。
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ダッシュボードエレメントをコンテンツにリンクさせる
ポータルに2 番目のナビゲーションレベルがある場合は、フィルターアクションを使用して、メイン
のダッシュボードからセカンダリダッシュボードを示します。データビューを直接開くリンクを作成す
るには、イメージオブジェクトを右クリックして[URL の設定] を選択します(以下の例では、色の
付いた矢印および付随するテキストは、ビューURL へのリンクです)。データソースが事前に読
み込まれた空のビューをポイントして、ユーザーにWeb 作成ワークスペースで新しいTableau コ
ンテンツを作成するよう促すこともできます。

ヒント:テキストオブジェクトにハイパーリンクを追加するには、フルURL を含めます
(http://www.tableau.com など)。
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ポータルのパブリッシュ、テストおよび微 調 整
ワークブックをサーバーにパブリッシュして、ダッシュボードURL をユーザーに配布します。ポータ
ルデザインは、データ分析と同様に、周期的プロセスです。この時点でポータルはまだ未開の
ため、体験を継続的に改善できるよう、ユーザーフィードバックの収集を開始します
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ヒント:仕上げに、Tableau ツールバーを非表示にして、ポータルにカスタムの外観を与えま
す。ダッシュボードURL の最後のクエスチョンマークの後に、
「:embed=y&amp;:toolbar=n」を追加します

すべてのユーザーの既定のスタートページの設定
新しいサイトでユーザーがTableau Cloud Web 作成環境にサインインすると、役割ベースの
ウェルカムバナーが表示される[ホーム] 画面に移動します。[ホーム] には、最近のビュー、お気
に入り、サイトで最も表示されたコンテンツも表示されます。管理者はユーザーの既定ランディ
ングページをサイトレベルで変更できます。たとえば、すべてのワークブックを表示でき、ユーザー
がサインインすると、アクセス権のあるワークブックが表示されます。
すべてのユーザーの既定のスタートページを設定するには

1. ユーザーがサイトにサインインする際に、既定ページとしたいページやフィルターされた
ビューを表示します。
2. ページの右上エリアにあるプロフィールアイコンを選択します。
3. サイト上のすべてのユーザーでスタートページを設定するには、[スタートページとして設
定]、[このサイトのユーザー用] を順にクリックします。

ユーザーが設 定 したスタートページと階 層
ユーザーはプロフィールアイコンから独自のスタートページを設定し、アカウント設定でスタート
ページをリセットすることができます (詳細については、お使いのオペレーティングシステムの
Tableau Server オンラインヘルプで「プロファイルおよびアカウント設定へのアクセス」を検索して
ください)。
ユーザーが独自のスタートページを設定する場合、サイトで設定されたスタートページは上書
きされます。次回ユーザーがTableau Cloud にサインインするときに、設定したスタートページに
ランディングします。ユーザーも管理者もスタートページを設定していない場合、ユーザーには
既定でホームが表示されます。
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時刻設定の変更
Tableau Cloud を使用するときは、時刻に関する設定をいくつか行う必要がある場合がありま
す。

サイトのタイム ゾーンを抽 出 用 に設 定 する
サイトでは、抽出ベースのデータソースの既定タイムゾーンは、協定世界時 (UTC) です。サ
イト管理者は、別のタイムゾーンを設定できます。
抽出のためにサイトのタイムゾーンを設定するには次を実行します。
1. Tableau に管理者としてサインインします。
2. 設定するサイト上で、[Settings] をクリックします。
3. [Site Time Zone for Extracts] セクションで、タイム ゾーンを選択して[Save]
をクリックします。

計算フィールドでは、NOW() や TODAY() などの関数がタイムゾーンを調べています。抽出の
詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「データの抽出」を参照してください。
タイムゾーン設定は、抽出ベースのデータソースに使用されるだけでなく、内部抽出にも影響
します。たとえば、Tableau がテキストファイルなどのファイルベースのデータソースに接続する
と、抽出が内部で自動的に作成されます。Tableau は、自動的に作成された内部抽出を使
用して異なるソースからデータを統合します。

コンピューターの時 計 をUTC と同 期 する
Tableau Cloud サイト全体に表示されるタイムスタンプは、サイトが展開されているポッドの協
定世界時 (UTC) で表示されます。ご利用のコンピューターの時刻がサイトの時刻と一致する
ようにするには、次のいずれかの方法で、コンピューターのシステム時計をUTC に同期させま
す。
l

ご利用のコンピューターがAmazon Web Services (AWS) に展開されている場合は、
AWS Web サイトのブログ投稿「Amazon 時刻同期サービスを使用した時刻の調整」
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で説明されているように、ネットワークタイムプロトコル(NTP) のソースを使用してコン
ピューターのシステムクロックを同期できます。
l

ご利用のコンピューターがAWS 以外に展開されている場合は、米国国立標準技術研
究所 (NIST) のWeb サイトの「Set your computer clock via the Internet using tools built
into the operating system (OS に組み込まれたツールを使って、インターネット経由でコン
ピューターの時計を設定する)」で説明されているように、NIST のタイムサーバーのいず
れかを使用して、コンピューターのシステムクロックを同期できます。

クラウドでのセキュリティ
Tableau は、企業の所有する最も戦略的で重要なアセットとはデータであることを理解してい
ます。セキュリティおよび顧客データのプライバシー維持を最優先にしています。Tableau エン
タープライズレベルのセキュリティ機能では、オペレーショナルセキュリティ、ユーザーセキュリティ、
アプリケーションセキュリティ、ネットワークセキュリティ、およびデータセキュリティを管理していま
す。
詳細については、Tableau のWeb サイト(https://www.tableau.com) で次のリソースを参照し
てください。
l

「Tableau Cloud クラウドにおけるセキュリティ」ホワイトペーパー。

l

Tableau Cloud ヒント: データをクラウドへパブリッシュするためのセキュリティチェックリスト

TableauID 認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインすると、それらの認証資格
情報をTableau Web サイトへのサインインにも使用できます。

オペレーショナル セキュリティ
Tableau Cloud インフラストラクチャは SAS-70 準拠のデータセンターでホストされ、顧客データ
に対してさまざまな制御や予防措置を提供しています。
データは、Tableau Cloudに保存されている場合でもユーザーが所有しています。認証されてい
るユーザーだけがTableau Cloud に保存されているデータやワークブックにアクセスでき、
Tableau の従業員や Tableau の他の顧客はアクセスできません。
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Tableau は、システム使用状況、アカウント状況、パフォーマンスに関連するメトリクスにアクセ
スしたり監視したりすることはできます。

ユーザー セキュリティ
サイトおよびコンテンツにアクセスできるのは、サイト管理者が明示的にサイトに追加したユー
ザーだけです。ユーザーをもはやシステムで認証しない場合は、ユーザーアカウントを削除して
Tableau Cloud へのアクセスを取り消し、そこに保存されているコンテンツを削除します。
Tableau Cloud では、2 時間のアイドルセッションタイムアウトを実施しています。つまり、ユー
ザーは、Tableau Cloud を使用せずに2 時間経過した後、再度認証する必要があります。ア
イドルセッションタイムアウト値はシステム設定であり、変更できません。

Tableau アカウント
お使いのTableau アカウントは、Tableau のWeb サイトとサービスに対して安全で統一された
認証を提供します。
Tableau アカウントのセキュリティ機能には、次のものがあります。
l

ユーザーサインインをHTTPS でセキュアに保護。

l

数回サインインに失敗して時間が経過するとアカウントをロック。

l

アカウントをユーザーのメールで確認し、同一性を証明。

l

パスワードは暗号化保護を使用して保存。Tableau の従業員と契約社員は、プレー
ンテキストのパスワードにアクセス不可。

l

Tableau 認証 (TableauID) を使用するアカウントでは、多要素認証 (MFA) を有効に
できます。

Tableau Cloud サイト管理者は、ユーザーの制御と利便性を高める目的で、組織のID プロ
バイダーを使用するオプションを利用可。詳細については、「認証」を参照してください。
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役 割 とパーミッション
役割は、ユーザー操作を管理するプロジェクト、ワークブック、ビュー、またはデータソースに適
用されるパーミッションのセットです。各資産に対し、幅広い特定のパーミッション(表示、作
成、編集、変更、削除など) を使用できます。

ネットワークセキュリティ
ユーザーとTableau Cloud 間の通信はすべてSSL を使用して暗号化され、データがセキュアに
送信されています。Tableau Cloud は、TLS 1.2 以上をサポートしています。TLS サポートの詳
細については、Tableau ナレッジベースを参照してください。さまざまな暗号化技術により、ブラ
ウザーからサーバー層、リポジトリ、またその逆方向の通信で安全が確保されています。他にも
多くのビルトインセキュリティ機構が備わっており、スプーフィング、ハイジャック、SQL インジェク
ション攻撃を防御したり、毎月アップデートしながら、新しい脅威に対する検証や対応を行い
ます。

アプリケーションセキュリティ
Tableau Cloud 環境はマルチテナント設定でホストされ、顧客間でユーザー、データ、およびメ
タデータを分離します。

データセキュリティ
Tableau Cloudにより、会社環境にVPN およびトンネルを実装する必要がなくなります。多くの
データソースは定期的に抽出として取り込み、更新することができます。自動更新を使用する
には、データソースに対する接続情報に認証資格情報を埋め込む必要があります。Google
およびSalesforce.com データソースの場合、OAuth 2.0 アクセストークンの形式で認証資格
情報を埋め込むことができます。
ユーザーフィルターおよびデータソースフィルターを追加し、ワークブックおよびデータソースの追
加セキュリティの範囲を限定することができます。Tableau は、ユーザー名、グループ、または現
在のユーザーのフルネームを使用して行レベルのデータセキュリティを有効にできる[ユーザー
フィルター] 機能も提供しています。ユーザーフィルターを使用すると、データを表示しているユー
ザーの情報から、データにフィルターを設定することができます。たとえば、西部地域の営業部

Tableau Software

175

Tableau Cloud ヘルプ
長は、西部の売り上げ結果を表示できますが、他の地域は表示できません。Tableau
Desktop からワークブックおよびデータソースをパブリッシュする場合にユーザーフィルターを設定
します。
Tableau で行レベルのセキュリティを実装するために使用できる代替方法については、
「Tableau の行レベルのセキュリティオプションの概要」を参照してください。

データの場所
Tableau Cloud はアマゾンウェブサービス(AWS) でホストされており、サイトとそのデータが保
存されている地域を選択できるように構成されています。新規のお客様は、サイトのセットアッ
ププロセス中に次のいずれかの地域を選択できます。
領域
アジア

ヨーロッパ

北米

地域
アジア太平洋

オーストラリア

アジア太平洋

日本

EU 西部

アイルランド

ヨーロッパ - 西部

UK

カナダ

ケベック

米国 - 東部

バージニア

米国 - 西部

オレゴン

必要に応じて、サイト移行プロセスを使用して既存のサイトを別の地域に移行できます。この
変更を要求するには、Tableau セールスアカウントマネージャーに連絡してください。詳細につ
いては、ナレッジベースの「コンテンツ移行ツールを使用したTableau Cloud 環境の移行」を参
照してください。
サイトは、選択した地域で定期的にバックアップされます。Tableau Cloud にサインインし、
URL の先頭にあるホスト名をメモして、それをデータプロバイダー認可用 Tableau Cloud IP
アドレスの[サイトの場所] 列と比較することで、サイトの場所を確認できます。たとえば、
10ax、10ay、10az、us-west-2b で始まるURL は、米国西部 - オレゴン地域に対応します。
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米国西部のオレゴン地域のサイトに対応するデータは、オレゴンで保存およびバックアップされま
す。
l

新しいサイトを依頼するには、この Web フォームに入力してください。

l

Tableau Cloud のメンテナンススケジュールについては、「 Tableau Cloud のシステムメンテ

ナンス」を参照してください。

関連項目
データを最新に保つ
OAuth 接続
パーミッション
SAML 認証のしくみ
ユーザーフィルター(Tableau ヘルプ)

Tableau Cloud サイトの容 量
Tableau Cloud サイトは、すべてのユーザーの分析ニーズに対応するための容量を備えていま
す。サイトの容量には、ストレージの容量と、抽出、メトリクス、サブスクリプション、フローのため
にサイトで実行する必要があるタスクの容量が含まれます。

概要
次の表は、サイトごとの許容容量を機能別にまとめたものです。以下の機能ごとに、容量の詳
細情報を確認できます。

スト

容量のタイプ

許容量

サイト

100 GB

レージ
Advanced Management ライセンスで1 TB。詳細に
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容量のタイプ

許容量
ついては、「Advanced Management の容量」を参照
してください。

個々のワークブック、パブリッ 15 GB
シュされたデータソース、ま
Advanced Management ライセンスで25 GB。
たはフローのサイズ

「Advanced Management の容量」を参照してくださ
い。

抽出
更新

日次更新

Creator ライセンスごとに最大 8 バックグラウンダー時間

同時更新

最大 10 個のジョブ
Advanced Management ライセンスで最大 25 のジョ
ブ。「Advanced Management の容量」を参照してく
ださい。

個々の更新ランタイム

メトリク 日次更新
ス

サブス
クリプ
ション

Creator ライセンスごとに最大 8 バックグラウンダー時間

同時更新

最大 10 個のジョブ

個々のランタイム

2 時間

同時サブスクリプション

最大 10 個のジョブ

個々のサブスクリプションラ

2 時間

ンタイム
個々のメール サイズ
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フロー

ビジュ

容量のタイプ

許容量

同時実行フロー

リソースブロックごとに1 つ

個々のフロー ランタイム

ジョブランタイム容量 を参照してください。

フローのメモリ使用量サイズ

7.5 GB

読み込み回数

最大 5 分

クエリの使用サイズ

20 GB

アクセラレートされたビュー

サイトごとに少なくとも30 のアクセラレートされたビュー

アライ
ゼー
ション

ビュー
の高

と、Creator ライセンスごとに追加の 20 のビュー。最大

速化

750 のアクセラレートされたビュー。
アクセラレートされたビュー

ビューごとに1 日あたり最大 12 のジョブ

の更新
メモリの使用サイズ

20 GB

各高速化の実行時間

最大 30 分

ストレージ容量
Tableau Cloud サイトでは、サイトと個々のコンテンツに対するストレージ容量を備えています。
l

サイトストレージ: サイトごとに100 GB のストレージ容量を備えています。ワークブック、パ
ブリッシュされたデータソース、およびフローは、このストレージ容量にカウントされます。

l

個別のワークブック、パブリッシュされたデータソース、フローのサイズ: 個々のワークブッ
ク、データソース(ライブまたは抽出)、またはサイトにパブリッシュされたフローの最大サイ
ズは 15 GB です。
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注: 抽出データソースのサイズが10 GB を超える場合は、データベースへのライブ接続
を使用するか、抽出内のデータを集約してサイズを小さくすることを検討するようお勧め
します。大量の抽出を頻繁に再パブリッシュまたは更新すると、膨大な時間がかかる可
能性があります。また、通常これはデータの鮮度に関するより効率的な戦略を考慮す
る必要があることを示しています。

ビジュアライゼーションの容量
各サイトでは、個々のビジュアライゼーション(ビューとも呼ばれます) の読み込みや、クエリの実
行の容量が指定されています。各容量タイプの詳細については、以下を参照してください。
l

読み込み時間: サイトには、ビューの読み込みに最大 5 分を費やすことができる容量が
あります。

l

クエリの使用サイズ: サイトには、抽出データソースを使用するビューのクエリを実行する
ために、20 GB のメモリを使用できる容量があります。ビューのクエリを実行するために必
要なメモリ量は、Tableau がビュー内のマークを生成するために実行する必要がある
データ操作の複雑さによって異なります。
注: 抽出データソースに対するクエリのみがクエリの使用容量としてカウントされます。参
照元データへのライブ接続を使用するデータソースに対するクエリは、使用容量として
カウントされません。ただし、ライブ接続を使用するデータソースに対するクエリは、参照
元データベースによって強制される他のクエリの使用容量の影響を受ける可能性があり
ます。

容量タイプのいずれかまたは両方を超えるビューは、十分なシステムリソースを使用できるよう
にするため、キャンセルされる場合があります。これにより、サイト上の他のビューが読み込める
ようになります。
Viz 容量を最適化するためのヒント

ビジュアライゼーションの容量を超えるビューは、Tableau がビューを生成するために実行する
必要のあるクエリが複雑すぎることを示している可能性があります。このような場合は、次のヒ
ントを使用してクエリを最適化し、Tableau Cloud でビューを読み込むのにかかる時間を最小
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限に抑えることができます。ほとんどのヒントでは、変更を有効にするために、データソースまた
はワークブックを編集してTableau Cloud にもう一度パブリッシュする必要があります。
詳細については、Tableau ヘルプのワークブックのパフォーマンスに関するトピックを参照してくだ
さい。
l

データソースフィルターの使用: データソースにフィルターを追加する際には、ビュー内で
生成する必要があるデータ量を削減します。データ量を減らすことで、ビューの読み込み
時間を最小限に抑えることができます。詳細については、Tableau ヘルプの「データソー
スからデータをフィルターする」を参照してください。

l

コンテキストフィルターの使用: データソースフィルターと同様に、コンテキストフィルター
は、シートレベルでデータソース内のデータを減らします。コンテキストフィルターは、他の
フィルターとは独立して動作し、ビューで生成する必要があるデータ量を大幅に削減でき
ます。データ量を減らすことで、ビューの読み込み時間を最小限に抑えることができま
す。詳細については、Tableau Server ヘルプの「コンテキストフィルター付きビューパ
フォーマンスを改善する」を参照してください。

l

日付範囲の短縮: 原則として、日付には、数値やブール値などの他の種類のデータより
も多くの計算量が必要です。ビューに日付フィルターが含まれている場合は、ビューの読
み込み時間を最小限に抑えるために、生成する必要がある日付範囲または日数を減
らすことができます。

l

マークの削減: Tableau はビューを生成するためにマークを計算する必要があるため、
マークの数はビューの読み込み速度に影響を与える可能性があります。上に示したフィ
ルターの一部を使用したり、フィルターするセットを使用したり、データを集計するカスタム
SQL を使用するなど、マークを減らす方法はいくつかあります。詳細については、「ビュー
内のマークの数を減らす」を参照してください。

ビューの高速化の容量
各 Tableauサイトには、次のビューの高速化の容量があります。
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l

アクセラレートされたビュー: アクセラレータされたビューのサイトごとのデフォルト数は 30 で
す。Creator ライセンスごとに、追加してさらに20 ビューを高速化できます。アクセラレー
トされたビューの最大数は 750 です。

l

アクセラレートされた更新: アクセラレートされたビューは、次の4 つのデータ更新イベント
に合わせて再生成されます。
l

データの更新ポリシー: 高速化のタイムスタンプはデータの更新ポリシーと同期しま

l
l

せん。
抽出更新: 抽出更新が完了し、より新しいデータが得られます。
アクセラレートされたビューの更新: アクセラレートされたビューは所有者によって更

l

新されます。
オプトインされたビュー: ビューは元々、高速化のためにオプトインされます。

一意のイベントごとに、事前計算ジョブがキューに入れられます。次に、バックグラウン
ダージョブは事前計算を取得して完了し、クエリ結果をマテリアライズドビューとして保
存します。同じワークブックに属するビューは、1 つのジョブで更新されます。リソースの消
費を制限するために、実行できる事前計算ジョブの最大数は 1 日あたり12 ジョブに制
限されています。詳細については、「データ鮮度ポリシーの設定」を参照してください。
l

高速化メモリの使用サイズ: サイトには、バックグラウンダー ジョブでワークブックのデータを
事前に計算してフェッチするために使用する、20GB 以下のメモリ容量があります。必要な
メモリの量は、アクセラレートされたビューに関連付けられているクエリの複雑さによって異な
ります。

ジョブランタイム容量
ジョブランタイム容量は、ジョブまたはタスクタイプのインスタンスが実行可能な時間であり、利
用可能なシステムリソースを保護するためにこの時間の経過後ジョブはキャンセルされます。
各サイトには、次のジョブタイプに対するジョブランタイム容量が設定されています。
l
l
l
l
l
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抽出更新、サブスクリプション、メトリクスの各ジョブタイプのランタイムは最大で2 時間 (120 分
または 7,200 秒) です。ビューの高速化の最大実行時間は 30 分 (1,800 秒) です。
フローに関する注意: データ管理 がないサイトの場合、サイトのフロージョブの最大実行時間
は、60 分にCreator ライセンス数を掛けた時間であり、最大で24 時間です。サイトにフローの
ワークロードが大量にある場合は、データ管理 の購入して容量を増やすことを検討してくださ
い。データ管理 があるサイトの場合、リソースブロックごとに1 日あたり最大 24 時間のフローを
実行できます。制限時間を超えた場合、新しいジョブは翌日まで開始できません。同時実行
フロージョブの追加容量を購入できます。詳細については、リソースブロックを参照してくださ
い。
抽出更新に関する注: 更新ジョブがランタイムの最大値に達すると、タイムアウトエラーが発生
します。エラーの詳細と、抽出を変更してランタイム容量内で更新ジョブを保持する方法につ
いては、「更新の抽出の時間制限」を参照してください。

同時ジョブ容量
同時ジョブ容量は、同時に実行できるジョブまたはタスクタイプのインスタンスの数です。各サイ
トには、次のジョブタイプに対する同時ジョブ容量が設定されています。
l
l
l
l

抽出更新
サブスクリプション
フロー
メトリクス

各ジョブタイプの同時ジョブ容量の詳細は以下の通りです。
l

抽出更新: 各サイトには、最大 10 個の抽出を同時に更新できるだけの容量がありま
す。使用可能なシステムリソースに応じて、更新ジョブを順次または並列に実行できま
す。同時更新の容量にカウントされるジョブには、スケジュールされた更新、手動更新、
抽出の作成、更新をトリガーするコマンドラインまたは API 呼び出し(データの増分追
加など) が含まれます。

l

サブスクリプション: 各サイトには、最大 10 個のサブスクリプションを同時に実行できるだ
けの容量があります。同時サブスクリプションの容量にカウントされるジョブには、Tableau

Tableau Software

183

Tableau Cloud ヘルプ
Cloud で直接作成されたサブスクリプションからのメールの生成や、メールサブスクリプ
ションを生成するAPI 呼び出しなどがあります。
l

フロー: データ管理 でライセンスされている場合、サイトのデフォルトの容量は、リソース
ブロックごとに1 つの同時フロージョブです。リソースブロックはフロージョブをサポートして
います。データ管理 でライセンスされていない場合、サイトのデフォルトの容量は 1 つの
同時フロージョブであり、1 つのリソースブロックがある場合と同じです。フロージョブの開
始時に使用可能なリソースブロックがない場合、ジョブはキューに入り、リソースブロック
が使用可能になるまで待機します。同時実行フロージョブの追加容量を購入できま
す。詳細については、リソースブロックを参照してください。各ユーザーは、一度に最大
4 つのアクティブなフローのWeb 編集セッションを持つことができます。さらにセッションを
開くと、最も古いセッションが閉じられます。

l

メトリクス: 各サイトには、最大 10 個のメトリクスを同時に更新できるだけの容量があり
ます。メトリクスの更新方法について詳しくは、メトリクスの作成とトラブルシューティング
を参照してください。

注: サイトで同時ジョブ容量を使い果たした場合、キューにある他のジョブは、1 つまたは複数
のジョブが完了するまで保留状態になります。

日次ジョブ容量
日次ジョブ容量とは、サイト上のすべてのジョブを実行するためにCreator ライセンスごとに1
日に費やすことができる共有時間数です。バックグラウンダーと呼ばれるサーバープロセスが、
これらのジョブを開始して実行します。Creator ライセンスが多いサイトでは、サイトのユーザー
数増加のニーズを満たせるように、日次ジョブ(バックグラウンダー) の容量が大きくなります。
各サイトには、抽出更新とメトリクス更新の両方のジョブを実行する日次ジョブ(バックグラウン
ダー) 容量が設定されています。
例:
サイトに次のものがある場合...
10 の Creator ライセンス
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サイトに次のものがある場合...
50 件の Creator ライセンス

既定の時間を乗算
8 時間

日次ジョブ容量
最大 400 時間/日

日次ジョブ容量は毎日 24:00:00 UTC (協定世界時) にリセットされます。

抽 出 更 新 について
日次ジョブ容量にカウントされる更新ジョブには、完全更新と増分更新、抽出の作成が含ま
れます。これらのジョブは、スケジュールされた更新、手動更新、特定のコマンドラインまたは
API 呼び出しにより開始できます。
注:
l

サイトの日次更新ジョブ容量の時間が残っていると、更新ジョブはジョブの完了にかかる時

l

間に関係なく実行されます。
サイト管理者は、サイトが毎日の更新容量の 70%、90%、100% に達すると、メール通知を

l

受け取ります。
サイトの日次更新ジョブ容量を使い切ると、今後の抽出更新はキャンセルされ、更新のキャ
ンセルを警告するメール通知がコンテンツ所有者に送信されます。

抽出更新容量を最適化するためのヒント

抽出負荷の高い環境を管理している場合は、サイトの容量を最も効率良く使用するために、
いくつかのベストプラクティスに従うことをお勧めします。
l

使用されていない抽出の更新を停止します。サイトの容量を回復する最善の方法の1
つは、Tableau Cloud のスケジュールまたはスクリプトを使用して、使用されていない抽
出の自動更新を停止することです。更新スケジュールを削除する方法の詳細について
は、更新タスクの管理を参照してください。

l

更新の頻度を減らします。サイトの容量を回復するもう1 つの方法は、抽出更新の頻
度を減らすことです。たとえば、抽出を1 時間ごとに更新するのではなく、1 日ごとに更
新するか、最新のデータが最も必要となる営業時間帯にのみ更新することを検討してく
ださい。更新スケジュールを変更する方法の詳細については、更新タスクの管理を参照
してください。
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l

フル更新ではなく増分更新を使用します。抽出の更新にかかる時間を短縮するため、
完全更新ではなく抽出の増分更新を実行することを検討してください。詳細について
は、Tableau Cloud での更新のスケジュールを参照してください。
注: 完全更新から増分更新への変更は、抽出がパブリッシュされる前にTableau
Desktop で抽出の増分更新が構成されている場合にのみ、Tableau Cloud から実行
できます。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「抽出の増分更新を構成する」
を参照してください。

l

抽出接続でなくライブ接続を使用します。データを頻繁に更新する必要があるビュー、
ダッシュボード、およびワークブックでは、抽出の接続ではなくライブ接続を使用するよう
にデータソースを設定することを検討してください。

l

抽出のデータを最適化します。抽出のパフォーマンスを向上させることは、抽出の更新
にかかる時間を減らすことにもつながります。未使用のフィールドの削除、フィルターを使
用した未使用の行の削除、日付範囲の変更など、抽出のデータに対して多くの変更
を加えることで、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。

メトリクスの更 新 について
抽出データソースに依存するメトリクスは、対応する抽出データが更新されると更新されるた
め、日次ジョブ容量にカウントされます。
注:ライブデータソースに依存するメトリクスは 60 分ごとに更新され、日次ジョブ容量にはカウ
ントされません。

コマンドラインやAPI の呼 び出 しで開 始 するジョブ
上で説明した日次ジョブ容量に加えて、サイトにはコマンドラインとAPI の呼び出し用に指定
されたジョブ容量が付いています。
l

抽出更新ジョブの開始: サイトでは、抽出更新ジョブを開始するためのtabcmd
(refreshextracts)、REST API (抽出更新タスクの実行)、およびTableau クライアント
(Python) ライブラリなどの呼び出しの容量が指定されています。サイトでは、1 時間あ
たり合計 20 回の呼び出しが許可されます。
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l

ジョブのクエリまたはキャンセル: サイトでは、非同期ジョブのステータス情報をクエリした
り、保留中および進行中のジョブをキャンセルしたりするためのREST API (ジョブのクエリ
とジョブのキャンセル)、Tableau クライアント(Python) ライブラリなどの呼び出しの容量が
指定されています。サイトでは、24 時間あたり20,000 回の呼び出しが許可されます。

l

パブリッシュ、更新、または更新ジョブの開始: サイトでは、tabcmd (パブリッシュ)、REST
API (ワークブックのパブリッシュ、データソースのパブリッシュ、ワークブックの更新、データ
ソースの更新、今すぐデータソースを更新)、およびTableau クライアント(Python) ライブ
ラリなどの呼び出しの容量が指定されています。サイトでは、24 時間あたり4,000 回の
呼び出しが許可されます。

注: コマンドラインまたは API の呼び出しの数が上記の容量を超えると、次のエラーのいずれか
が表示されます。Unknown 429 (不明 429) または ApiCallError: 429000: Too Many
Requests – Too many requests for <job type> ‘api.rest.refresh_extracts’ (API 呼び出しエ

ラー: 429000: 要求が多すぎます– <ジョブの種類 > 'api.rest.refresh_extracts’) Please retry
after 146 second(s). (146 秒後に再試行してください)

容量の監視
サイトの容量を監視するのに役立つツールがいくつかあります。[ジョブ] ページや [管理] ビューな
どです。

ジョブページ
ジョブページには、過去 24 時間以内のバックグラウンダータスクの一意のインスタンス(ジョブと
呼びます) に関する詳細が表示されます。ジョブページを使用して、抽出更新、サブスクリプ
ション、フローなどのジョブを監視できます。
1. サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインします。
2. 左のナビゲーションペインで、[ジョブ] をクリックします。
3. [フィルター] ドロップダウンメニューの[タスクの種類] で、監視するジョブの種類を選択しま
す。
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ジョブページの詳細については、「Tableau Cloud でのバックグラウンドジョブの管理」を参照し
てください。

管 理 ビュー
管理ビューを使用すると、サイト上のさまざまなタイプのアクティビティを監視できます。以下の
機能については、管理ビューを使用して、容量の使用状況に関する情報を確認できます。
l

ストレージ: [領域使用量の統計] 管理ビューを使用して、サイトのストレージ容量を監
視し、サイトで最も多くの領域を占有するワークブック、データソース、およびフローを監
視できます。[サイトの状態] > [領域使用量の統計] を選択します。
l

[このサイトの領域の使用状況] の横で、サイトで使用されているストレージ容量
の合計を確認します。

l

[最も多くの領域を使用しているワークブック、データソース、フロー] で、サイトのコ
ンテンツとそのサイズのリストを確認します。

この管理ビューの詳細については、「領域使用量の統計」を参照してください。
l

フロー: フロー実行のパフォーマンスを監視できます。[サイトの状態] > [フロー パフォーマ
ンス履歴] を選択します。ダッシュボードを使用して、[フロー履歴] でマークをクリックする
と、フロージョブについての詳細が表示されます。
この管理ビューの詳細については、Tableau Prep ヘルプの「フロー実行のパフォーマン
ス」を参照してください。

l

メトリクス: "抽出以外のバックグラウンドタスク" の管理ビューを使用して、サイトのメトリ
クスジョブを監視できます。[サイトの状態] > [抽出以外のバックグラウンドタスク] を選
択し、[タスク] フィルターのロップダウンから[ビューのすべてのメトリックを更新]のチェック
ボックスをオンにします。
この管理ビューの詳細については、「抽出以外のバックグラウンドタスク」を参照してくだ
さい。
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Advanced Management の容量
Advanced Management を使用すると、サイトで次のように容量が増加します。
l
l
l

1 テラバイトのストレージ
最大ファイル サイズ 25 ギガバイト
最大 25 の同時抽出更新

Advanced Management の詳細については、「Tableau Advanced Management について」を
参照してください。

Tableau Cloud のシステム メンテナンス
Tableau Cloud では、サービスを提供するためのインフラストラクチャを維持するとともに、強化さ
れた機能を利用できるようにするため、定期的にメンテナンスを行っています。Tableau Cloud
管理者は、ご利用サイトの更新を管理する必要はありません。ただし、メンテナンスのスケ
ジュールを確認して計画停止に備え、サービスの中断を回避することをお勧めします。
四半期リリースの詳細については、「Tableau Cloud の四半期リリース」を参照してください。

メンテナンスの連絡
システムメンテナンスについては、Tableau Trust ページとサイト管理者への通知メールでご連
絡します。

Tableau Trust でのお知 らせ
Tableau Trust には、Tableau Cloud のステータスに関するすべての更新が掲載されています。
ステータスの更新には、システムメンテナンスや Tableau Cloud の使用に影響を与える可能性
があるインシデント報告などが含まれます。Tableau Cloud インスタンスのステータスを迅速に確
認するには、Tableau Trust ページにアクセスするか、Tableau Trust をサブスクライブして最新
情報を受け取るようにします。
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Trust にサブスクライブするには、https://trust.tableau.com にアクセスして[アップデートの購読]
をクリックします。電子メールや SMS メッセージでアップデートを受け取ることができ、インシデン
トが作成、更新、解決されるたびにRSS 通知を受け取ることもできます。

サイト管 理 者 へのメール
サイト管理者ロールを持つTableau Cloud ユーザーは、ご利用のサイトに関する通知メールを
自動的に受信します。メールには、システムメンテナンスや Tableau Cloud の使用に影響を
与える可能性があるインシデント報告などが含まれます。
通知メールには、日時、Tableau Cloud のインスタンス名、計画メンテナンスの種類、ユーザー
への影響、終了予定時刻などが記載されています。

システム メンテナンスの予定スケジュール
Tableau では、システムメンテナンスの時間枠を設定しています。これにより、Tableau Cloud
のサービスを提供するインフラストラクチャのセキュリティ、可用性、パフォーマンスを維持しま
す。メンテナンスのスケジュールが設定されているため、計画停止に備えることができ、Tableau
Cloud サイトの中断を回避できます。メンテナンスを行う可能性のある時間枠が事前に設定
されていますが、メンテナンスが不要な月もあります。
メンテナンスを予定する場合は、Tableau Trust サイトでメンテナンス時間枠の日時を公開し
ます。Tableau Cloud インスタンス全体に影響を与えるメンテナンスの場合、Tableau Trust か
らの通知をサブスクライバーとサイト管理者にメールでお送りします。通知は、メンテナンススケ
ジュールをTrust に掲載したとき、およびメンテナンスを行う14 日前に送信します。Tableau
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Trust からの通知は、各メンテナンスの開始時と終了時にも送信します。また、リマインダーとし
て48 時間前にも送信します。
メンテナンスのスケジュールを変更する場合は、Trust サイトでメンテナンスの掲載を更新すると
ともに、Trust のサブスクライバーに電子メールをお送りします。

注: 重要度の高いメンテナンスが必要な場合は、Trust のサブスクライバーとTableau
Cloud のサイト管理者あてに1 週間以内に事前通知する場合があります。

可能な限り、かつメンテナンスが必要な場合にのみ、カレンダー月の第 1 週末と第 3 週末に、
以下の表に記載されている時間枠の中でシステムメンテナンスを予定します。組織のメンテナ
ンスアクティビティ(ソフトウェアのアップグレード、統合の変更など) をTableau システムメンテナン
スの時間枠外で計画します。極端な状況では、Tableau Cloud インフラストラクチャのシステム
の可用性、パフォーマンス、およびセキュリティを維持するために、システムメンテナンスのスケ
ジュールがこれらの時間枠外に設定されてメンテナンスが行われる場合があります。
システム メンテナンスの予定時間枠
地域

米国 - 西部

インスタンス
10ay、10az、
us-west-2b
prod-us-east-

米国 - 東部

a、prod-useast-b、useast-1

ヨーロッパ - 西
部

dub01、eu-

現地時間

UTC

毎月第 1 週末

土曜日 08:00 -

土曜日 16:00 -

毎月第 3 週末

14:00 PST

22:00

毎月第 1 週末

日曜日 11:00 -

日曜日 16:00 -

毎月第 3 週末

17:00 EST

22:00

毎月第 1 週末

土曜日 02:00 -

土曜日 1:00 -

毎月第 3 週末

08:00 CET

7:00

毎月第 1 週末

日曜日 01:00 -

土曜日 16:00 -

毎月第 3 週末

07:00 JST

22:00

west-1a、
prod-uk-a

アジア太平洋 -

prod-

日本

apnortheast-a
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アジア太平洋 -

prod-

オーストラリア

apsoutheast-a

毎月第 1 週末

日曜日 03:00 -

土曜日 16:00 -

毎月第 3 週末

09:00 AEST

22:00

注: メンテナンス時間枠の現地時間は標準時です。季節によって夏時間の間は、現地
時間が+1 時間または -1 時間変更される場合があります。

Tableau Cloud の四半期リリース
Tableau は、データを使用して日々の問題を解決できる製品を提供し続けるために、絶えず
革新しています。新しい機能は、年に4 回、四半期に1 回出荷されます。

通 信 のリリース
四半期ごとのリリースは、製品内の通知を通じて通信されます。サイトのアップグレードがいつ
スケジュールされているかの通知が送られ、アップグレードの完了後にはもう一度通知が送ら
れます。アップグレード中でもサイトにアクセスできるため、ユーザーはすべての機能を使用でき
ます。四半期ごとのリリースアップグレードに関連するダウンタイムはありません。

四 半 期 リリースのスケジュール
メジャーリリースは、オンプレミスソフトウェアがアップグレードされる前に、世界中のTableau
Cloud のインフラストラクチャ全体に数週間にわたってロールアウトされます。四半期リリースは
世界中で順番にロールアウトされるため、正確な日時は事前に発表されていません。代わり
に、リリースが近づくと、製品内通知でユーザーと管理者に通知されます。
サイトのアップグレードがスケジュールされる約 2 週間前に、製品内通知が表示されます。
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新 機 能 について
サイトの新機能の詳細については、「近日公開」を参照してください。[Coming Soon (近日公
開)] ページには、今後および進行中のTableau リリースに関する情報が記載されています。
Tableau Cloud のお客様は、このページにリストされている機能に既にアクセスできる場合があ
ります。すべての製品のアップグレードが行われて、新機能を利用できるようになったら、Web
サイトのより広範な更新が行われます。

認証
認証とは、Tableau Cloud サイトへのユーザーのサインイン方法のオプション、および初回のサイ
ンイン後のユーザーのアクセス方法を指します。認証では、ユーザーのID を検証します。
Tableau Cloud は、複数の認証タイプをサポートしています。これらは、[認証] ページで設定で
きます。
サイトに設定する認証タイプに加えて、2022 年 2 月 1 日以降、SSO ID プロバイダー(IdP) を
介した多要素認証 (MFA) がTableau Cloud の必須要件となります。お客様の組織がSSO
IdP を直接使用していない場合は、Tableau をMFA 認証で使用して、MFA 要件を満たすこ
とができます。詳細については、多要素認証とTableau Cloud についてを参照してください。
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l

Tableau: これは組み込みの既定の認証タイプです。ユーザーを追加する前に追加の
構成ステップを実行する必要はありません。Tableau 認証資格情報 (TableauID とも
呼ばれます) はユーザー名とパスワードで構成され、Tableau Cloud に保存されていま
す。ユーザーは、Tableau Cloud サインインページに直接認証資格情報を入力しま
す。2022 年 2 月 1 日以降、TableauID を使用して認証するサイト管理者またはその
他のユーザーは、Tableau で MFA を使用するように設定する必要があります。
Tableau でMFA を使用するように設定されていない場合、多要素認証 (MFA) 施行
ロードマップに基づき、サインインしようとしたユーザーは Tableau でMFA を使用するよ
うに求められます。
l

多要素認証を備えた Tableau: この認証タイプは、1) Tableau Cloud で保存さ
れるユーザー名とパスワードで構成されるTableau ID 認証資格情報であり、2)
TableauID 認証が成功すると、サイトにアクセスする前に、ユーザーに追加の認
証方法に対する応答を求めるプロンプトが表示されます。詳細については、多
要素認証 とTableau Cloudを参照してください。

l

Google: お客様の組織でGoogle アプリケーションを使用している場合は、Google アカ
ウントを使用してOpenID Connect によるMFA 付きシングルサインオン(SSO) を
Tableau Cloud で有効にできます。Google 認証を有効にすると、ユーザーは Google
サインインページに転送され、Google に保存されているユーザーの認証資格情報を入
力するように求められます。

l

Salesforce: お客様の組織でSalesforce を使用している場合は、Salesforce アカウン
トを使用してOpenID Connect によるMFA 付きシングルサインオン(SSO) をTableau
Cloud で有効にできます。Salesforce 認証を有効にすると、ユーザーは Salesforce サ
インインページに誘導され、認証資格情報を入力するように求められます。この情報
は、Salesforce で保存および管理されています。最小限の構成が必要になる場合が
あります。詳細については、Salesforce 認証を参照してください。

l

SAML: SSO を使用する別の方法には、SAML を経由する方法があります。これを行
うには、MFA を提供するサードーパーティのID プロバイダー(IdP) を使用し、IdP と信
頼できる関係を構築するようサイトを構成します。SAML を有効にすると、ユーザーは
IdP のサインインページに直接リダイレクトされ、そこでIdP に既に保存されているSSO

194

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
認証資格情報を入力します。

多 要 素 認 証 とTableau Cloud について
組織に損害を与える可能性のある脅威の増加とその進化に先んじるために、MFA 認証は、
2022 年 2 月 1 日からTableau Cloud の必須要件になります。MFA は、サインインセキュリティ
を強化し、セキュリティの脅威から組織とそのデータを保護する効果的なツールです。詳細につ
いては、Salesforce ヘルプの「Salesforce 多要素認証に関するFAQ」および「多要素認証
(MFA) 導入ロードマップ」を参照してください。
多要素認証 (MFA) は、アカウントのセキュリティを強化するために、上記の他の認証方法の1
つと組み合わせて使用する認証方法です。MFA は次の2 つのうち、いずれかの方法で行うこ
とができます。
l

SSO とMFA (第一の方式): MFA 要件を満たすため、SSO ID プロバイダー(IdP) を使
用したMFA を有効にします。

l

多要素認証を備えた Tableau (代替の方式): SSO IdP と直接連携していない場合
は、代わりに、Tableau Cloud に保存されたTableauID 認証資格情報と、ユーザーがサ
イトにアクセスする前に行う追加の認証方法との組み合わせを有効にすることができま
す。詳細については、多要素認証 とTableau Cloudを参照してください。

Google、Salesforce、または SAML について
サイトでGoogle または SAML 認証を有効にすると、外部の認証資格情報を使用してサイン
インするユーザーとTableau の認証資格情報を使用してサインインするユーザーを選択できま
す。サイトでは TableauID と外部のプロバイダーを許可できますが、各ユーザーがいずれかのタ
イプを使用するよう設定する必要があります。[ユーザー] ページのオプションでユーザー認証オプ
ションを設定できます。
重要: 上記の認証要件に加えて、常にTableau with MFA の認証用に構成されている専用
のサイト管理者アカウントを使用することをお勧めします。SAML または IdP に問題が発生した
場合でも、専用のTableau with MFA アカウントがあれば、いつでも自分のサイトにアクセスで
きます。
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Tableau が接続されているクライアントからの直接アクセスを許
可する
既定では、ユーザーがサイトにサインインするために認証資格情報を提供した後、接続され

ているTableau クライアントから直接Tableau Cloudサイトに続けてアクセスできます。詳細に
ついては、接続されているクライアントからサイトにアクセスを参照してください。
注: Tableau 認証を使用するMFA がサイトで有効になっていて、クライアントが他の必要な
サービスにアクセスできないようにしているプロキシを環境で使用している場合は、必要に応じ
て*.salesforce.com を追加する必要があります。

Salesforce 認証
組織でSalesforce を使用している場合、OpenID Connect を使用したシングルサインオン
(SSO) でSalesforce アカウントを使用するようにTableau Cloud を設定できます。2021 年春
の時点で、Tableau Cloud は新しい認証タイプとしてSalesforce 認証をサポートしています。
Salesforce 認証を有効にすると、ユーザーは Salesforce サインインページに誘導され、
Salesforce が保存および管理している認証資格情報の入力を求められます。Salesforce が
別のIdP と認証を統合するシナリオもサポートします。

ユーザー名 の要 件
Salesforce 組織内で使用するユーザー名は、Tableau Cloud のユーザー名フィールドと一致
している必要があります。両者のユーザー名はいずれも電子メール形式ですが、電子メール
アドレスとして使用することはできません。これらの属性が一致していることを確認してくださ
い。一致していない場合は、Salesforce の認証タイプを設定してから、以下の「ユーザー名の
不一致セクションを参照してください。

認 証 タイプの設 定 と変 更
組織ですでにSalesforce を使用している場合、Tableau Cloud でSalesforce に認証タイプ
を設定するには、次の3 ステップの手順を実施します。
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1. Tableau Cloud 接続アプリパッケージをSalesforce にインストールします。組織でユー
ザーがTableau Cloud にサインインできるようにするために、適切なプロファイルまたは一
連のパーミッションを割り当てて、接続されたアプリへのアクセスを管理します。さらに、接
続されたアプリを管理者事前承認に設定します。「接続されたアプリの他のアクセス設
定を管理する」を参照してください。
2. Tableau Cloud でSalesforce 認証に変更します。

l

Tableau Cloud サイトにサイト管理者としてサインインし、[設定] > [認証] を選択し
ます。

l

[認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする] を選択し、[Salesforce] を選択し
ます。

l

ユーザーのサインインにカスタム ドメインを使用するようにSalesforce 組織を構成して
いる場合は、ユーザーをサインインページにリダイレクトするようにTableau Cloud を
構成する必要があります。[マイドメインの編集...] をクリックして、Salesforce のマイ
ドメインを入力します。Tableau Cloud はドメインを確認し、それをサインインURL とし
て追加します。

3. 新しいユーザーを追加 (または従来のユーザーを更新) して、Salesforce を認証タイプと
して設定します。
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トラブルシューティング
ユーザー名の不一致

Tableau Cloud の既存ユーザーが、Salesforce のユーザー名とは異なるユーザー名を使用し
ている場合は、次の手順に従います。
1. Tableau Cloud の既存ユーザーをライセンスのないサイトロールに変更し、ライセンスの消
費を防ぎます。
2. Salesforce 組織のユーザー名と一致するユーザー名で、Salesforce 認証用の新しいユー
ザーをTableau Cloud に追加します。
3. 必要に応じて、Tableau Cloud の古いユーザー名で所有していた以前のコンテンツを新し
いユーザーに移行します。
リターンURL で OAUTH_APP_BLOCKED が返るログイン失敗

この問題は、Salesforce 認証で設定されているユーザーが、サインインしようとしてもリダイレク
トされない場合に発生します。Tableau Cloud には次のメッセージが表示されます。

サインインに失敗しました。もう一度試してください。
このメッセージが引き続き表示される場合は、以下のステータス情報を取得して、カスタマー
サポートに送信してください。
また、ユーザーのブラウザーのリターンURL に、次の文字列が含まれています。
/public/oidc/login?error=OAUTH_APP_BLOCKED&error_
description=this+app+is+blocked+by+admin&state=...
これは、Salesforce 内の接続されたアプリが組織によってブロックされていることを示していま
す。セキュリティを重視するSalesforce のお客様の中には、すべての接続アプリをブロックした
上でAPI 許可リスト機能を実装しているために、接続されたアプリが機能しないようになって
いる場合があります。
これを修正するには、「Tableau Cloud - OIDC でのSalesforce ユーザーログイン」の接続アプ
リがインストールされ、適切なユーザープロファイルと一連のパーミッションが適用されていること
を確認します。
詳細については、以下を参照してください。
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l
l

接続されたアプリへのアクセスを管理する
接続されたアプリの他のアクセス設定を管理する

多要素認証 とTableau Cloud
広まるSalesforce エコシステムの一部として、当社は、サイト所有者であるお客様に、お客様
とお客様のユーザーのアカウントをセキュリティで保護するしくみを設定するよう求めています。ア
カウントをセキュリティで保護する方法は、お客様の組織で利用できるテクノロジーによって異な
りますが、多要素認証 (MFA) はその例です。MFA 認証は、2022 年 2 月 1 日からTableau
Cloud の必須要件になります。MFA は、サインインセキュリティを強化し、セキュリティの脅威か
ら組織とそのデータを保護する効果的なツールです。詳細については、Salesforce ヘルプの
「Salesforce 多要素認証に関するFAQ」および「多要素認証 (MFA) 導入ロードマップ」を参
照してください。
MFA を有効にする場合は、シングルサインオン(SSO) を提供するID プロバイダー(IdP) を介
して有効にしてください。IdP と直接連携しない場合は、Tableau で MFA を使用する機能に
より、Tableau 認証で多要素認証を有効にできます。
重要: Tableau で MFA を使用する場合は、このトピック全体、とくにロックアウトされた後にサ
イトへのアクセスを回復を確認してください。

ユーザー アカウントと多 要 素 認 証
多要素認証 (MFA) はセキュアなアカウント認証方式であり、ユーザーが本人であることを証明
するために、2 つ以上の情報を提示する必要があります。それらの情報は「認証要素」と呼ば
れ、ユーザーは Tableau Cloud にサインインするときに提示します。最初の要素は、ユーザーが
知っている固有の情報、つまり、ユーザー名とパスワードです。追加の要素は、ユーザーが所有
しているものによる検証手段であり、たとえば、オーセンティケーターアプリなどです。
ユーザーがTableau Cloud にサインインするときに複数の認証要素を要求することで、フィッシ
ング攻撃やアカウントの乗っ取りなどの一般的な脅威が成功しにくくなります。MFA は、サイン
インセキュリティを強化し、セキュリティの脅威から組織とそのデータを保護する効果的なツール
です。
第一の方法 - SSO で MFA を使用: 現在組織でSSO IdP を使用してMFA に
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よるセキュリティ強化を実施している場合は、引き続きこれを使用します。そうで
ない場合は、MFA 要件を満たすために、SSO を使用するようにサイトを構成
し、SSO IdP でMFA を有効にしてください。サイトのユーザーをGoogle、
Salesforce、SAML プロバイダーなどで認証するように構成することが可能で
す。
代替の方法 - Tableau で MFA を使用: SSO IdP と直接連携していない場合
は、または、サイト管理者や他のユーザーがTableauID を使用している場合
は、集中管理されたSSO IdP へ移行できるまでの間、Tableau 認証で多要素
認証を有効にすることにより、ユーザーのサインインプロセスを保護することができ
ます。この機能を使用すると、ユーザーは引き続きTableau ID の認証資格情
報を使用してTableau Cloud にサインインできますが、サイトへの認証に成功す
る前に、もう1 つの検証方法を使用した手順が加わります。
Tableau でMFA を使用する際は、次の検証方法を利用できます。

l

Salesforce オーセンティケーター アプリ
時間ベースのワンタイム パスコード(TOTP) を生成するオーセンティケーター

l

アプリ(Goolge Authenticator、Microsoft Authenticator、Authy など)
Yubico YubiKey や Google Titan セキュリティキー などの WebAuthn または

l

l
l

U2F をサポートするセキュリティキー
Touch ID、Face ID、Windows Hello などのビルトイン認証システム
リカバリー コード

サポートしている検証方法を比較し、使用要件を確認するには、Salesforce ヘ
ルプのトピック「多要素認証の検証方法」を参照してください。

Tableau 認 証 での MFA の有 効 化
組織がSSO IdP を直接使用していない場合は、デフォルトのTableau 認証を使用してMFA
要件を満たすことができます。詳細については、多要素認証とTableau Cloud についてを参
照してください。
1. サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインし、[ユーザー]
ページに移動します。
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2. 一覧表示されている最初のユーザーの横で、次の手順を実行します。
1. [アクション] メニューをクリックし、[認証] を選択してから、[Tableau で MFA を使
用] を選択します。

2. 変更を保存するには、[更新] をクリックします。
3. 一覧表示されているユーザー(サイト管理者を含む) ごとにステップ2 を繰り返します。
ユーザーがTableau のユーザー名とパスワードを使用してTableau Cloud にサインインすると、
サポートしている検証方法 (Salesforce オーセンティケーターまたはその他の時間ベースのワンタ
イムパスコード(TOTP) のオーセンティケーターアプリ) を選択するように求められます。検証方
法を登録および管理するためのユーザープロセスの詳細については、「多要素認証への登録」
を参照してください。
サイト管理者アカウントのベストプラクティス

ユーザーに対してMFA を有効にする場合、サイト管理者アカウントについては次のベストプラ
クティスをお勧めします。
l

最低 2 つの検証方法を登録: 各サイト管理者のアカウントに対して、少なくとも2 つの
検証方法を登録し、サイトからロックアウトされるリスクを軽減します。たとえば、第一の
検証方法を登録した後、リカバリコードオプションを追加して、バックアップとして一連の
リカバリコードを生成することをお勧めします。

l

ユーザーとMFA を管理するサイト管理者アカウントを少なくとも2 つ指定: ユーザーと
MFA の設定を管理する権限を、少なくとも2 つのサイト管理者レベルのアカウント(サイ
ト管理者 Creator またはサイト管理者 Explorer) に設定します。これにより、片方の管
理者がサイトからロックアウトされても、管理アクセスの遅れを防ぐことができます。
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検証方法の管理

ユーザーは、自分の[マイアカウント設定] ページで検証方法を管理できます。このページで
は、検証方法の追加や削除を行うことができます。
リカバリコードについて- 緊急時にのみ使用します

ロックアウトが発生するリスクを軽減するため、ユーザーは MFA に登録した後、バックアップとし
てリカバリコードオプションを追加することをお勧めします。通常のMFA 検証方法にアクセス
できない場合は、緊急シナリオでのみ使用するリカバリコードを用いて、Tableau Cloud にサイ
ンインできます。[リカバリコード] オプションを追加すると、Tableau Cloud へのサインインに使用
できる10 個の使い捨てコードのリストが生成されます。
重要:
l

リカバリコードのオプションを追加した後は、コードの一覧にアクセスできなくなるため、緊急
時に使用できるように、これらのコードをすぐにコピーして安全な場所に保管しておいてくだ

l

さい。
リカバリコードは、主要な検証方法として使用しないでください。リカバリコードは、通常の
MFA 検証方法にアクセスできない場合の緊急シナリオでのみ使用してください。

ロックアウトされた後にサイトへのアクセスを回復

重要: サイトからロックアウトされないように、[リカバリコード] オプションを登録することを強くお
勧めします。リカバリコードは、緊急シナリオでのみ使用する必要があります。
通常の検証方法をすべて失った場合は、別のサイト管理者に連絡して、以下に説明する手
順に従ってサイトへのアクセスを回復できるようにしてください。この手順を使用して、ユーザー
がサイトにアクセスできるようにすることもできます。
MFA のリセット

サイトへのアクセスを有効にするには、Tableau Cloud のユーザープロフィールページからMFA
の検証方法をリセットします。
1. サイト管理者としてTableau Cloud にサインインします。
2. [ユーザー] ページに移動し、サイトへのアクセスを回復する必要があるユーザーを選択しま
す。
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3. ユーザー プロフィール ページで、[設定] タブをクリックし、[Reset MFA Verifiers (MFA 検
証者のリセット)] ボタンをクリックします。
注: [Reset MFA Verifiers (MFA 検証のリセット)] ボタンを表示するには、ユーザーの認
証方法を [Tableau で MFA を使用] に設定する必要があります。

MFA 検証方法をリセットしたら、ユーザーに連絡し、「多要素認証への登録」で説明されてい
る手順に従ってMFA に再度登録するように依頼します。
唯一のサイト管理者としてMFA をリセット

あなたが唯一のサイト管理者で、通常の検証方法を使えない場合は、アカウント管理者に連
絡する必要があります。Tableau Cloud へのアクセスを回復するには、Tableau がアイデンティ
ティを手動で確認してから、検証方法をリセットする必要があります。アカウントのリカバリプロセ
スをスムーズに行うために、次の点に注意してください。
l

Tableau は、(Tableau.com 上の) TableauID プロファイルの情報を使用して、申請者が
誰であるかを検証する場合があります。そのため、電話番号などのプロファイル情報は、
最新の状態に保つことが重要です。TableauID プロファイルの編集の詳細については、
Tableau コミュニティサイトの「Tableau Community で名前、タイトル、電子メールアドレ
スを変更する」を参照してください。

l

プレミアム サポートを利用していて、週末にサポートが必要な場合は、Tableau サポート
ケースを提出できます。詳細については、Tableau ナレッジ ベースの「 Web フォームからの

ケースの送信 」を参照してください。

接続されているクライアントからサイトにアクセス
既定では、Tableau Cloud でユーザーは、Tableau クライアントからのサイトに直接アクセスでき
ます。これにより、ユーザーがクライアントから初めてサインインしたときに認証資格情報を提供
した後、このアクセスを許可します。この場合のクライアントは、Tableau Cloud と情報を交換で
きるTableau アプリケーションまたはサービスです。Tableau クライアントの例として、Tableau
Desktop、Tableau Bridge、およびTableau Mobile があります。
Tableau Cloud は、ユーザーがクライアントからサインインした際にユーザーを一意的に識別す
るセキュアなアクセストークンを作成し、接続済みのクライアントを確立します。

Tableau Software

203

Tableau Cloud ヘルプ
Tableau Bridge の接続されたクライアントの要件

Tableau Bridge クライアントを無人で実行できるようにするには、サイトで既定の[接続された

クライアント] オプションを有効にしたままにする必要があります。有効にすると、Tableau 認証
で多要素認証がサポートされます。接続されたクライアントがサイトで無効になっている場合、
Bridge では、Tableau のユーザー名とパスワードの認証のみがサポートされます。
注: Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、Bridge クライアントは、
Tableau Bridge バージョン2021.1 以降を実行している必要があります。Tableau でMFA を
使用する方法については、「多要素認証とTableau Cloud について」を参照してください。

接 続 済 みのクライアントの許 可 をオプトアウトする
サイト管理者は、この機能をオフにして、ユーザーがTableau Cloud にアクセスするたびに明
示的なサインインを要求することができます。
サイトでSAML が有効化され、IdP のSAML ディレクトリから削除されたユーザーがTableau
Cloud へのアクセス権を持たないよう設定するには、オプトアウトをお勧めします。
1. サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインします。
2. [設定] を選択して、[認証] タブを選択します。
3. [接続されたクライアント] の下の[クライアントにこの Tableau Cloud サイトへの自動接
続を許可する] チェックボックスをオフにします。
接続されているクライアントからオプトアウトする場合は、次の点を留意してください。
l

クライアントによっては、[ユーザー名を保存する] チェックボックスがあり、ユーザーはユー
ザー名を保存するかどうかを選択できます。ユーザーは毎回パスワードを入力する必要
があります。

l

SAML 認証を使用してシングルサインオンを行うよう構成されたサイトでは、ユーザーは
初回サインイン後、サイトに直接アクセスできます。ユーザーは、[サインアウト] リンクを
選択して明示的にサインアウトすることなくこれを実行できます。
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接 続 されているユーザーのクライアントを削 除 する
サイト管理者は、ユーザーがサイトのメンバーではなくなったり、アカウントの最大クライアント数
の超過に関するメッセージを見ている場合などに、特定のユーザーと関連付けられているクライ
アント(アクセストークン) を削除できます。
1. [ユーザー] を選択し、[サイトユーザー] ページで、ユーザーの表示名のリンクをクリックしま
す。
2. ユーザーのページで、[設定] タブを選択します。
3. [接続されているクライアント] セクションで、適切なクライアントを削除します。
また、ユーザーは自分のアカウント設定ページに移動して特定のクライアントを削除することも
できます。

関連項目
Tableau Cloud へのサインイン
OAuth 接続

外部 ID プロバイダーを介したユーザー プロビジョニングおよびグ
ループ同期の自動化
ID プロバイダー(IdP) を使用して、Tableau Cloud のユーザーの追加または削除を自動化した
り、グループのメンバーの追加または削除を自動化したりできます。
Tableau Cloud IdP ユーザー管理はクロスドメインID 管理システム(SCIM) 標準を使用してい
ます。これはユーザーID 情報の交換を自動化するためのオープン標準です。SCIM では、アプ
リケーションとグループへのユーザーの割り当てを含め、ユーザーID の一元的な管理が行われま
す。IdP は SCIM を使用することで、「ダウンストリーム」のアプリケーションがIdP でセットアップさ
れたプロビジョニング割り当てと同期されるようにします。この方法でユーザー管理を行うと、セ
キュリティが向上し、サイト管理者がサイトユーザーとグループメンバーシップの管理のために手
動で行う必要がある作業量が大幅に低減します。
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上の図では、IdP が更新をTableau Cloud にプッシュし、ユーザーとグループが適切にミラーリン
グされるようにTableau Cloud のSCIM エンドポイントを呼び出す頻度が制御されます。

IdP 固 有 の構 成
このトピックの後のステップでは、IdP のドキュメントと一緒に使用してTableau Cloud サイト用
にSAML を構成する場合の一般的な情報を提供します。サポートされている次のIdPs に対
してIdP 固有の構成ステップを実行できます。
l

Azure Active Directory を使用したSCIM の構成

l

Okta を使用したSCIM の構成

l

OneLogin を使用したSCIM の構成

機能が発展するにつれて、別のIdP もサポートする予定です。将来の計画について質問があ
る場合は、当社のSCIM プレリリースチームに電子メールをお送りください。

前提条件
Tableau Cloud サイトでSCIM の統合を有効にするには、以下の適切なアクセスレベルが必
要です。
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l

Tableau Cloud サイトへのサイト管理者アクセス

l

Tableau Cloud のIdPs 構成設定を修正する機能
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また、SCIM 機能では、サイトでSAML シングルサインオンをサポートするように構成する必要
があります。これを行っていない場合は、「サイトでのSAML 認証の有効化」を参照してから、
IdP のドキュメントに従って、Tableau Cloud をアプリケーションとして追加してください。

IdP で SCIM サポートを有 効 にする
SCIM サポートを有効にするには、以下のステップを行います。このプロセスを完了するには、
IdP が提供するドキュメントも必要です。SAML プロビジョニングのためにサービスプロバイダーを
構成または有効にすることに関するトピックを探してください。

注: SCIM を有効にした後、IdP を介してユーザーとその属性を管理する必要があります。
Tableau Cloud 内で変更を直接加えると、予期しない動作や値の上書きが発生する可
能性があります。

1. Tableau Cloud サイトにサイト管理者としてサインインし、[設定] > [認証] を選択しま
す。
2. Tableau Cloud の[認証] ページで、[自動プロビジョニングとグループ同期 (SCIM)] にあ
る[SCIM の有効化] チェックボックスを選択します。
これにより、ベースURL とIdP のSCIM 構成でで使用する値が入っているシークレット
ボックスが設定されます。

重要: シークレットトークンは、生成された直後にのみ表示されます。IdP に適用す
る前に見失ってしまった場合には、[新しいシークレットを生成] を選択します。ま
た、シークレットトークンは、SCIM サポートを有効にするサイト管理者のTableau
Cloud ユーザーアカウントに関連付けられています。そのユーザーのサイトロールが
変更されるか、そのユーザーがサイトから削除されると、シークレットトークンは無効
になり、別のサイト管理者が新しいシークレットトークンを生成してIdP に適用する
必要があります。

3. シークレットトークンの値をコピーしてから、IdP 設定に移動します。Tableau Cloud
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SCIM シークレットトークンを適切なフィールドに貼り付けます。
4. Tableau Cloud SCIM 設定に表示されているベースURL をコピーして、IdP の適切な
フィールドに貼り付けます。
5. SCIM サポートを有効にした後、IdP のドキュメントに従ってユーザーとグループをプロビ
ジョニングします。

SCIM シークレットトークンの置 き換 え
SCIM (クロスドメインID 管理システム) シークレットトークンを置き換える必要がある場合は、
次の手順を実行します。
1. Tableau Cloud で、[設定] > [認証] に移動します。
2. [自動プロビジョニングとグループ同期 (SCIM)] で、[Generate New Secret (新しいシー
クレットの生成)] をクリックします。
3. 新しいシークレットトークンを使用するようにSCIM をもう一度構成します。
また、管理者が別のユーザーに属するシークレットトークンを取り消すには、Tableau Cloud か
らそのユーザーを削除してから、サイトにそのユーザーを追加し直します。

Azure Active Directory を使 用 した SCIM の構 成
Active Directory を使用してユーザー管理を構成し、グループをプロビジョニングし、Tableau
Cloud のサイトロールを割り当てることができます。
以下の手順を完了するまで、Microsoft のドキュメントが手元にあると便利です。チュートリア
ルの「ユーザーを自動的にプロビジョニングするためのTableau Cloud の設定」を参照してくださ
い。

注: アプリケーションのプロビジョニングを既に有効にしていて、Tableau SCIM 2.0 エンドポ
イントを使用するように更新する場合は、Tableau Cloud アプリケーションの更新に関す
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るMicrosoft の記事を参照してください。Tableau Cloud アプリケーションの新しいインスタン
スのプロビジョニングを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

SCIM サポートを有効にする

Azure Active Directory でSCIM サポートを有効にするには、以下の手順を実施します。
1. SCIM 機能を有効にするには、SAML シングルサインオンをサポートするようにサイトを
構成する必要があります。これを行っていない場合は、「Azure Active Directory での
SAML の構成」の「Tableau Cloud をAzure AD アプリケーションに追加する」を完了して
ください。
2. Azure Marketplace からTableau Cloud を追加した後、Azure ポータルとTableau
Cloud の両方にサインインしたままで、以下のページが表示されます。
l

Tableau Cloud では、[設定 ] > [認証 ] ページ。

l

Azure ポータルでは、[Tableau Cloud アプリケーション] > [プロビジョニング] ページ。

3. Tableau Cloud の[認証] ページで、[自動プロビジョニングとグループ同期 (SCIM)] にあ
る[SCIM の有効化] チェックボックスを選択します。
これにより、ベースURL とIdP のSCIM 構成でで使用する値が入っているシークレット
ボックスが設定されます。

重要: シークレットトークンは、生成された直後にのみ表示されます。IdP に適用す
る前に見失ってしまった場合には、[新しいシークレットを生成] を選択します。ま
た、シークレットトークンは、SCIM サポートを有効にするサイト管理者のTableau
Cloud ユーザーアカウントに関連付けられています。そのユーザーのサイトロールが
変更されるか、そのユーザーがサイトから削除されると、シークレットトークンは無効
になり、別のサイト管理者が新しいシークレットトークンを生成してIdP に適用する
必要があります。

4. シークレットトークンの値をコピーし、Azure ポータルの[プロビジョニング] ページで、以下
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の手順を実施します。
l

[プロビジョニングモード] で、[自動] を選択します。

l

[認証方法] で、[認証] を選択します。

l

[シークレットトークン] で、コピーしたTableau Cloud SCIM シークレットを貼り付
けます。

l

[テナントURL] で、Tableau Cloud SCIM 設定で表示されたベースURL をコ
ピーして貼り付けます。

5. [接続のテスト] をクリックして資格情報が期待どおりに機能しているることを確認し、[保
存] をクリックします。
6. [マッピング] セクションで、[Azure Active Directory グループのプロビジョニング] と
[Azure Active Directory ユーザーのプロビジョニング] が有効になっていることを確認し
ます。
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7. [Azure Active Directory グループのプロビジョニング] を選択し、[属性のマッピング] ペー
ジで、Azure からTableau Cloud に同期された属性を確認します。変更を保存するに
は、[保存] をクリックします。

8. [Azure Active Directory ユーザーのプロビジョニング] を選択し、[属性のマッピング] ペー
ジで、Azure からTableau Cloud に同期された属性を確認します。変更を保存するに
は、[保存] をクリックします。

Tableau Cloud アプリケーションにユーザーとグループをに割り当てる

次の手順を使用して、個々のユーザーとグループをAzure のTableau Cloud アプリケーションに
割り当てます。
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1. アプリケーションページから、[エンタープライズ アプリ] > [ユーザーとグループ] を選択しま
す。
2. [ユーザー/グループの追加] をクリックします。
3. [割り当ての追加] ページでユーザーまたはグループを選択し、Creator、
SiteAdministratorCreator、Explorer、SiteAdministratorExplorer、
ExplorerCanPublish、Viewer、Unlicensed のいずれかのサイトロールを割り当てます。
上記のリストにない役割を選択すると、エラーが発生します。サイトロールの詳細につ
いては、「ユーザーのサイトロールの設定」を参照してください。
4. [割り当て] をクリックします。
サイトロールのグループを作成する

ユーザーは Azure の複数のグループのメンバーになることができますが、Tableau Cloud では権
限が最も強いサイトロールのみを受け継ぎます。たとえば、ユーザーがViewer のサイトロール
を持つグループと、Creator のサイトロールを持つグループのメンバーである場合、Tableau は
Creator のサイトロールを割り当てます。
ロールの割り当てを追跡するには、Azure で「 Tableau-Creator」 、「 Tableau-Explorer」 などの
役割固有のグループを作成することをお勧めします。その後、グループを使用して、Tableau
Cloud の正しいロールを新しいユーザーにすばやくプロビジョニングできます。
サイトロールを最も制限が少ないものから多いものの順に以下に示します。
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l

サイト管理者 Creator

l

サイト管理者 Explorer

l

Creator

l

Explorer (パブリッシュ可能)

l

Explorer

l

Viewer
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注: ユーザーとその属性は、Azure を介して管理する必要があります。Tableau Cloud 内
で直接行われた変更は、予期しない動作や値の上書きが発生する可能性があります。

ユーザーとグループをプロビジョニングする

SCIM サポートを有効にし、ユーザーとグループをAzure のTableau Cloud アプリケーションに割
り当てたら、次はご利用のTableau サイトにユーザーをプロビジョニングします。
1. [プロビジョニング] ページで[設定] セクションを展開し、Tableau Cloud にプロビジョニング
するユーザーまたはグループを[スコープ] で定義します。

2. [プロビジョニングステータス] を[オン] に切り替えます。
3. [保存] をクリックします。
保存すると、[スコープ] で定義されたユーザーまたはグループの初期同期が始まります。Azure
AD のプロビジョニングサービスが稼動している限り、同期は約 40 分ごとに行われます。スケ
ジュールとは別に手動でユーザーをプロビジョニングするには、[オンデマンドでプロビジョニング] を
選択します。オンデマンドでのプロビジョニングの詳細については、Microsoft の記事「Azure
Active Directory でのオンデマンドプロビジョニング」を参照してください。
プロビジョニングが完了すると、Azure AD のユーザーまたはグループがTableau Cloud の[サイト
ユーザー] ページに表示されます。
Tableau Cloud でユーザー認証を変更する

プロビジョニングされたユーザーには、デフォルトでSAML 認証タイプが割り当てられます。ユー
ザーの認証タイプを変更するには、以下の手順を使用します。
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1. Tableau Cloud で、[ユーザー] を選択します。
2. [サイトユーザー] ページで、認証タイプを割り当てるユーザーの隣にあるチェックボックス
を選択します。
3. [アクション] メニューで、[認証] を選択します。
4. [認証] ダイアログで、ユーザーに優先する認証タイプを選択します。
Tableau Cloud の様々な認証タイプの詳細については、[認証] を参照してください。

Okta を使 用 した SCIM の構 成
Okta を介したユーザー管理の構成、グループのプロビジョニング、Tableau Cloud サイトロール
の割り当てを行うことができます。Tableau サイトロールおよび各ロールの機能についての詳細
は、「ユーザーのサイトロールの設定」を参照してください。
以下のステップを完了する際には、Okta のドキュメントを手元に置いておくと便利です。
SCIM サポートの有効化

以下のステップに従い、IdP でSCIM サポートを有効にします。「Okta を使用したSCIM サ
ポートの注意事項と既知の制限」も参照してください。
1. SCIM 機能では、サイトでSAML シングルサインオンをサポートするように構成する必
要があります。これを行っていない場合は、Okta を使用したSAML の構成 記事にある
次のセクションを完了します。
l

Tableau Cloud SAML 設定を開く

l

Okta アプリケーションへのTableau Cloud の追加

これら2 つのセクションのステップを完了し、Okta コンソールとTableau Cloud にサインイ
ンしたままの状態で以下のページを表示します。
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l

Tableau Cloud では、[設定] > [認証] ページ。

l

Okta 開発者コンソールでは、[Applications (アプリケーション)] > [Tableau
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Cloud] > [Provisioning (プロビジョニング)]。
2. Tableau Cloud の[認証] ページで、[自動プロビジョニングとグループ同期 (SCIM)] にあ
る[SCIM の有効化] チェックボックスを選択します。
これにより、ベースURL とIdP のSCIM 構成でで使用する値が入っているシークレット
ボックスが設定されます。

重要: シークレットトークンは、生成された直後にのみ表示されます。IdP に適用す
る前に見失ってしまった場合には、[新しいシークレットを生成] を選択します。ま
た、シークレットトークンは、SCIM サポートを有効にするサイト管理者のTableau
Cloud ユーザーアカウントに関連付けられています。そのユーザーのサイトロールが
変更されるか、そのユーザーがサイトから削除されると、シークレットトークンは無効
になり、別のサイト管理者が新しいシークレットトークンを生成してIdP に適用する
必要があります。

3. シークレットトークンの値をコピーし、Okta 管理者コンソールの[プロビジョニング] ページで
[設定] 列の[API 統合] を選択します。
4. [Edit (編集)] を選択し、以下を行います。
l

[Enable API integration (API 統合の有効化)] チェックボックスをオンにします。

l

[API トークン] には、前のステップでコピーしたTableau CloudSCIM シークレットを
貼り付けます。

l

[Base URL (ベースURL)] には Tableau Cloud SCIM 設定で表示されたベース
URL をコピーして貼り付けます。
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グループプロビジョニングの有効化

Okta を使用すると、既存のグループをTableau Cloud にプッシュして、グループやサイトロール
などのユーザー属性を割り当てることができます。グループをプッシュしたら、Tableau Cloud の
対応するグループが自動的に更新されるようにOkta のグループメンバーシップを管理できま
す。

注: SCIM を有効にした後、ユーザーとその属性は IdP を介して管理する必要がありま
す。Tableau Cloud 内で直接変更を行うと、予期しない動作が発生したり、値が上書き
されたりする可能性があります。

前のセクションの続きから以下のステップを行います。ここでは Okta 管理者コンソールにサイン
インしていることを前提にしています。
1. [アプリケーション] タブで、Tableau Cloud アプリケーションを選択します。
2. [Push Groups (プッシュグループ)] タブを選択します。
3. [Push Groups (プッシュグループ)] をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを1
つ選択します。
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l

[Find groups by name (名前でグループを検索)]: 名前でグループを検索するに
は、このオプションを選択します。

l

[Find groups by rule (ルールでグループを検索)]: ルールに一致するグループを
プッシュするには、このオプションを選択して検索ルールを作成します。

[Push Status (プッシュステータス)] 列の[Active (アクティブ)] または[Inactive (非アクティブ)] を
クリックすると、グループプッシュを無効にしたり、プッシュされたグループのリンクを解除したり、グ
ループのメンバーシップをすぐにプッシュしたりできます。複数のグループを削除、または非アクティ
ブまたはアクティブにするには、[Bulk Edit (一括編集)] をクリックします。
詳細については、Okta ドキュメントの「グループプッシュを有効にする」を参照してください。
Okta を使用したSCIM サポートの注意事項と既知の制限
l

Okta ユーザー割り当て設定では、[ユーザー名] および[主要メールアドレス] の値が同一
である必要があります。

l

SCIM を使用して管理するサイトそれぞれに、別々のTableau Cloud Okta アプリを追加
する必要があります。

l

サイトを移行する場合は、新しいサイトでSCIM プロビジョニングを再構成する必要があ
ります。

l

新しいユーザーをプロビジョニングする際、Okta の名と姓の属性は Tableau Cloud に同
期されません。新しいユーザーは、Tableau Cloud に初めてサインインするときにこれらの
フィールドを設定する必要があります。

Tableau Software

217

Tableau Cloud ヘルプ
l

Okta でユーザーのサイトロール(Creator、Explorer、Viewer (ビューアー) など) を、ユー
ザーレベルまたはグループレベルのどちらかで設定できます。グループレベルでサイト
ロールを割り当てることをお勧めします。ユーザーがサイトロールを直接割り当てる場合
は、グループ設定が上書きされます。

l

1 人のユーザーが複数のグループのメンバーになることができます。グループには、さまざ
まなサイトロールを設定できます。さまざまなサイトロールが設定されたグループにユー
ザーが割り当てられる場合、ユーザーには最も制限の少ないサイトロールがTableau
Cloud で設定されます。たとえば、Viewer (ビューアー) とCreator を選択すると、
Tableau は Creator サイトロールを割り当てます。
サイトロールを最も制限が少ないものから多いものの順に以下に示します。

l

l

サイト管理者 Creator

l

サイト管理者 Explorer

l

Creator

l

Explorer (パブリッシュ可能)

l

Explorer

l

Viewer (ビューアー)

ユーザーのサイトロールの属性をOkta で更新することができ、この変更がTableau
Cloud に反映されます。[ユーザー名] や [主要メールアドレス] などの他の属性は更新
できません。これらの属性を変更するには、ユーザーを削除し、属性を変更してから、
再びユーザーを追加します。

l

サインイン時にライセンスを付与 SCIM の使用はサポートされていないため、ユーザーま
たはグループのサイトロールが誤ってプロビジョニングされる可能性があります。

OneLogin を使 用 した SCIM の構 成
OneLogin を使用してユーザー管理を構成し、グループをプロビジョニングし、Tableau Cloud
のサイトロールを割り当てることができます。Tableau のサイトロールと、各ロールで行える機
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能についての詳細は、「ユーザーのサイトロールの設定」を参照してください。
以下のステップを完了するまで、OneLogin のドキュメントが手元にあると便利です。「ユーザー
プロビジョニングの概要」から始めます。
SCIM サポートを有効にする

IdP を使用してSCIM サポートを有効にするには、以下の手順を実施します。

注: 設定を変更した後は、OneLogin ポータルの右上隅にある[保存] をクリックする必要
があります。

1. SCIM 機能を有効にするには、SAML シングルサインオンをサポートするようにサイトを
構成する必要があります。これを行っていない場合は、[OneLogin を使用したSAML の
構成] にある次のセクションを完了してください。
l

ステップ1: Tableau Cloud SAML 設定を開く

l

ステップ2: Tableau Cloud をOneLogin アプリケーションに追加する

これら2 つのセクションのステップを完了した後、OneLogin ポータルとTableau Cloud に
サインインしたままで、以下のページが表示されます。
l

Tableau Cloud では、[設定] > [認証] ページ。

l

OneLogin ポータルでは [設定] ページ。

2. Tableau Cloud の[認証] ページで、[自動プロビジョニングとグループ同期 (SCIM)] にあ
る[SCIM の有効化] チェックボックスを選択します。
これにより、ベースURL とIdP のSCIM 構成でで使用する値が入っているシークレット
ボックスが設定されます。
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重要: シークレットトークンは、生成された直後にのみ表示されます。IdP に適用
する前に見失ってしまった場合には、[新しいシークレットを生成] を選択します。ま
た、シークレットトークンは、SCIM サポートを有効にするサイト管理者のTableau
Cloud ユーザーアカウントに関連付けられています。そのユーザーのサイトロールが
変更されるか、そのユーザーがサイトから削除されると、シークレットトークンは無効
になり、別のサイト管理者が新しいシークレットトークンを生成してIdP に適用する
必要があります。

3. シークレットトークンの値をコピーし、OneLogin ポータルの[構成] ページで、以下の手
順を実施します。
l

[API ステータス] で、[有効] をクリックします。

l

[SCIM ベアラトークン] で、コピーしたTableau Cloud SCIM シークレットを貼り付
けます。

l
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コピーして貼り付けます。

4. [プロビジョニング] ページで、
l

[プロビジョニングの有効化] を選択します。

l

「OneLogin でユーザーが削除された場合、またはユーザーのアプリアクセスが削
除された場合、以下のアクションを実行する」の[一時停止] を選択します。

5. [保存] をクリックします。
6. (オプション)「パラメーター」ページで[SCIM ユーザー名] を[メール] 属性にマッピングしま
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す。SCIM ユーザー名をメールアドレス形式の属性にマッピングしない場合は、プロビ
ジョニングプロセスの一環として、ユーザーごとにこのフィールドに手動で入力する必要が
あります。
マッピングされた値にユーザーのメールアドレスが含まれていない場合、ユーザーをプロビ
ジョニングするときにエラーが表示されます。
ユーザーとグループをプロビジョニングするステップを完了したい場合は、OneLogin ポータルにサ
インインしたまま、次のセクションに進みます。
ユーザーとグループをプロビジョニングする

OneLogin では、グループやサイトロールなどのユーザー属性を割り当てる方法が複数ありま
す。Tableau Cloud アプリレベルで適用したり、マッピングルールを作成したり、個々のユー
ザーに手動で適用したりすることができます。
始める前に、OneLogin のグループの概念は、Tableau のグループの概念とは異なる動作にな
ることに注意が必要です。OneLogin では、グループはセキュリティ境界として機能し、特定の
セキュリティポリシーをユーザーに適用します。このため、ユーザーは一度に1 つのグループにし
か所属できません。
さらに、OneLogin が使用するロールは、さまざまなユーザーコホートがアクセスできるアプリケー
ションのコンテナとなります。ユーザーにロールを割り当てたら、そのロールに含まれるすべてのア
プリケーションへのアクセスがユーザーに許可されます。これは、Tableau のグループの概念に似
ています。OneLogin では、ユーザーは複数のロールを持つことができ、Tableau Cloud などの
ターゲットアプリケーションのグループにマッピングできます。

注: 次の手順では、OneLogin ポータルとTableau Cloud アプリにサインインしていることを
前提としています。これらの手順が提供するTableau 固有の情報をOneLogin のドキュ
メントと合わせて使用すると、グループやサイトロールの属性をユーザーにマッピングするこ
とができます。
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ユーザーをプロビジョニングする

次の手順を使用して、OneLogin ポータルを介して個々のユーザーをTableau Cloud にプロビ
ジョニングします。
1. [ユーザー] タブに移動して、プロビジョニングするユーザーを選択します。これにより、ユー
ザー設定ページが開きます。
2. 左側のナビゲーションメニューから、[アプリケーション] を選択します。
3. [アプリケーション] ページでプラス(+) アイコンをクリックして、ユーザーをTableau Cloud ア
プリケーションにプロビジョニングし、[続行] をクリックします。
4. ユーザーの適切な Tableau Cloud サイトロールを[サイトロール] フィールドに入力しま
す。サイトロールの詳細については、「ユーザーのサイトロールの設定」を参照してくださ
い。
5. [保存] をクリックします。
OneLogin のロールを持つ複数のユーザーをプロビジョニングする

OneLogin でロールを割り当てることにより、複数のユーザーをTableau Cloud にプロビジョニング
できます。ロールへのユーザーの追加は、手動で、またはマッピングを使用して自動で行うことが
できます。
ロールにユーザーを追加するには、以下の操作を実施します。
1. [ユーザー] > [ロール] に移動し、既存のロールを選択するか、[新しいロール] を作成しま
す。詳細については、OneLogin の記事「ロール」を参照してください。
次の例では、後ほどTableau Cloud でグループとして使用する「販売」のロールを示して
います。
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2. [アプリケーション] ページで、Tableau Cloud アプリケーションにアクセスするロールを割り
当てます。これにより、関連付けられたユーザーが自動的にアプリケーションにプロビジョ
ニングされます。
3. [ユーザー] ページでは、ユーザーの苗字と名前を入力して手動でユーザーをロールに追
加したり、マッピングを追加して(Active Directory グループなどの特定の属性に基づい
て) 自動的にユーザーをロールに追加したりできます。

4. ユーザーをロールに追加した後、OneLogin ロールに基づいて適切な Tableau Cloud サ
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イトロールを割り当てるために、アプリケーション内にルールを作成することをお勧めしま
す。詳細については、OneLogin の記事「アプリの設定」を参照してください。
以下のスクリーンショットでは、「販売」のロールを持つユーザーは、Tableau Cloud で
Creator のサイトロールが割り当てられています。同様に、「マーケティング」のロールを持
つユーザーには、Viewer のサイトロールが割り当てられています。

既存の Tableau Cloud グループにユーザーを追加する

Tableau Cloud グループをOneLogin にインポートし、ユーザープロビジョニングダイアログにデ
フォルトで選択したいグループを指定します。
1. [パラメーター] ページで[グループ] をクリックし、[ユーザーのプロビジョニングに含める] チェッ
クボックスを選択します。
2. [プロビジョニング] ページに移動し、[資格] セクションで[更新] をクリックします。
これにより、Tableau Cloud からグループをインポートします。
3. [パラメーター] ページに戻り、ユーザープロビジョニングダイアログに選択値として表示した
いグループを選択します。
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4. グループのメンバーシップを変更するには、[ユーザー] ページに移動してユーザーを選択
し、[グループ] セクションで、利用可能な選択値を修正します。
定義した条件に基づいて、ユーザーを自動的にグループに含めるマッピングも作成可能です。
詳細については、OneLogin の記事「マッピング」を参照してください。
Tableau Cloud のグループをOneLogin から作成する

次の手順を使用して、OneLogin マッピングの属性に基づいてTableau Cloud グループを作成
します。たとえば、ユーザーのロールに基づいてTableau Cloud でグループを作成します。
1. [アプリケーション] に移動してTableau Cloud アプリケーションを選択し、[ルール] を選択
します。
2. [ルール] ページで[ルールの追加] をクリックして、マッピングの編集ウィンドウを開きます。
3. [アクション] でドロップダウンメニューから[グループの設定] を選択し、[OneLogin からマッ
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ピング] を選択します。
[次と一致する値を持つ] 条件フィールドでは、正規表現を使用します。OneLogin の
ロール名と一致するグループをTableau Cloud に作成する場合は、テキストフィールドに
「.*」と入力します。

Tableau サイトロールを割当てる

デフォルトでは、ユーザーには Viewer のサイトロールが割り当てられていて、これは Viewer の
ライセンスタイプを占有します。
OneLogin でサイトロールを割り当てるために使用するメソッドが何であれ、ある時点で、サイト
ロール名をテキストボックスに入力する必要があります。入力可能な値については、下にある
「有効な Tableau サイトロール値」を参照してください。
サイトロールの割り当て方法を次に示します。
個々のユーザーの場合:
1. [ユーザー] ページでユーザーを選択し、[アプリケーション] タブに移動します。対応する
Tableau Cloud アプリケーションを選択します。
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2. ユーザー設定で、サイトロールの名前を[サイトロール] テキストボックスに入力します。
複数のユーザーの場合:
1. [パラメーター] ページで[サイトロール] をクリックし、次に[値] で、サイトロール属性を割り
当てるオプションの一つを選択します。
例:
o

全ユーザーに同じサイトロールがある場合、[マクロ] を選択してサイトロール名を
入力します。

o

OneLogin ユーザーディレクトリに異なるサイトロールが含まれている場合、対応
する属性を選択します。

2. [ルール] ページで、ロールをTableau Cloud の特定のロールにマッピングするルールを作成
します。
サイトロールの割当が完了したら、[保存] をクリックします。
有効な Tableau サイトロール値

OneLogin ポータルの[プロビジョニング] ページで入力可能なサイトロール値は、現在またはレ
ガシーライセンスロールに基づいています。
l

現在のライセンスロールには以下のサイトロールの値が含まれています。
Creator、Explorer、ExplorerCanPublish、ReadOnly、ServerAdministrator、
SiteAdministratorExplorer、SiteAdministratorCreator、Unlicensed、または Viewer。

l

レガシー (v2018.1 より前) ライセンスタイプには以下のサイトロールが付属していま
す。
Interactor、Publisher、ServerAdministrator、SiteAdministrator、Unlicensed、
UnlicensedWithPublish、Viewer、または ViewerWithPublish。
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関連項目

ユーザー属性変更の影響、または手動で変更した個々のユーザー属性をリセットする方法に
ついては、OneLogin 記事「プロビジョニング属性: 既定、ルール、および手動入力の影響」を参
照してください。

SAML
SAML (セキュリティアサーションマークアップランゲージ) は、セキュアな Web ドメインがユーザー
認証および認可データを交換できるXML 規格です。Tableau Cloudを構成し、外部アイデン
ティティプロバイダー(IdP) を使用してSAML 2.0 を介したユーザーの認証を実行できます。
ユーザー認証資格情報がTableau Cloud と共に保存されることはなく、SAML を使用すると、
Tableau を組織のシングルサインオン環境に追加できます。
サイト固有のSAML を使用するには、個々のサイトを構成する前にサーバー全体のSAML を
構成する必要があります。サイト固有のSAML が機能するためにサーバー側 SAML を有効に
する必要はありませんが、構成する必要があります。
SAML によるユーザー認証は、データソースやワークブックなどのTableau Cloud コンテンツに関
するパーミッションや認可には適用されません。また、ワークブックやデータソースが接続する参
照元データへのアクセスがこれによって制御されることはありません。

注:Tableau Cloud ではサービスプロバイダーによって開始されたSAML およびIdP によっ
て開始されたSAML の両方が、ブラウザーとTableau Mobile アプリでサポートされていま
す。Tableau Desktop からのSAML 接続は、サービスプロバイダーが開始する必要があり
ます。

次のイメージは、一般的なサービスプロバイダーによる開始フローで、ユーザーがシングルサイン
オンを使用して認証するための手順を示します。
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1. ユーザーは Tableau Cloud サインインページに移動するか、パブリッシュされたワークブッ
クのURL をクリックします。
2. 構成されたIdP にクライアントをリダイレクトして、Tableau Cloud で認証プロセスを開始
します。
3. IdP はユーザーのユーザー名とパスワードを要求します。ユーザーが有効な認証資格情
報を送信すると、IdP はユーザーを認証します。
4. IdP は、SAML 応答の形式で成功した認証をクライアントに返します。クライアントは
SAML 応答をTableau Cloud に渡します。
5. Tableau Cloud で、SAML 応答のユーザー名がTableau Server リポジトリに格納され
ているライセンスされたユーザーと一致することを確認します。一致が確認されると、
Tableau Cloud が要求されたコンテンツでクライアントに応答します。

Tableau Cloud の SAML 要件
Tableau Cloud 用にSAML を構成する前に、要件を満たすために必要な内容を取得しま
す。
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アイデンティティプロバイダー(IdP) におけるTableau 構成の要件
SAML 互換性についての注意事項と要件
Tableau クライアントアプリケーションでのSAML SSO の使用
認証タイプの変更によるTableau Bridge への影響
XML データの要件

アイデンティティプロバイダー (IdP) におけるTableau 構 成 の要 件
SAML 向けにTableau Cloud を構成するには、次が必要です。
l

Tableau Cloud サイトへの管理者アクセス。SAML を有効にするTableau Cloud サイト
への管理者アクセスが必要です。

l

Tableau Cloud へのアクセスに SSO を使用するユーザーのリスト。Tableau Cloud への
シングルサインオンアクセスを許可するユーザーの電子メールアドレスを収集する必要が
あります。

l

SAML 2.0 をサポートするIdP アカウント。外部アイデンティティプロバイダーでのアカウン
トが必要です。いくつかの例としてPingFederate、SiteMinder、およびOpen AM があり
ます。IdP でSAML 2.0 をサポートしている必要があります。そのアカウントへの管理者ア
クセスが必要です。

l

SHA256 は署名アルゴリズムとして使用されます。2020 年 5 月現在、Tableau Cloud
は SHA-1 アルゴリズムを使用して署名されたIdP アサーションと証明書をブロックしま
す。

l

XML メタデータのインポート/エクスポートをサポートするIdP プロバイダー。手動で作成
したメタデータファイルでも動作する可能性はありますが、Tableau テクニカルサポートで
は、手動でのファイル生成やそれらのトラブルシューティングをサポートできません。

l

トークンの有効期間が 24 日以下 (2073600 秒) を適用するIdP プロバイダー。IdP が
Tableau Cloud で設定されている最大時間 (2073600 秒) よりも長い最長期間である
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トークンを許可すると、Tableau Cloud はトークンを有効と認識しません。このシナリオで
は、Tableau Cloud にログインするときに、ユーザーはエラーメッセージ(サインインに失

敗しました。もう一度やり直してください。) を受信します。

重要: これらの要件に加え、常にTableauID 認証用に構成されているサイト管理者アカ
ウントを専用として使用することをお勧めします。SAML または IdP に問題が発生した場
合、専用 TableauID アカウントを使用するといつでも自分のサイトにアクセスできます。

SAML 互 換 性 についての注 意 事 項 と要 件
l

SP または IdP による開始: Tableau Cloud では、アイデンティティプロバイダー(IdP) ま
たはサービスプロバイダー(SP) で開始するSAML 認証のみをサポートしています。

l

シングル ログアウト(SLO): Tableau Cloud では、サービスプロバイダー(SP) が開始す
るSLO とアイデンティティプロバイダー(IdP) が開始するSLO の両方がサポートされま
す。

l

tabcmd および REST API: tabcmd または REST API を使用するには、ユーザーは
TableauID アカウントを使用してTableau Cloud にサインインする必要があります。

l

クリアテキストアサーション: Tableau Cloud は暗号化されたアサーションをサポートしてい
ません。

l

Tableau Bridge の再構成が必要: Tableau Bridge は SAML 認証をサポートします
が、認証を変更するには Bridge クライアントの再構成が必要です。詳細については、
認証タイプの変更によるTableau Bridge への影響を参照してください。

l

必要な署名アルゴリズム: すべての新しいSAML 証明書に対して、Tableau Cloud で
は SHA256 (またはそれ以上) の署名アルゴリズムが必要です。

l

l
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RSA キーとECDSA 曲線のサイズ: IdP 証明書には、強度が 2048 の RSA キー、または
サイズが 256 の ECDSA 曲線が設定されている必要があります。
NameID 属性: Tableau Cloud では、SAML 応答でNameID 属性が必要です。
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Tableau クライアントアプリケーションでの SAML SSO の使 用
Tableau Cloud ユーザーがSAML 認証資格情報を持っている場合、Tableau Desktop または
Tableau Mobile アプリからサイトにサインインすることもできます。最良の互換性を実現するた
め、Tableau クライアントアプリケーションのバージョンと一致するバージョンのTableau Cloud の
使用をお勧めします。
Tableau Desktop または Tableau Mobile からTableau Cloud への接続には、サービスプロバイ
ダーによって開始された接続が使用されます。
認証されたユーザーをTableau クライアントに再びリダイレクトする

ユーザーがTableau Cloud にサインインすると、Tableau Cloud は SAML 要求
(AuthnRequest) をIdP に送信します。これには Tableau アプリケーションのRelayState 値
が含まれます。Tableau Desktop や Tableau Mobile などのTableau クライアントからTableau
Cloud にサインインした場合には、IdP のSAML 要求内のRelayState 値をTableau に返すこ
とが重要です。
このシナリオでRelayState 値が適切に返されない場合、サインイン元のアプリケーションにリダイ
レクトするのではなく、ユーザーは Web ブラウザーのTableau Cloud ホームページに移動しま
す。
アイデンティティプロバイダーおよび社内 IT チームと協力し、この値がIdP のSAML 要求の一
部として含まれることを確認してください。
認証タイプの変更によるTableau Bridge への影響

サイトの認証タイプを変更すると、スケジュールされた抽出更新でTableau Bridge を使用する
パブリッシャーは、Bridge クライアントのリンクを解除し、新しい方法で再認証する必要がありま
す。
Bridge クライアントのリンクを解除するとすべてのデータソースが削除されるため、ユーザーもす
べての更新スケジュールを再び設定する必要があります。認証タイプを変更しても、Tableau
Cloud サイトで直接実行するBridge のライブのクエリや更新 (クラウドの基本データに実行する
場合など) には影響しません。
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サイトの認証タイプを変更する前に、Bridge ユーザーにサイト認証の変更に関するアラートで
通知することをお勧めします。そうしないと、ユーザーは Bridge クライアントが認証エラーになっ
たり、空白のソースデータがクライアントに表示されて初めて認証の変更に気付くことになりま
す。

XML データの要 件
Tableau Cloud およびIdP によって生成されたXML メタデータドキュメントを使用してSAML
を構成します。認証プロセスの間、IdP およびTableau Cloud はこれらのXML ドキュメントを
使用して認証情報を交換します。XML が要件を満たしていない場合、SAML の構成時また
はサインインの試行時にエラーが発生する可能性があります。
Tableau Cloud は、SAML 通信のHTTP POST 要求のみをサポートします。HTTP リダイレク
トはサポートされません。IdP によってエクスポートされたSAML メタデータXML ドキュメントで
は、Binding 属性がHTTP-POST に設定されている必要があります。

サイトでの SAML 認証の有効化
このトピックでは、サイトでSAML を有効にして、シングルサインオンユーザーを選択する方法
について説明します。また、SAML から既定のTableauID 認証に切り替える手順も提供して
います。SAML を有効化する前に、認証タイプの変更によるTableau Bridge への影響を含め
Tableau Cloud のSAML 要件を見直すことをお勧めします。
このトピックでは、認証および「SAML 認証のしくみ」の情報を理解していることを前提としてい
ます。

IdP 固 有 の構 成 情 報
このトピックの後のセクションのステップでは、IdP のドキュメントと一緒に使用してTableau
Cloud サイト用にSAML を構成する基本的な手順を提供します。次のIdPs に対してIdPspecific 構成ステップを実行できます。
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l

Azure Active Directory でのSAML の構成

l

OneLogin を使用したSAML の構成
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l

PingOne を使用したSAML の構成

l

Okta を使用したSAML の構成

l

Salesforce を使用したSAML の構成

SAML の有 効 化
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[サイト] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選択
します。

SAML 構 成 手 順
このセクションでは、Tableau Cloud Web UI の[認証] ページで表示される構成手順について
説明しす。セルフホステッドTableau Server インストールでは、このページは、サイト固有の
SAML のサポートがサーバーレベルで有効になっている場合にのみ表示されます。Tableau
Cloud では既定で有効に設定されています。
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注: このプロセスを完了するには、IdP が提供するドキュメンテーションも必要です。SAML
接続用のサービスプロバイダーの構成や定義、またはアプリケーションの追加に関するト
ピックをご覧ください。

ステップ1: Tableau からメタデータをエクスポート
Tableau Cloud とIdP との間にSAML 接続を作成するには、2 つのサービスとの間に必要なメ
タデータを交換する必要があります。Tableau Cloud からメタデータを取得するには、次の手
順のいずれかを行います。正しいオプションを確認するには、IdP のSAML 構成ドキュメントを
参照してください。
l

[メタデータのエクスポート] を選択して、Tableau CloudSAML エンティティID、Assertion
Consumer Service (ACS) URL、およびX.509 証明書を含むXML ファイルをダウン
ロードします。

l

IdP が異なる方法で必要情報を求めている場合、[サインインおよび暗号化の証明書
のダウンロード] を選択します。たとえば、Tableau Cloud エンティティID、ACS URL、お
よびX.509 証明書を別の場所で入力する場合です。
次の図は、これらの設定がTableau Cloud とTableau Server で同じであることを表示
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するため編集しています。

ステップ2 と3: 外部ステップ
ステップ2 では、ステップ1 でエクスポートしたメタデータをインポートするために、IdP アカウントに
サインインし、IdP のドキュメンテーションが提供している手順を使ってTableau Cloud メタデータ
を提出します。
ステップ3 では、IdP の文書はメタデータをサービスプロバイダーに対して提供する方法も示して
います。メタデータファイルをダウンロードするように指示するか、XML コードが表示されます。
XML コードが表示される場合は、コードをコピーして新しいテキストファイルに貼り付け、ファイ
ルに.xml 拡張子を付けて保存します。

ステップ4: Tableau サイトへの IdP メタデータのインポート
Tableau Cloud の認証ページで、IdP からダウンロードしたか、それが提供するXML から手動
で構成したメタデータファイルをインポートします。

ステップ5: 属性の照合
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属性は、認証、認可、およびユーザーに関する他の情報を含みます。[アイデンティティプロバ
イダー (IdP) アサーション名] 列内で、Tableau Cloud が必要とする情報を含む属性を入力し
ます。

注: Tableau Cloud では、SAML 応答にNameID 属性を含める必要があります。
Tableau Cloud でユーザー名をマッピングするときは、他の属性を使用できますが、応答
メッセージには NameID 属性を含める必要があります。

l

メール: (必須) ユーザーのメールアドレスを格納する属性の名称を入力します。

l

表示名: (オプションであるが推奨) 名と姓に別の属性を使用しているIdP もあれば、フ
ルネームを1 つの属性に保存するIdP もあります。
IdP が名前を保存する方法に対応するボタンを選択します。たとえば、IdP が名と姓を
1 つの属性で組み合わせている場合は、[表示名] を選択して、属性名を入力しま
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す。

ステップ6: 埋め込みオプション
ユーザーが埋め込みビューにサインインする方法を選択します。IdP のサインインフォームを表
示する個別のポップアップ画面を開く、またはインラインフレーム(iframe) を使用するオプション
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があります。

注意: iframe はクリックジャック攻撃に脆弱な場合があるため、すべてのIdP でiframe か
らのサインインがサポートされているわけではありません。クリックジャックでは、攻撃者は
ユーザーにコンテンツをクリックさせたり、入力させようとします。攻撃者は、無関係のペー
ジ上の透明なレイヤーに攻撃するページを表示させ、これを行います。Tableau Cloud で
は、攻撃者はユーザーの認証資格情報を取得したり認証されたユーザーを取得して設
定を変更したりする可能性があります。詳細については、Open Web Application
Security Project のWeb サイト上の「クリックジャック」を参照してください。

IdP がiframe からのサインインをサポートしていない場合、[個別のポップアップウィンドウでの
認証] を選択します。
関連項目:埋め込みビュー用の既定の認証タイプ

ステップ7: トラブルシューティング
[認証] ページで提案されているトラブルシューティングの手順を開始します。それらの手順を実
行しても問題が解決しない場合は、SAML のトラブルシューティングを参照してください。

ユーザーの管理
既存のTableau Cloud ユーザーを選択するか、シングルサインオンを承認する新しいユーザー
を追加します。
ユーザーを追加またはインポートするとき、その認証タイプも指定します。[ユーザー] ページで
は、追加後にいつでもユーザーの認証タイプを変更できます。

埋め込みビュー用の既定の認証タイプ
サイトでSAML を有効化する一環として、ユーザーがWeb ページに埋め込まれたビューにアク
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セスする方法を指定します。
l

ユーザーに認証タイプの選択を許可する
これを選択すると、ビューが埋め込まれている場所に2 つのサインインオプションが表示さ
れます。1 つはシングルサインオン認証を使用するサインインボタンで、もう1 つは代わり
にTableauID を使用するリンクです。

ヒント: このオプションでは、ユーザーはどちらの方法を選択するかを知っている必要
があります。通知の一部として、シングルサインオンサイトに追加した後でユーザー
に送信し、さまざまなサインインシナリオで使用する認証タイプを知らせます。たとえ
ば、埋め込みビュー、Tableau Desktop、Tableau Bridge、Tableau Mobile などが
あります。

l

Tableau
このオプションは、サイトでSAML が有効化されている場合でも、ユーザーは TableauID
を使用してサインインする必要があります。通常この方法は、管理者が埋め込みビュー
およびSAML の問題を解決するために使用されます。

l

SAML
このオプションでは、SAML ユーザーが埋め込みビューにサインインする方法が上記のス
テップ6 で選択した設定に決定されます。

TableauID 認 証 の使 用
サイトがSAML 用に構成されている場合は、サイト設定を変更して、一部またはすべてのユー
ザーにTableauID 認証資格情報を使用してサインインするように要求することができます。
l

アイデンティティプロバイダーによってサイトの認証を処理する必要がなくなった場合、ま
たはすべてのユーザーにTableauID 認証資格情報を使用してサインインするように要
求する場合は、サイトレベルで認証タイプを変更できます。

l

一部のユーザーに対してSAML を有効なまま保持し、その他のユーザーには
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TableauID の使用を要求する場合は、ユーザーレベルで認証タイプを変更できます。
詳細については、ユーザーの認証タイプの設定を参照してください。
サイトの認証タイプの変更

1. サイト管理者としてTableau Cloud にサインインし、サイトを選択します。
2. [設定] > [認証] を選択します。
3. [認証タイプ] で、[TableauID] を選択します。
SAML 構成を非アクティブにした後、メタデータとIdP 情報が保存されます。そのため、再度有
効にする場合でも、IdP とのSAML 接続を再び設定する必要はありません。

関連項目
接続されているクライアントからサイトにアクセス

Azure Active Directory での SAML の構成
Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) をSAML アイデンティティプロバイダー(IdP) とし
て構成している場合は、Azure AD ドキュメントとともにこのトピックの情報を使用して、
Tableau Cloud をシングルサインオンアプリケーションに追加します。このトピックの手順を完了
するには、Azure AD Premium エディションが必要です。

注: これらの手順は、サードパーティのアプリケーションを反映しており、通知なしに変更さ
れることがあります。ここで説明する手順がIdP アカウントで表示される画面と一致しない
場合、IdP のドキュメントとともにに一般的な SAML の構成手順およびを使用することが
できます。

Tableau Online SAML 設 定 を開 く
Azure AD とTableau Cloud を一緒に使用するには、Azure AD 管理ポータルでカスタムアプ
リケーションを構成します。このタスクでは、Tableau Cloud SAML設定からの情報を使用する
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必要があります。
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[サイト] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選択
します。

Tableau Cloud の Azure AD アプリケーションへの追 加
Tableau Cloud SAML 設定ページの情報をもとに、次のMicrosoft Azure 記事の手順を確認
し、完了します。
l
l

クイックスタート: エンタープライズアプリケーションを表示する
チュートリアル: Azure AD SSO とTableau Cloud のインテグレーション

AD FS を使用したSAML の構成
Active Directory Federation Services (AD FS) をSAML アイデンティティプロバイダーとして構
成し、サポートされているシングルサインオンアプリケーションにTableau Cloud を追加できま
す。AD FS をSAML およびTableau Cloud と統合する場合、ユーザーは標準的なネットワーク
認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインできます。
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注: これらの手順は、サードパーティのアプリケーションを反映しており、通知なしに変更さ
れることがあります。ここで説明する手順がIdP アカウントで表示される画面と一致しない
場合、IdP のドキュメントとともにに一般的な SAML の構成手順およびを使用することが
できます。

前提条件
Tableau Cloud およびSAML をAD FS で構成する前に、お使いの環境には以下が必要で
す。
l

AD FS 2.0 (またはそれ以降) およびIIS がインストールされたMicrosoft Windows
Server 2008 R2 (またはそれ以降) を実行するサーバー。

l

AD FS サーバーを保護する(例: リバースプロキシの使用) ことをお勧めします。ファイア
ウォールの外からAD FS サーバーにアクセス可能な場合、Tableau Cloud は AD FS が
ホストするサインインページにユーザーをリダイレクトできます。

l

TableauID 認証を使用するサイト管理者アカウント。SAML シングルサインオンに失敗
しても、サイト管理者としてTableau Cloud にサインインできます。

ステップ1: Tableau Cloud からメタデータをエクスポート
1. 管理者としてTableau Cloud にサインインします。
Tableau Cloud に複数のサイトがある場合は、サイトドロップダウンでSAML を有効に
するサイトを選択します。
2. [設定] > [認証] を選択します。
3. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選
択します。
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4. ステップ1「Tableau Cloud からのメタデータのエクスポート」で、[メタデータのエクスポート]
をクリックしてTableau Cloud SAML エンティティID、Assertion Consumer Service
(ACS) URL、およびX.509 証明書を含むXML ファイルをダウンロードします。

ステップ2: Tableau Cloud からのサインイン要 求 を承 認 するための AD FS の
設定
Tableau Cloud のサインイン要求を許容するようにAD FS を構成することは、複数のステップで
構成されるプロセスであり、Tableau Cloud のXML メタデータファイルをAD FS にインポートす
ることから始まります。
1. 次のいずれかの手順を実行して[Relying Party Trust の追加] ウィザードを開きます。
Windows Server 2008 R2 の場合:
a. [スタート]、[管理ツールへ]> [AD FS 2.0] の順に選択します。
b. [AD FS 2.0] の[Trust のリレーションシップ] で[Relying Party Trusts] フォル
ダーを右クリックし、[Relying Party Trust の追加] をクリックします。
Windows Server 2012 R2 の場合:
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a. Server Manager を開き、[ツール] メニューで[AD FS の管理] をクリックします。
b. [AD FS の管理] の[アクション] メニューで、[Relying Party Trust の追加] をク
リックします。
2. [Relying Party Trust の追加] ウィザードで、[スタート] をクリックします。
3. [データソースの選択] ページで[ファイルからRelying Party に関するデータをインポー
トする] を選択し、[参照] をクリックしてTableau Cloud XML メタデータファイルを指定し
ます。既定のファイル名は、samlspmetadata.xml です。
4. [次へ] をクリックして、[表示名の指定] ページの [表示名] および [メモ] ボックスに
Relying Party Trust の名前と説明を入力します。
5. [次へ] をクリックして[多要素認証を今すぐ設定する] ページにスキップします。
6. [次へ] をクリックして[発行承認規則の選択] ページにスキップします。
7. [次へ] をクリックして[Trust の追加準備完了] ページにスキップします。
8. [完了] ページで[ウィザードを閉じるときに Relying Party Trust に対するクレーム ルー
ルの編集ダイアログを開く] チェックボックスをオンにし、[閉じる] をクリックします。
次に、[クレーム ルールの編集] ダイアログで作業してAD FS から送信されるアサーションが
Tableau Cloud が期待するアサーションと一致するようにするルールを追加します。最低限、
Tableau Cloud ではメールアドレスが必要となります。ただし、メールに加えて姓と名を含める
ことで、Tableau Cloud に表示されるユーザー名がAD アカウントと同じになります。
1. [クレーム ルールの編集] ダイアログボックスで、[ルールの追加] をクリックします。
2. [ルール タイプの選択] ページの[クレーム ルール テンプレート] で、[LDAP 属性をクレー
ムとして送信] を選択してから、[次へ] をクリックします。
3. [クレーム ルールの構成] ページの[クレーム ルール名] ボックスで、わかりやすい任意の
名前を入力します。
4. [属性の保存] では、[Active Directory] を選択し、以下のようにマッピングを行ってか
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ら[完了] をクリックします。
マッピングでは大文字と小文字が区別され、スペルが完全に同じになっている必要があ
ります。入力した内容はダブルチェックしてください。次の表に、一般的な属性とクレーム
マッピングを示します。特定のActive Directory 構成の属性を確認します。

注: Tableau Cloud では、SAML 応答にNameID 属性を含める必要があります。
Tableau Cloud でユーザー名をマッピングするときは、他の属性を使用できますが、
応答メッセージには NameID 属性を含める必要があります。

LDAP 属性

出力するクレーム タイプ

User-Principal-Name

email

Given-Name

firstName

Surname

lastName

AD FS 2016 以降を実行している場合は、ルールを追加してすべてのクレーム値をパススルー
する必要があります。以前のバージョンのAD FS を実行している場合は、次の手順に進み、
AD FS メタデータをエクスポートします。
1. [Add Rule (ルールの追加)] をクリックします。
2. [Claim rule template (クレーム ルール テンプレート)] で、[Pass Through or Filter an
Incoming Claim (受信クレームのパススルーまたはフィルター)] を選択します。
3. [Claim rule name (クレーム ルール名)] に、「Windows」と入力します。
4. [Edit Rule - Windows (ルールの編集 - Windows)] ポップアップで、以下の操作を実行
します。
l

[Incoming claim type (受信するクレーム タイプ)] で、[Windows account

l

name (Windows アカウント名)] を選択します。
[Pass through all claim values (すべてのクレーム値をパススルー)] を選択しま
す。

l

[OK] をクリックします。
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後でTableau Cloud にインポートする予定のAD FS メタデータをエクスポートします。また、
Tableau Cloud 向けに適切に構成およびエンコードされていることを確認して、お使いの
SAML 構成の他のAD FS 要件を検証します。
1. AD FS Federation メタデータをXML ファイルにエクスポートしてから、そのファイルを
https://<adfs server name>/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml からダウンロードします。
2. Sublime Text または Notepad++ のようなテキストエディタでメタデータファイルを開き、
BOM なしのUTF-8 で適切にエンコーディングされていることを確認します。
ファイルがその他のエンコーディングタイプを示した場合、テキストエディタから正しいエン
コーディングで保存します。
3. AD FS がフォームベースの認証を使用していることを検証します。サインインはブラウ
ザーウィンドウで行われるため、このタイプの認証を既定にするには、AD FS が必要で
す。
c:\inetpub\adfs\ls\web.config を編集し、タグを検索してから行を移動すると、リスト
で最初に表示されます。ファイルを保存して、IIS が自動的に再読み込みできるように
します。

注:c:\inetpub\adfs\ls\web.config ファイルが表示されない場合は、IIS がインス
トールされておらず、AD FS サーバーにも設定されていません。

4. 追加のAD FS Relying Party 識別子を構成します。これにより、システムは SAML ログ
アウトを使用してAD FS の問題を回避できるようになります。
次のいずれかを実行します。
Windows Server 2008 R2 の場合:
a. AD FS 2.0 で、事前にTableau Cloud 用に作成したRelying Party を右クリック
して[プロパティ] をクリックします。
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b. [識別子] タブの[Relying Party 識別子] ボックスに、
https://<tableauservername>/public/sp/metadata と入力してから[追加] を
クリックします。
Windows Server 2012 R2 の場合:
a. [AD FS 管理] の[Relying Party Trusts] リストで、事前にTableau Cloud 用に
作成したRelying Party を右クリックして[プロパティ] をクリックします。
b. [識別子] タブの[Relying Party 識別子] ボックスに、
https://<tableauservername>/public/sp/metadata と入力してから[追加] を
クリックします。

注: AD FS は、同じインスタンスに対して単一のRelying Party を使用するTableau
Server で使用できます。AD FS では同じインスタンスに複数のRelying Party (複
数サイトのSAML サイトやサーバー全体、およびサイトのSAML 構成など) を使用
することはできません。

ステップ3: AD FS メタデータをTableau Cloud にインポート
1. Tableau Cloud では、[設定] > [認証] ページに戻ります。
2. 「ステップ4 メタデータファイルをTableau Cloud にインポートする」のIdP メタデータファ
イルボックスに、AD FS からエクスポートしたファイル(FederationMetadata.xml) の名前
を指定します。
3. 「ステップ5 属性の照合」をスキップします。
属性名をTableau Cloud が期待するものと一致させるため、AD FS で既にクレーム
ルールを作成しています。
4. 「ステップ6 ユーザーの管理」で、以下のいずれかを実行します。
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l

Tableau Cloud ユーザーをまだ追加していない場合は、[ユーザーの追加] をクリッ
クします。
次に、フォームを使用して手動でユーザーを追加するか、ユーザー情報を含む
CSV ファイルをインポートできます。

l

ユーザーを既にサイトに追加している場合は、[ユーザーの選択] をクリックしま
す。
SAML サインインの使用を許可するユーザーの隣にあるチェックボックスをオンに
し、[アクション] メニューで、[認証] を選択します。認証方法をSAML に変更し
ます。

5. (オプション) 以下の手順でSAML サインインをテストします。
a. Web ブラウザーでプライベートウィンドウまたはセッションを開きます。
たとえば、Google Chrome で、ウィンドウの右上隅から[Google Chrome のカス
タマイズとコントロール] > [新しい歯車ウィンドウ] の順にクリックして、
https://online.tableau.com に移動します。
b. ユーザーの電子メールアドレスを入力します。Tableau Cloud はユーザーのアカウ
ントがSAML 認証用に正しく設定されている場合、パスワードフィールドを削除
します。
c. [サインイン] をクリックし、AD FS サインインページで、AD 認証資格情報を入力
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します。
認証されると、AD FS によってTableau Cloud へリダイレクトされます。
Tableau Cloud サイトは、ユーザーがAD FS およびSAML を使用してサインインする準備が整
いました。移動先はまだhttps://online.tableau.com ですが、電子メールアドレスの入力後
はページがAD FS サインインページにリダイレクトし(上記のオプションのテスト手順のように)、
ユーザーにAD 認証資格情報を求めるプロンプトが表示されます。

注: SAML サインインのテストでエラーが発生する場合、Tableau Cloud SAML 構成手順
の「ステップ7. シングル サインオン(SSO) のトラブルシューティング」で、[ダウンロードログ
ファイル] をクリックし、その情報でエラーをトラブルシューティングします。

その他 の要 件 とヒント
l

AD FS とTableau Cloud のSAML 統合を設定したら、Tableau Cloud を更新し、
Active Directory で加えたユーザーに関する特定の変更を反映する必要があります。
ユーザーの追加や削除などです。
ユーザーは自動でまたは手動で追加することができます。
o

ユーザーを自動で追加するには: スクリプトを作成 (PowerShell、Python、バッチ
ファイルを使用) し、AD の変更をTableau Cloud にプッシュします。スクリプトは
tabcmd または REST API を使用してTableau Cloud を操作します。

o

ユーザーを手動で追加するには: Tableau Cloud Web UI にサインインして[ユー
ザー] ページに移動し、[ユーザーの追加] をクリックしてから、ユーザーの電子メー
ルアドレスを入力するか、情報が含まれているCSV ファイルをアップロードします。

注: ユーザーは削除するが、所有するコンテンツ資産は保持する必要がある場
合、ユーザーの削除前にコンテンツの所有者を変更します。ユーザーを削除する
と、そのユーザーが所有していたコンテンツも削除されます。
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l

Tableau Cloud では、ユーザーの電子メールアドレスは、ユーザーの一意の識別子で
す。Tableau Cloud からのサインイン要求を承認するようにAD FS を設定する手順を
説明したとおり、ユーザーのTableau Cloud の電子メールアドレスは、AD に保存されて
いる電子メールアドレスと一致する必要があります。

l

ステップ2: Tableau Cloud からのサインイン要求を承認するためのAD FS の設定で、
AD FS とTableau Cloud の間で名、姓、電子メールアドレスの属性が一致するように
AD FS にクレームルールを追加しました。または、「ステップ5.属性の照合」 をTableau
Cloud で使用すると、同じことを実行できます。

OneLogin を使用したSAML の構成
OneLogin をSAML アイデンティティプロバイダー(IdP) に使用している場合、このトピックの情
報を使用してTableau Cloud サイトでSAML 認証を設定できます。
これらのステップでは、ユーザーが組織のOneLogin ポータルを修正するパーミッションを持ち、
XML を読み取り、値を属性に貼り付けることに抵抗がないと想定されています。

注: これらの手順は、サードパーティのアプリケーションを反映しており、通知なしに変更さ
れることがあります。ここで説明する手順がIdP アカウントで表示される画面と一致しない
場合、IdP のドキュメントとともにに一般的な SAML の構成手順およびを使用することが
できます。

ステップ1: Tableau Cloud SAML 設 定 を開 く
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[設定] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選択
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します。

ステップ2: Tableau Cloud をOneLogin アプリケーションに追 加 する
1. 新しいブラウザータブまたはウィンドウを開き、OneLogin 管理者ポータルにサインインし、
次の手順を実行します。
a. [アプリケーション] ページで、[アプリの追加] を選択します。Tableau を検索し、結
果から[Tableau Cloud SSO] を選択します。このエリアでSAML 接続を構成し
ます。
注: OneLogin のTableau Cloud SSO オプションは、Tableau Server では機能し
ません。
b. [情報] ページで、ポータル設定を行います。Tableau Cloud サイトが複数ある場合
は、ユーザーがサイトを選択しやすくなるように、[表示名] フィールドにサイト名を含
めることを検討してください。

2. OneLogin 管理者ポータルの[構成] ページで、Tableau Cloud [認証] の[1 Export
metadata from Tableau Cloud (1 Tableau Cloud からメタデータをエクスポートする)]
にある情報を使用します。
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a. [コンシューマー URL] の場合、Tableau Cloud の[認証] ページで、[アサーション
コンシューマー サービスURL (ACS)] を選択してコピーします。
OneLogin に戻り、そのURL を[コンシューマー URL] フィールドに貼り付けます。
b. [オーディエンス] の場合、Tableau Cloud の[認証] ページから[Tableau Cloud
エンティティID] をコピーして貼り付けます。

3. OneLogin 管理者ポータルの[SSO] ページで、[SAML 署名アルゴリズム] の[SHA256] を選択します。
4. OneLogin 管理者ポータルの[パラメーター] ページで、値が次のように表示されることを
確認します。
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Tableau Cloud フィールド

値

メール

メール

メール (属性)

メール

名

名

姓

姓

ステップ3: Tableau Cloud の OneLogin メタデータを構 成 する
次の手順では、Tableau Cloud のOneLogin 情報を見つけて構成し、SAML 構成を完了しま
す。
1. OneLogin 管理者ポータルの[SSO] ページで、[SLO エンドポイント(HTTP)] フィールド
に表示されているURI を選択してコピーします。
注: ラベルには HTTP と表示されますが、SLO (シングルログアウト) エンドポイントは
SSL/TLS 暗号化を使用するため、URI は https アドレスとして提供されます。
2. 同じページで[その他のアクション] > [SAML メタデータ] を選択してから、ファイルをPC
に保存します。
次のセクションではこのファイルをTableau Cloud にインポートします。

ステップ4: SAML 構 成 を完 了 する
1. Tableau Cloud の[認証] ページで次の手順を実行します。
a. [4 Import metadata file into Tableau Cloud (Tableau Cloud にメタデータ
ファイルをインポートする)] で、前のセクションで保存したOneLogin メタデータファ
イルをインポートします。
重要: OneLogin メタデータファイルのアップロードで問題が発生した場合は、
OneLogin で既定以外の証明書を使用することを検討してください。新しい証明
書を作成するには、OneLogin 管理者ポータルから[セキュリティ] > [証明書] を選
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択します。新しい証明書を作成する場合は、OneLogin のTableau Cloud アプ
リケーションがこの新しい証明書を使用する必要があります。
b. [5 Match attributes (5 属性の照合)] で、[IdP アサーション名] 列の値を次のよ
うに設定します。
l
l
l
l
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[姓]、[名] ラジオボタンを選択します。
名: FirstName
姓: Lastname
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c. [6 Embedding options (6 埋め込みオプション)] で、ユーザーが埋め込みコンテ
ンツにアクセスしたときに有効にするエクスペリエンスを選択します。詳細について
は、以下の(オプション) iFrame の埋め込みの有効化セクションを参照してくださ
い。
d. ここでは、[7 Troubleshooting single sign-on (SSO) (7 シングル サインオン
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(SSO) のトラブルシューティング)] はスキップします。
2. 最後に、SAML ユーザーをサイトに追加し、接続をテストします。

(オプション) iFrame の埋 め込 みの有 効 化
サイトでのSAML を有効化する際には、Web ページに埋め込まれたビューへアクセスするため
のユーザーのサインイン方法を指定する必要があります。これらの手順により、OneLogin ダッ
シュボードを別のサイトでインラインフレーム(iFrame) に埋め込めるように、OneLogin を構成
します。インラインフレームを埋め込むことで、埋め込まれた要素を表示するためにサインイン
するユーザーに、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供することができます。たとえば、
ユーザーがすでにID プロバイダーで認証済みで、iFrame の埋め込みが有効になっている場
合、埋め込まれた要素を含むページを閲覧するときにTableau Cloud でシームレスに認証さ
れるようになります。

注意: インラインフレームはクリックジャック攻撃に対しては脆弱な場合があります。クリック

ジャックとは、無関係のページ上の透明なレイヤーに攻撃するページを表示することで、
攻撃者がユーザーにクリックさせたり、コンテンツを入力させようとする、Web ページに対す
る攻撃の一種です。Tableau Cloud との関連では、ユーザーの認証資格情報を取得し
たり、認証されたユーザーを取得して設定を変更したりするためにクリックジャック攻撃を
使用する可能性があります。クラックジャック攻撃の詳細については、Open Web
Application Security Project のWeb サイト上の「クリックジャック」を参照してください。

1. 新しいブラウザータブまたはウィンドウを開き、OneLogin 管理者ポータルにサインインし
ます。
2. [設定] メニューで[アカウント設定] をクリックします。
3. [基本] ページの[フレーム保護] で、[フレーム保護を無効にする(X-Frame-Options)]
チェックボックスをオンにします。
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PingOne を使用したSAML の構成
PingOne をSAML アイデンティティプロバイダー(IdP) に使用している場合、このトピックの情報
を使用してTableau Cloud サイトでSAML 認証を設定できます。

注: これらの手順は、サードパーティのアプリケーションを反映しており、通知なしに変更さ
れることがあります。ここで説明する手順がIdP アカウントで表示される画面と一致しない
場合、IdP のドキュメントとともにに一般的な SAML の構成手順およびを使用することが
できます。

Tableau Cloud メタデータの取 得
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[サイト] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする] > [SAML] の順に選択します。

3. ステップ1 で、[メタデータのエクスポート] をクリックし、メタデータファイルをお使いのコン
ピューターに保存します。
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PingOne 接 続 の構 成
1. PingOne アカウントにサインインし、[認証] タブをクリックします。
2. [アプリケーションカタログ] で、Tableau Cloud を検索します。
3. Tableau Cloud アイテムで、矢印をクリックしてアイテムを展開してから、[セットアップ] を
クリックします。

4. 「1.SSO の手順」ページで、[次のステップに進む] をクリックします。
5. 「2.接続の構成」ページの [メタデータのアップロード] で、[ファイルの選択] をクリックし
て、Tableau Cloudから保存したメタデータファイルをアップロードします。[次のステップ
に進む] をクリックします。
6. 「3.属性マッピング」ページで、次のように属性をマッピングします。
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アプリケーションの属性

アイデンティティブリッジ属性

email

メール

firstName

名

lastName

姓

表のその他の設定は無視してかまいません。

[次のステップに進む] をクリックします。
7. 「4.PingOne アプリのカスタマイズ」で、Tableau Cloudサイト名を[名前] フィールドに追
加することを検討します。これは必須ではありません。
[保存してパブリッシュ] をクリックします。
8. 「5.レビューのセットアップ」で、提供した情報を確認した後、[SAML メタデータ] の横にあ
る[ダウンロード] リンクをクリックし、メタデータファイルをお使いのコンピューターに保存しま
す。
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単 一 ログアウトのサポート
PingOne SAML 構成の一部としてTableau Cloud メタデータをインポートした場合、メタデー
タに組み込まれた証明書は IdP アプリケーションの定義には適用されません。これにより、ユー
ザーがSAML サイトからサインアウトすると次のエラーが発生する場合があります。

サインイン証明書が構成されていないようです。
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証明書をIdP 用に構成する

サインアウトエラーを解決するには、Tableau Cloud から証明書をダウンロードし、DER エン
コードからBase64 エンコードに変換してPingOne にアップロードできます。
証明書を変換するこれらのステップは Windows 固有です。
1. Tableau Cloud サイトの[設定] > [認証] ページに戻り、[SAML を使用したシングル サ
インオン] ボックスにチェックマークが付いていることを確認します。
2. 「ステップ1: メタデータファイルのエクスポート」で、[署名と暗号化の証明書をダウンロー
ド] をクリックし、.cer ファイルをコンピューターに保存します。

3. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、[開く] をクイックします。
4. [証明書] ダイアログボックスで、[詳細] タブを選択してから[ファイルにコピー] をクリックし
ます。
5. 証明書エクスポートウィザードで、次の手順を実行します。
a. 開いている画面で[次へ] をクリックしてから、[Base64 エンコードX.590 (.CER)]
を選択します。
b. [次へ] をクリックし、エクスポートするファイルの名前と場所を指定します。
c. [次へ] をクリックしてサマリー情報を確認してから、[完了] をクリックします。
6. PingOne アカウントで、Tableau Cloud のアプリケーション設定ページに戻ります。
7. 「ステップ2: 接続の構成」の[証明書の検証] で、[ファイルの選択] をクリックしてから、
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作成した新しい.cer ファイルをアップロードします。

Tableau Cloud サイト構 成 の完 了
このトピックのPingOne 接続の構成で前述したとおり、PingOne アカウントを構成し、
PingOne からSAML メタデータファイルをダウンロードした後、次の手順を完了します。
1. Tableau Cloud サイトの[設定] > [認証] ページに戻ります。
2. 「ステップ4: SAML 構成のステップ」の[IdP メタデータ] ファイルで、[参照] をクリックして
PingOne アカウントからダウンロードしたメタデータファイルをインポートします。
3. ステップ5: 属性の照合に進み、記載されているとおり、残りのステップを完了します。

Okta を使用したSAML の構成
Okta をSAML アイデンティティプロバイダー(IdP) に使用している場合、このトピックの情報を
使用してTableau Cloud サイトでSAML 認証を設定できます。
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注: これらの手順は、サードパーティのアプリケーションを反映しており、通知なしに変更さ
れることがあります。ここで説明する手順がIdP アカウントで表示される画面と一致しない
場合、IdP のドキュメントとともにに一般的な SAML の構成手順およびを使用することが
できます。

Tableau Cloud SAML 設 定 を開 く
Okta アプリケーションを構成するには、Tableau Cloud SAML 設定の情報を使用する必要が
あります。
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[サイト] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選択
します。

Okta アプリケーションへの Tableau Cloud の追 加
1. 新しいブラウザータブまたはウィンドウを開き、Okta 管理者コンソールにサインインしま
す。
2. [アプリケーション] タブで[アプリケーションの追加] ボタンをクリックします。Tableau を検索
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してから、Tableau Cloud アプリケーションを追加します。
これにより[全般設定] タブが開きます。
3. (オプション) Tableau Cloud サイトが複数ある場合は、ユーザーがサインイン時に選択す
るサイトをわかりやすくするため、[アプリケーションラベル] フィールドにサイト名を含めてく
ださい。
4. [完了] をクリックして[割り当て] タブを開きます。
5. [割り当て] > [ユーザーに割り当て] をクリックし、Tableau Cloud へのシングルサインオン
アクセスを承認する各ユーザーの横にある[割り当て] ボタンをクリックします。
6. [完了] をクリックします。ユーザーのメールアドレスが[ユーザー名] フィールドに表示され
ることを確認します。
7. [サインオン] タブを選択します。[設定] セクションで、[編集] をクリックします。
8. Tableau Cloud SAML 構成設定を開いたタブまたはウィンドウに切り替え、これらの設
定のステップ1 で、Tableau Cloud エンティティID を選択してコピーします。

注: Tableau Cloud SAML の構成設定は、Okta の設定ページとは異なる順序で
表示されます。SAML 認証の問題が発生しないようにするには、Tableau Cloud
エンティティID とアサーションコンシューマー サービス(ACS) URL がOkta の正しい
フィールドに入力されていることを確認します。

9. Okta 管理者コンソールの全般設定に戻り、URL を対応するフィールドに貼り付けま
す。
10. [Assertion Consumer Service (ACS) URL] に対して以前の2 つのステップを繰り
返します。[保存] をクリックします。
11. [アイデンティティプロバイダーのメタデータ] を右クリックし、[名前を付けてリンク先を保
存] をクリックしてメタデータXML ファイルをダウンロードします。
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12. [セットアップ手順の表示] をクリックしてIdP メタデータをインポートするステップを完了し、
IdP エンティティID とSSO サービスURL を指定してから、メールと表示名の属性の照合
を行います。Tableau Cloud のSAML 構成設定を開いたタブまたはウィンドウに切り替
えます。注: Okta メタデータファイルをTableau Cloud にインポートする際、変更を表示
するには、[適用] をクリックした後にページの更新が必要になる場合があります。

(オプション) iFrame の埋 め込 みの有 効 化
サイトでのSAML を有効化する際には、Web ページに埋め込まれたビューへアクセスするため
のユーザーのサインイン方法を指定する必要があります。これらの手順により、埋め込みビュー
でインラインフレーム(iFrame) を使用した認証を許可するようOkta を構成します。インライン
フレームを埋め込むことで、埋め込まれた要素を表示するためにサインインするユーザーに、
シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供することができます。たとえば、ユーザーがすでにID
プロバイダーで認証済みで、iFrame の埋め込みが有効になっている場合、埋め込まれた要素
を含むページを閲覧する場合にTableau Server でシームレスに認証されるようになります。

注意: インラインフレームはクリックジャック攻撃に対しては脆弱な場合があります。クリック

ジャックとは、無関係のページ上の透明なレイヤーに攻撃するページを表示することで、攻
撃者がユーザーにクリックさせたり、コンテンツを入力させようとする、Web ページに対する
攻撃の一種です。Tableau Cloud との関連では、ユーザーの認証資格情報を取得した
り、認証されたユーザーを取得して設定を変更したりするためにクリックジャック攻撃を使用
する可能性があります。クラックジャック攻撃の詳細については、Open Web Application
Security Project のWeb サイト上の「クリックジャック」を参照してください。

1. 新しいブラウザータブまたはウィンドウを開き、Okta 管理者コンソールにサインインしま
す。
2. [ホーム] ページで、[管理] をクリックして[管理者ダッシュボード] を開きます。
3. [設定] メニューで、[カスタマイズ] をクリックします。
4. [iFrame の埋め込み] で、[iFrame の埋め込みを許可] を選択します。
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ユーザーをSAML が有 効 になっている Tableau サイトに追 加 する
1. Okta 構成ステップを完了したら、Tableau Cloud サイトに戻ります。
2. Okta 管理者コンソールで割り当てたユーザーをTableau Cloud に追加し、SAML 接続
を完了します。

Salesforce を使用したSAML の構成
Salesforce をSAML アイデンティティプロバイダー(IdP) として構成している場合は、
Salesforce ドキュメントとともにこのトピックの情報を使用して、Tableau Cloud をシングルサイ
ンオンアプリケーションに追加します。

Tableau Cloud SAML 設 定 を開 く
Salesforce アプリケーションを構成するには、Tableau Cloud SAML 設定の情報を使用する
必要があります。
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[サイト] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選
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択します。

Salesforce からTableau Cloud への SSO の設 定
Salesforce ドキュメント「Salesforce からTableau Cloud へのSSO の設定」を参照してくださ
い。

ユーザーをSAML が有 効 になっている Tableau サイトに追 加 する
1. Salesforce 構成ステップを完了したら、Tableau Cloud サイトに戻ります。
2. Salesforce アプリケーションプロフィール割り当てページで割り当てたユーザーをTableau
Cloud に追加し、SAML 接続を完了します。[認証] ページで、[ユーザーの管理] までス
クロールしてユーザーを追加または選択します。

Tableau Viz Lightning Web コンポーネントの SAML の構成
Tableau には、Salesforce Lightning ページ内にTableau ビジュアライゼーションを埋め込むため
のLightning Web コンポーネント(LWC) があります。
このトピックでは、Salesforce Lightning ページでTableau の埋め込みビジュアライゼーションの
SSO エクスペリエンスを有効にする方法を説明します。Tableau Viz LWC シナリオのSSO には
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SAML 構成が必要です。Tableau 認証に使用するSAML IdP は、Salesforce インスタンスで
使用するSalesforce IdP または同じIdP のいずれかである必要があります。
このシナリオでは、Salesforce 管理者がTableau Viz LWC をLightning ページにドラッグ& ド
ロップして、ビジュアライゼーションを埋め込むことができます。埋め込みビューへのURL を入力
すると、管理者がTableau Cloud で閲覧できるビューがダッシュボードに表示されます。
Tableau Cloud でTableau Viz LWC 用にシングルサインオン(SSO) が構成されている場合、
ユーザーエクスペリエンスはシームレスになります。ユーザーがSalesforce にサインインした後、
Tableau の埋め込みビューは、Tableau Cloud へのそれ以上の認証が行われることなく機能し
ます。
SSO が構成されていない場合、Tableau Cloud からの埋め込みビジュアライゼーションを表示
するには、ユーザーは Tableau Cloud でもう一度認証を行う必要があります。

注: Salesforce 認証で構成されたユーザーがTableau Cloud に埋め込まれたビジュアライ
ゼーションを表示するには、Tableau Cloud でもう一度認証する必要があります。

要件
l

Tableau 認証に使用するSAML IdP は、Salesforce インスタンスで使用するSalesforce
IdP または同じIdP のいずれかである必要があります。

l

SAML が Tableau Cloud 上で構成されている必要があります。「 サイトでのSAML 認証

l

の有効化 」を参照してください。
SAML をSalesforce 用に構成する必要があります。

l

Tableau Viz Lightning Web コンポーネントをインストールします。「Tableau ビューを

Salesforce に埋め込む」 を参照してください。

認 証 ワークフローの構 成
Tableau の埋め込みビューを使用してLightning にアクセスするユーザーのサインインエクスペリ
エンスを最適化するには、追加の構成が必要になる場合があります。
シームレスな認証を行うことができるユーザーエクスペリエンスを重要視する場合は、いくつかの
追加の構成を行う必要があります。このコンテキストでは、“シームレス” とは、Tableau Viz
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LWC SSO が有効になっているSalesforce Lightning ページにアクセスするユーザーが、
Tableau の埋め込みビューを表示するためのアクションを実行する必要がないことを意味しま
す。シームレスなシナリオでは、ユーザーがSalesforce にログインすると、Tableau の埋め込み
ビューは追加のユーザーアクションなしで表示されます。このシナリオは、フレーム内認証 によっ
て有効になります。
シームレスなユーザーエクスペリエンスを実現するには、Tableau Cloud とIdP でフレーム内認
証を有効にする必要があります。以下のセクションでは、フレーム内認証の構成方法について
説明します。
一方、Lightning ページを操作するユーザーが、Tableau の埋め込みビューを表示するために
[サインイン] ボタンをクリックしなければならないシナリオがあります。このシナリオでは、ユーザーが
Tableau の埋め込みビューを表示するためにアクションをもう1 つ実行する必要があり、「ポップ
アップ認証」と呼ばれます。

フレーム内認証を有効にしていない場合、ポップアップ認証が既定のユーザーエクスペリエンス
になります。

Tableau Cloud でフレーム内 認 証 を有 効 にする
Tableau Cloud でフレーム内認証を有効にする前に、SAML を構成し、有効にしておく必要が
あります。
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[サイト] > [認証] を選択しま
す。
2. [認証] タブで、[追加の認証方法を有効にする]、[SAML]、[接続の編集] の順に選択

Tableau Software

271

Tableau Cloud ヘルプ
します。
3. [埋め込みオプション] までスクロールし、[インラインフレームで認証する] を選択します。

注意: インラインフレームはクリックジャック攻撃に対しては脆弱な場合があります。クリック

ジャックとは、無関係のページ上の透明なレイヤーに攻撃するページを表示することで、
攻撃者がユーザーにクリックさせたり、コンテンツを入力させようとする、Web ページに対す
る攻撃の一種です。Tableau Cloud との関連では、ユーザーの認証資格情報を取得し
たり、認証されたユーザーを取得して設定を変更したりするためにクリックジャック攻撃を
使用する可能性があります。クラックジャック攻撃の詳細については、Open Web
Application Security Project のWeb サイト上の「クリックジャック」を参照してください。

SAML IdP を使 用 してフレーム内 認 証 を有 効 にする
前述のように、Salesforce Mobile で認証をシームレスに行うためのユーザエクスペリエンスに
は、IdP でフレーム内認証がサポートされている必要があります。この機能は、IdP では
“iframe 埋め込み” または “iframe 保護“ とも呼ばれています。
Salesforce の承認リストのドメイン

場合によっては、IdP ではドメイン別のフレーム内認証のみを有効にできます。このような場合
は、フレーム内認証を有効にするときに、次のSalesforce ワイルドカードのドメインを設定しま
す。
*.force
*.visualforce
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Salesforce IdP

Salesforce IdP では既定でフレーム内認証がサポートされています。Salesforce 構成でフレー
ム内認証を有効にしたり、構成したりする必要はありません。ただし、上記の説明に従って、フ
レーム内認証用にTableau Cloud を構成する必要があります。
Okta IdP

Okta ヘルプセンターのトピック一般的なカスタマイズのオプションで「 Okta をiframe に埋め込む」
を参照してください。
Ping IdP

Ping サポートのトピックPing Federate で"X-Frame-Options=SAMEORIGIN" ヘッダーを無効
にする方法を参照してください。
OneLogin IdP

One Login ナレッジベース記事アカウント所有者のアカウント設定の「フレーム保護」 を参照し
てください。
ADFS とAzure AD IdP

Microsoft では、すべてのフレーム内認証がブロックされており、有効にすることはできません。代
わりに、Microsoft では 2 番目のウィンドウでのポップアップ認証のみがサポートされます。その結
果、いくつかのブラウザーでポップアップ動作がブロックされることがあり、その場合はユーザーが
force.com およびvisualforce.com サイトのポップアップを受け入れる必要があります。

Salesforce Mobile アプリ
ユーザーが主にSalesforce Mobile アプリでLightning を操作する場合は、次のシナリオに注意
する必要があります。
l

Salesforce Mobile アプリでは、Tableau の埋め込みビューが表示されるようにSSO/SAML

l

を構成する必要があります。
Salesforce Mobile アプリにはフレーム内認証が必要です。ポップアップ認証は機能しませ
ん。代わりに、Salesforce Mobile アプリのユーザーには Tableau のサインインボタンが表示
されますが、Tableau にサインインすることはできません。
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l
l

ADFS および Azure AD IdP は Mobile アプリに対応していません。
Android デバイスを使用するユーザーは、Tableau の埋め込みビジュアライゼーションを表
示するために最初にサインインする必要があります。その後、SSO が期待通りに機能しま
す。

SAML のトラブルシューティング
このトピックでは、SAML 認証を設定する際に発生する可能性のある問題の解決に関する
情報を示します。

必 要 なアサーションとメタデータが正 しくマッピングされない
ほとんどの問題は、IdP からインポートするメタデータ、または入力するアサーション名が、対応
するIdP 属性に一致しないことで発生します。SAML の問題を解決するには、まず認証ペー
ジのステップ1–5 に示す情報がIdP のSAML 構成設定に一致していることを確認します。
Tableau Cloudではユーザーの電子メールアドレスを含むIdP アサーションが必要です。ステッ
プ1–5 の確認に加え、ユーザーの電子メールアドレスがTableau Cloud とIdP の間で一致し
ていることを確認してください。

アイデンティティプロバイダーでサインインページが表 示 されない
ユーザーが自分のユーザー名をTableau Cloud サインインページで入力し、Tableau Cloud が
要求をアイデンティティプロバイダー(IdP) にリダイレクトしますが、IdP は SAML サインインペー
ジを返しません。以下の理由のため、IdP がサインインページを返すことができなかった可能性
があります:
l

SSO サービスURL が有効でない。
IdP メタデータをインポートする際は、SSO サービスURL のフィールドに正しいURL が
表示されていることを確認してください。

l
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たとえば、Tableau Cloud エンティティのID が正しくない可能性があります。[認証] ページ
のSAML 構成設定が破損したか、誤って変更された場合に発生する可能性がありま
す。
この問題を解決するには、SAML 構成のステップ3–4 を繰り返します:
1. 自分の IdP アカウントにサインインして、IdP メタデータをエクスポートします。
2. Tableau Cloud にサインインし、[認証] ページを表示して、ステップ4 でメタデータを再度イ
ンポートします。

IdP サインイン後 に何 も起 こらない
ユーザーがIdP のサインインページ上に正しくない認証資格情報を入力する場合、またはユー
ザーがSAML を使用するよう認証されていない場合、一部のIdP では認証に失敗する際にコ
ントロールがTableau Cloud に返されません。
Tableau Cloud では、[ユーザー] ページにユーザーがSAML 認証で承認されているかどうかが
表示されます。

フル ネーム フィールドにユーザーの電 子 メール アドレスが表 示 されている
SAML サイトでは、[認証] ページのステップ5で名と姓、またはフルネームのアサーションが入力
されていない場合、フルネームフィールドは電子メールアドレスを使用して設定されます。

シングル サインオンを使 用 するとユーザーを認 証 できない
SAML 認証は Tableau Cloud の外で行われるため、認証問題のトラブルシューティングは難し
い場合があります。ただし、ログインの試行は Tableau Cloud によって記録されます。ログファイ
ルのスナップショットを作成して、問題のトラブルシューティングに使用できます。
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ユーザーがTableau Cloud を認証できない場合は、ログファイルを調べ、IdP によって返された
メール属性値が、ユーザーの電子メールアドレスと一致していることを確認します。
ログファイルをダウンロードするには:
1. Tableau Cloud にサインインします。
2. [認証] ページを表示し、ステップ7 の下から、[ログファイルのダウンロード] をクリックしま
す。

コマンドラインユーティリティを介 したサインイン
Tableau Cloud でSAML を使用するよう構成されていても、tabcmd や Tableau データ抽出コ
マンドラインユーティリティ(Tableau Desktop に付属) を使用してTableau Cloud にサインイン
した場合、SAML は認証に使用されません。これらのツールは、Tableau Cloud が最初にプロ
ビジョニングされたときにTableauID 認証を構成しておく必要があります。

個人用アクセストークン
個人用アクセストークン(PAT) を使用すると、Tableau Cloud ユーザーは長期間有効な認証
トークンを作成することができます。トークンを使用すると、ユーザーはハードコードされた認証
資格情報やインタラクティブなサインインを必要とせずにTableau REST API を使用して自動
化を実行できます。Tableau REST API を使用した個人用アクセストークンの使用方法につ
いては、「サインインとサインアウト(認証) 」を参照してください。
個人用アクセストークンは、Tableau Cloud への一般的なクライアントアクセスには使用され
ません。Tabcmd で個人用アクセストークンを使用するには、
https://tableau.github.io/tabcmd/ から新しいバージョンのtabcmd をインストールします。
注: Tableau 認証で多要素認証 (MFA) を有効にしてTableau Cloud に対してREST API
のサインイン要求を行うには、ユーザー名とパスワードの代わりにPAT を使用する必要があり
ます。
Tableau REST API で作成された自動スクリプトとタスクで使用する個人用アクセストークンを
作成することをお勧めします。
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l

セキュリティの強化: 個人用アクセストークンは、認証資格情報が侵害された場合のリス
クを軽減します。Tableau Server でActive Directory をアイデンティティストアとして使用
する場合には、自動化タスクで個人用アクセストークンを使用することで認証資格情
報の侵害範囲を縮小できます。この場合、アプリケーション固有のトークンを使用する
と、自動化ファイルやスクリプトファイルが侵害されたとしても、広範囲にわたってシステム
が危険にさらされることはありません。トークンが侵害される場合や、自動化で使用され
て失敗したりリスクが生じたりする場合は、トークンを取り消すだけで十分です。ユーザー
の認証資格情報を交換したり、取り消したりする必要はありません。

l

自動化の管理: トークンは実行されるスクリプトやタスクごとに作成できます。これにより、
組織全体の自動化タスクをサイロに入れ、確認することができます。さらに、トークンを
使用すると、ユーザーアカウントのパスワードリセットやメタデータの変更 (ユーザー名、
メールなど) を行っても、認証資格情報がスクリプトにハードコードされている場合と同
様、自動化が中断することはありません。

個 人 用 アクセストークンについて
トークンが作成されると、ハッシュされ、リポジトリに保存されます。トークンがハッシュされて保存
されると、元のトークンは削除されます。ユーザーは、トークンを安全な場所にコピーし、パス
ワードと同様に扱うように指示されます。実行時にトークンを使用すると、Tableau Cloud は
ユーザーが提示したトークンをハッシュし、それをリポジトリに保存されているハッシュ値と比較し
ます。一致すると、認証済みセッションが開始されます。

注: 同時要求ごとに1 つの個人用アクセストークンが必要です。同じサイトまたは別のサ
イトで、同じアクセストークンを使用して再度サインインすると、前のセッションが終了し、
認証エラーが表示されます。

Tableau Cloud の認証では、ユーザーが持つ対話ユーザーと同じパーミッションと権限を使用し
て認証済みセッションを処理します。
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トークンの作 成
Tableau Cloud にアカウントを持つユーザーは、[マイアカウントの設定] ページで個人用アクセ
ストークンの作成、管理、取り消しを行うことができます。詳細については、Tableau ヘルプの
「アカウント設定の管理」を参照してください。
ユーザーは、独自の個人用アクセストークンを作成する必要があります。サイト管理者は、
ユーザーに代わってトークンを作成することはできません。

トークンの有 効 期 限
個人用アクセストークンが15 日連続で使用されない場合、そのトークンは期限切れになりま
す。アクセストークンが15 日ごとよりも頻繁に使用される場合、トークンは 1 年後に期限切
れになります。1 年後に新しいトークンを作成する必要があります。これらの有効期限の値は
構成できません。期限切れの個人用アクセストークンは、[マイアカウントの設定] ページには
表示されません。

ユーザーのトークンの取 り消 し
ユーザーは [マイアカウントの設定] ページで自分のトークンを取り消すことができます。管理者
も個人用アクセストークンを取り消すことができます。
1. サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインし、[ユーザー] ペー
ジに移動します。
2. トークンを取り消すユーザーを見つけます。サーバー管理者ページ内の移動とユーザーの
検索の詳細については、ユーザーの表示、管理、削除 を参照してください。
3. ユーザー名前をクリックし、プロフィール ページを開きます。

4. ユーザーのプロフィール ページで、[設定] タブをクリックします。
5. [個人用アクセストークン] セクションで取り消すトークンを特定し、[取り消す] をクリックし
ます。
6. 確認のポップアップで [削除] をクリックします。

アプリケーション統合のためにTableau 接続済みアプリを使用す
る
以降、2022 年 1 月初めからは、Tableau 接続済みアプリを使用すると、Tableau Cloud サイ
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トとTableau コンテンツが埋め込まれている外部アプリケーションとの間に明示的な信頼関係を
構築できるため、シームレスで安全な認証エクスペリエンスを実現できます。Tableau 接続済み
アプリは 2022 年 6 月 にREST API 認証をサポートするように機能が拡張されました。
構成できる接続済みアプリには、直接信頼とOAuth 2.0 信頼の2 種類があります。

直接信頼 を使用すると、次のことができます。
l

埋め込み可能なコンテンツへのアクセス、およびそのコンテンツを埋め込みできる場所へ
のアクセスを制限する

l

ユーザーは、アイデンティティプロバイダー(IdP) と統合しなくても、シングルサインオン
(SSO) を使用して埋め込みコンテンツにアクセスできる

l

ユーザーは、外部アプリケーションから直接認証できる

l

JSON Web Token (JWT) を使用して、ユーザーに代わってTableau REST API へのアク
セスをプログラムで承認する

l

ユーザーまたはアプリケーションが実行できるTableau REST API 機能のスコープを設定
する
この接続済みアプリの種類の詳細については、「直接信頼を使用して接続済みアプリを
構成する」を参照してください。

(近日公開) OAuth 2.0 信頼 を使用すると、次のことができます。
l

埋め込み可能なコンテンツへのアクセス、およびそのコンテンツを埋め込みできる場所へ
のアクセスを制限する

l

ユーザーがアイデンティティプロバイダー(IdP) を介したシングルサインオン(SSO) を使用
して埋め込みコンテンツにアクセスできるようにする

l

OAuth 2.0 標準プロトコルを使用してアクセスを提供する

l

ユーザーに代わってTableau REST API へのアクセスをプログラムで承認する
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l

ユーザーまたはアプリケーションが実行できるTableau REST API 機能のスコープを設定
する
この接続済みアプリの種類の詳細については、「 OAuth 2.0 信頼を使用して接続済み
アプリを構成する」を参照してください。

注: Tableau 接続済みアプリとSalesforce 接続済みアプリは異なり、提供されている機能も
異なります。現在、Tableau 接続済みアプリは、外部アプリケーションにTableau ビューとメトリ
クスを埋め込むために最適化されており、Tableau REST API へのアクセスを承認するために
使用されます。

直 接 信 頼 を使 用 して接 続 済 みアプリを構 成 する
2022 年 1 月初めからは、Tableau 接続済みアプリを使用すると、Tableau Cloud サイトと外
部アプリケーションとの間に明示的な信頼関係を構築できるため、シームレスで安全な認証エ
クスペリエンスを実現できます。具体的には次のことが可能になります。
l

埋め込み可能なコンテンツへのアクセス、およびそのコンテンツを埋め込みできる場所への

l

アクセスを制限する
ユーザーは、アイデンティティプロバイダー (IdP) と統合しなくても、シングルサインオン(SSO)

l
l

を使用して埋め込みコンテンツにアクセスできる
ユーザーは、外部アプリケーションから直接認証できる
JSON Web Token (JWT) を使用して、ユーザーに代わってTableau REST API へのアク
セスをプログラムで承認する

接続済みアプリのしくみ

Tableau Cloud サイトと外部アプリケーション間の信頼関係は、JSON Web Token (JWT) 標
準の認証トークンによって確立および検証されます。この認証トークンは、Tableau 接続済み
アプリによって提供され、外部アプリケーションによって署名される共有シークレットを使用しま
す。
接続済みアプリの主要コンポーネント

接続済みアプリの次のコンポーネントは、外部アプリケーションのJWT と連携して、ユーザーを
認証し、埋め込みコンテンツを表示します。
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l

l

l

シークレット: シークレットは、Tableau と外部アプリケーションで共有されるキーです。これら
は、JWT を形成する署名で使用されます。接続アプリを使用して認証または REST API 認
証を埋め込む場合は、シークレットが必要です。シークレットは接続済みアプリで作成でき
ます。シークレットの有効期限はなく、削除されるまで有効です。
ドメイン許可リスト(埋め込みのワークフローのみ): 各接続済みアプリで許可されているド
メインのリストを指定できます。接続済みアプリを介して埋め込まれたTableau コンテンツ
は、指定されたドメインでのみ許可されます。これにより、ビジネスで保護および承認された
ドメインでコンテンツを公開することができます。
アクセスレベル (埋め込みのワークフローのみ): 接続済みアプリを1 つのプロジェクトまたは
すべてのプロジェクトに関連付けることにより、接続アプリを介して埋め込むことができるコン
テンツを指定できます。1 つのプロジェクトを指定した場合、選択したプロジェクトのコンテンツ
のみを接続済みアプリを介して埋め込むことができます。

注: EC2 インスタンスなどのコンテナで接続済みアプリを実行している場合、セッショントークンを
有効にするには、コンテナとホストの両方の時計がUTC に設定されている必要があります。い
ずれかの時計が異なる規格を使用している場合、接続済みアプリは信頼されません。
接続済みアプリのワークフロー

埋 め込 みのワークフロー
次の図は、外部アプリケーション(Web サーバーとWeb ページ) と接続済みアプリ間の認証のし
くみを示しています。

1. ユーザーが Web ページにアクセスします: ユーザーが Web ページに埋め込まれたコンテン
ツにアクセスすると、Web ページが外部アプリケーションにGET 要求を送信し、その Web
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ページの HTML を取得します。

2. 外部アプリケーションが認証トークンを構築します: 外部アプリケーションが JWT を作成し
ます。この JWT には、接続アプリからのシークレット(追加の JWT 要件については以下の
ステップ3 を参照) と、埋め込みコンテンツに対するユーザー アクセスの範囲が含まれます。
シークレットは外部アプリケーションによって署名され、後述のステップで信頼関係の検証に
使用されます。
3. 外部アプリケーションが認証トークンを使用して応答します: 外部アプリケーションが、
Web ページによって呼び出された埋め込みコンテンツの URL にJWT が含まれているペー
ジに応答します。
4. Web ページが Tableau のコンテンツを要求します: 埋め込みコンテンツを読み込むため
に、Web ページが埋め込みコンテンツの URL を呼び出し、Tableau にGET 要求が送信さ
れます。
5. Tableau がトークンを検証します: Tableau が JWT を受信し、接続済みアプリとJWT で
使用される共有シークレットを識別して、外部アプリケーションとの信頼関係を検証しま
す。次に、Tableau はユーザーのセッションを作成します。このセッションでは、JWT で定義
された埋め込み範囲だけでなく、許可されたドメインやプロジェクトなど、接続済みアプリで
指定された制限も考慮されます。
6. Tableau が、埋め込みの制限付きコンテキストに基づいてコンテンツを返します: 埋め込
みコンテンツは、ページが許可されたドメインの下にあり、かつ、コンテンツが許可されたプロ
ジェクトにパブリッシュされている場合にのみ読み込まれます (該当する場合)。認証された
ユーザーは、JWT で定義された範囲で埋め込みコンテンツを操作できます。
接続済みアプリの作成
ステップ1: 接続済みアプリを作成する

Tableau Cloud の[設定] ページから接続済みアプリを作成します。
1. サイト管理者として、Tableau Cloud にサインインします。
2. 左側のペインから、[設定] > [接続済みアプリ] の順に選択します。
3. [New Connected App (新しい接続済みアプリ)] ボタンのドロップダウン矢印をクリックし
て、[Direct Trust (直接信頼)] を選択します。
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4. [接続済みアプリの作成] ダイアログボックスで、次のいずれかの手順を行います。
a. REST API 認証ワークフローの場合、[Connected app name (接続済みアプリ
名)] テキストボックスに、接続済みアプリ名を入力し、[作成] ボタンをクリックしま
す。
注: REST API 認証用に接続済みアプリを構成する場合は、[アクセスレベル] と
[ドメイン許可リスト] を無視できます。
b. 埋め込みのワークフローの場合、次の手順を実行します。
i. [Connected app name (接続済みアプリ名)] テキストボックスに、接続済みア
プリ名を入力します。
ii. [適用先] ドロップダウンメニューから、[すべてのプロジェクト] または [1 つの
プロジェクトのみ] を選択して、埋め込むことができるビューまたはメトリクスを
制御します。[1 つのプロジェクトのみ] オプションを選択した場合は、スコープ
を設定する特定のプロジェクトを選択します。
iii. ドメイン許可リストで、以下の「ドメインの書式設定」に記載されているルー
ルを使用してドメインを指定し、ビューまたはメトリクスを埋め込むことができ
る場所を制御します。
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iv. 完了したら、[作成] ボタンをクリックします。

5. 接続済みアプリ名の横にあるアクションメニューをクリックし、[有効] を選択します。セ
キュリティ上の理由から、接続済みアプリは作成時に既定で無効に設定されています。

6. 接続済みアプリID (クライアントID とも呼ばれます) をメモして、以下のステップ3 で使
用します。
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ステップ2: シークレットを生成する

接続済みアプリごとに合計 2 つのシークレットを生成できます。2 番目のシークレットは、シーク
レットのローテーションの目的で使用し、シークレットが侵害された場合の問題からシークレットを
保護することができます。
1. ステップ1 で作成した接続済みアプリの詳細ページで、[Generate New Secret (新しい
シークレットの生成)] ボタンをクリックします。
2. 以下のステップ3 で使用するシークレットID とシークレット値をメモします。

ステップ3: JWT を構成する

シークレットを生成したら、外部アプリケーションから有効な JWT を送信できるようにします。
JWT は、2 者間で情報を安全に転送するために使用される標準規格です。JWT は、
Tableau Cloud に情報を安全に送信するために、外部アプリケーションによって署名されていま
す。JWT は、接続済みアプリ、セッションが生成されるユーザー、およびユーザーが持つ必要が
あるアクセスレベルを参照します。
有効な JWT には、次の情報が含まれます。
l

ステップ1 の接続済みアプリID (クライアントID とも呼ばれます)

l

ステップ2 で生成されたシークレットID とシークレット値

l

登録されたクレームとヘッダー:
クレーム

説明または必要な値

"kid"

必須 (ヘッダー内)接続済みアプリのシークレットキー識別子

(シーク
レットID)
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"iss"

必須 (ヘッダー内)信頼できる接続済みアプリとその署名キーを識別

(発行元)

する一意の発行者 URI

"alg"

必須 (ヘッダー内)JWT 署名アルゴリズム。HS256 のみがサポートさ

(アルゴリ れています。
ズム)
"sub"

認証されたTableau Cloud ユーザーのユーザー名 (メール アドレス)

(サブジェ
クト)
"aud"

値は "tableau" である必要があります。

(オーディ
エンス)
"exp"

有効な JWT の有効期限が切れてはなりません。JWT の有効期

(有効期

限 (UTC) は、最大有効期間 (10分) 内である必要があります。

限)
"jti"

クレームとして必要です。JWT ID クレームは、JWT に一意の識別

(JWT ID) 子を提供し、大文字と小文字を区別します。
"scp"

埋め込みのワークフローの場合、サポートされる値は次のとおりで

(範囲)

す。
"tableau:views:embed"
"tableau:views:embed_authoring"
"tableau:metrics:embed"
注:
l

値はリスト型として渡す必要があります。

l

tableau:views:embed と
tableau:views:embed_authoring の場合、この範
囲は、Tableau Cloud で既に構成されているユーザーのパー
ミッションを考慮し、元のビューで使用可能な場合は、ユー

l

286

ザーが埋め込みビューのツールを操作できるようにします。
埋め込みコードではツールバー パラメーターを除外することを

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
お勧めします。詳細については、以下の「 既知の問題 (埋め

込みのワークフローのみ)」を参照してください。
REST API 承認ワークフローの場合は、「JWT 認可をサポートす
るREST API メソッド」を参照してください。

JWT の例
以下に、Java 言語とPython 言語の両方のJWT の例を示します。Java とPython の例で
は、それぞれ nimbus-jose-jwt ライブラリとPyJWT ライブラリを使用しています。
Java
import com.nimbusds.jose.*;
import com.nimbusds.jose.crypto.*;
import com.nimbusds.jwt.*;
import java.util.*;
...
String secret = "secretvalue";
String kid = "connectedAppSecretId";
String clientId = "connectedAppClientId";
List<String> scopes = new
ArrayList<>(Arrays.asList("tableau:views:embed"));
String username = "user@domain.com";
JWSSigner signer = new MACSigner(secret);
JWSHeader header = new
JWSHeader.Builder(JWSAlgorithm.HS256).keyID(kid).customParam
("iss", clientId).build();
JWTClaimsSet claimsSet = new JWTClaimsSet.Builder()
.issuer(clientId)
.expirationTime(new Date(new Date().getTime() + 60 * 1000))
//expires in 1 minute
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.jwtID(UUID.randomUUID().toString())
.audience("tableau")
.subject("username")
.claim("scp", scopes)
.build();
SignedJWT signedJWT = new SignedJWT(header, claimsSet);
signedJWT.sign(signer);
model.addAttribute("token", signedJWT.serialize());
Python
import jwt
token = jwt.encode(
{
"iss": connectedAppClientId,
"exp": datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta
(minutes=5),
"jti": str(uuid.uuid4()),
"aud": "tableau",
"sub": user,
"scp": ["tableau:views:embed", "tableau:metrics:embed"]
},
connectedAppSecretKey,
algorithm = "HS256",
headers = {
'kid': connectedAppSecretId,
'iss': connectedAppClientId
}
)
JWT を構成した後、外部アプリケーションでコードを実行すると、トークンが生成されます。
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ステップ4: 次のステップ

埋 め込 みのワークフローの場 合
JWT を構成したら、埋め込みコードを外部アプリケーションに追加する必要があります。外部ア
プリケーションが呼び出す Web コンポーネントに、上記のステップ3 で構成した有効な JWT が
含まれていることを確認します。
Tableau コンテンツの埋め込みの詳細については、次のいずれかまたは両方を参照してくださ
い。
l

メトリクスの埋め込みについては、Tableau ヘルプの「 Web ページへのメトリクスの埋め込

l

み」 トピックを参照してください。
Tableau API v3 の埋め込み を使用して、Tableau のビューとメトリクスを埋め込みます。

注: 埋め込みコンテンツにアクセスするユーザーを正常に認証するには、ブラウザーがサードパー
ティーのCookie を許可するように設定されている必要があります。

REST API 認 証 ワークフローの場 合
JWT を構成したら、認証アクセスのために、有効な JWT をREST API サインイン要求に追加
する必要があります。詳細については、「連携アプリのアクセススコープ」を参照してください。
接続済みアプリの管理

[接続済みアプリ] ページでは、サイトのすべての接続済みアプリを管理できます。接続済みアプ
リの作成、削除、無効化などのタスクを実行できるほか、既存のシークレットが侵害されている
場合は、新しいシークレットを取り消したり、生成したりすることができます。
1. サイト管理者として、Tableau Cloud にサインインします。
2. 左側のペインから、[設定] > [接続済みアプリ] の順に選択します。
3. 管理する接続済みアプリの横にあるチェックボックスを選択し、次のいずれか1 つまたは
複数の操作を実行します。
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l

組織のセキュリティポリシーで指定されたローテーションタイムラインに従って、新
しいシークレットを生成します。追加のシークレットを生成するには、接続済みア
プリの名前をクリックしてから、[Generate New Secret (新しいシークレットの生
成)] ボタンをクリックします。接続済みアプリは、最大 2 つのシークレットを持つこと
ができます。両方のシークレットは同時にアクティブにすることができ、有効期限
はなく、削除されるまで有効です。

l

接続済みアプリの名前をクリックして接続済みアプリの詳細を表示し、接続済み
アプリの作成日、ID、プロジェクトとドメインの範囲、およびシークレットを確認しま
す。

l

プロジェクトの範囲またはドメインを変更し、[アクション] メニューで[編集] を選択
します。変更を加えて、[更新] をクリックします。
注: プロジェクトまたはドメインの範囲を変更していて、埋め込みコンテンツが新し
いプロジェクトまたは新しいドメインのいずれにも存在しない場合は、埋め込み
ビューまたはメトリクスを表示することができなくなるため、ユーザーが埋め込みコン
テンツにアクセスするとエラーが表示されます。

l

接続済みアプリの名前をクリックして、シークレットを削除します。接続済みアプリ
のページで、シークレットの横にある[アクション] をクリックし、[削除] を選択しま
す。確認ダイアログボックスで、もう一度 [削除] を選択します。
注: 接続済みアプリのシークレットが外部アプリケーションで使用されている場合
は、シークレットを削除した後でも、埋め込みビューまたはメトリクスを表示するこ
とはできません。詳細については、以下の「接続済みアプリの無効化と削除、お
よびシークレットの削除による影響」を参照してください。

l

接続済みアプリを無効にし、[アクション] メニューで[無効] を選択します。接続
済みアプリが外部アプリケーションで使用されている場合、接続済みアプリを無効
にすると、埋め込みビューまたはメトリクスを表示できなくなります。詳細について
は、以下の「接続済みアプリの無効化と削除、およびシークレットの削除による
影響」を参照してください。
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接続済みアプリの無効化と削除、およびシークレットの削除による影響

接続済みアプリを介してユーザーに埋め込みコンテンツを表示したり、REST API アクセスを有
効にしたりするには、接続済みアプリを有効にして、そのシークレットを生成する必要がありま
す。接続済みアプリが外部アプリケーションで使用されていて、無効化または削除されている
か、そのシークレットが削除または置換されている場合、403 エラーが発生します。
この問題を回避するには、接続済みアプリが有効になっていて、JWT で正しいシークレットID
と値が使用されていることを確認します。
ドメイン許可リストルール (埋め込みのワークフローのみ)

接続済みアプリのドメイン許可リストを使用すると、埋め込まれたTableau コンテンツへのアクセ
スをすべてのドメインまたは一部のドメインに制限するか、一部のドメインを除外するか、または
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すべてのドメインをブロックすることができます。

ドメインオプション
接続済みアプリのドメイン許可リストを構成する際は、次の2 つのオプションのいずれかを選択
できます。
l

l

すべてのドメイン: 既定のオプションとして、このオプションは埋め込みコンテンツへの無制限
のアクセスを有効にします。
特定のドメインのみ: このオプションを使用すると、埋め込みコンテンツへのアクセスの範囲
を限定できます。このオプションを使用する場合は、次のセクション「 ドメインの書式設定 」
指定されている書式設定ルールに従ってください。

ドメインの書 式 設 定
[domain allowlist (ドメイン許可リスト)] テキストボックスには、1 つのドメインまたは複数のドメ
インを入力するか、何も入力しないままにすることもできます。ドメイン許可リストでは、CSP
(コンテンツセキュリティポリシー) フレームワークのframe-ancestors ヘッダーで許可されているす
べての書式設定が考慮されています。
注: ドメインの書式設定のルールは、Tableau REST API で接続済みアプリのメソッドを使用
する場合にも適用されます。
一般的なシナリオに基づく書式設定の例をいくつか示します。
指定する内

例

埋め込みへのアクセス

*.myco.com

埋め込みコンテンツには、myco.com のすべての

容
ドメインの範
囲

サブドメインからアクセスできます。

複数の個別

myco.com

埋め込みコンテンツには、3 つのすべてのドメイン

のドメイン

events.myco.com からアクセスできます。
ops.myco.com

ドメインなし

[ドメインなし]

埋め込みコンテンツへのアクセスはブロックされま
す。
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既知の問題 (埋め込みのワークフローのみ)

接続済みアプリの使用にはいくつかの既知の問題がありますが、これらは今後のリリースで対処
される予定です。
l

ツールバー機能: 埋め込みコンテンツにツールバーのパラメーターが定義されている場
合、すべてのツールバー機能が動作するとは限りません。この問題を回避するには、次
の例のようにツールバーのパラメーターを非表示にすることをお勧めします。
<tableau-viz id='tab-viz'
src='https://online.tableau.com/t/<your_site>/...'
toolbar='hidden'>
</tableau-viz>

l

パブリッシュされたデータソース: データベースの認証資格情報の入力を求める [ユーザー
にメッセージを表示] が設定されているパブリッシュされたデータソースは表示されません。こ
の問題を回避するには、可能であれば、データソースの所有者がデータベースの認証資格
情報を埋め込むことをお勧めします。

l

埋め込みダッシュボードの「データに聞く」オブジェクト: 埋め込みダッシュボードの「データに
聞く」オブジェクトは読み込まれません。

l

メトリクスとドメイン許可リスト: 接続済みアプリのドメイン許可リストでアクセス制限が指
定されているかどうかにかかわらず、埋め込みメトリクスのビューが表示されます。注: 埋
め込みビューのツールバーからアクセスされるメトリクスデータは、期待どおりに機能しま
す。

OAuth 2.0 信 頼 を使 用 して接 続 済 みアプリを構 成 する
(近日公開) Tableau Cloud 管理者は、外部認証サーバー(EAS) を登録し、OAuth 2.0 標準
プロトコルを使用してTableau Cloud サイトとEAS の間に信頼関係を確立できます。信頼関
係を確立することにより、次のことができるようになります。
l

Tableau Cloud サイト用に構成されているID プロバイダー (IdP) を介して、外部アプリケー
ションに埋め込まれたTableau コンテンツへのシングル サインオン(SSO) エクスペリエンスを
ユーザーに提供する
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l

JSON Web Token (JWT) を使用して、ユーザーに代わってTableau REST API へのアク
セスをプログラムで承認する

埋め込まれたTableau コンテンツが外部アプリケーションに読み込まれるときは、標準の
OAuth フローが使用されます。ユーザーは IdP に正常にサインインした後、Tableau Cloud に
自動的にサインインします。以下に説明する手順に従って、EAS をTableau Cloud サイトに
登録します。
重要:
l

このトピックの一部の手順では、サードパーティーのソフトウェアとサービスを使用して構成
する必要があります。Tableau Server で EAS 機能を有効にする手順については最善を尽
くして検証していますが、サードパーティのソフトウェアとサービスが変更されたり、ユーザー
の組織の方針が異なる場合があります。問題が発生した場合、信頼性の高い構成の詳

l

細情報とサポートについては、サードパーティーのドキュメントを参照してください。
EC2 インスタンスなどのコンテナで接続済みアプリを実行している場合、セッショントークン
を有効にするには、コンテナとホストの両方の時計が UTC に設定されている必要がありま
す。いずれかの時計が異なる規格を使用している場合、接続済みアプリは信頼されませ
ん。

ステップ1: 始める前に

EAS を自分のTableau Cloud サイトに登録するには、EAS がすでに構成されている必要が
あります。さらに、EAS は、以下の表にリストされている登録済みのクレームとヘッダーを含む
有効な JSON Web Token (JWT) を送信する必要があります。
クレーム

説明または必要な値

"kid"

必須 (ヘッダー内)アイデンティティプロバイダーからの一意のキー識別子

(キー ID)
"iss"

必須 (ヘッダー内またはクレームとして)信頼できる接続済みアプリとその

(発行元)

署名キーを識別する一意の発行者 URI (https)

"alg"

必須 (ヘッダー内)JWT 署名アルゴリズム。サポートしているアルゴリズム

(アルゴリ 名の一覧は、javadoc.io ドキュメントの「Class JWSAlgorithm」 ページに
ズム)

あります。

"sub"

認証されたTableau Cloud ユーザーのユーザー名 (メール アドレス)
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(サブジェ
クト)
"aud"

値は "tableau:<site_luid>" である必要があります。

(オーディ
エンス)

サイトLUID を取得するには、Tableau REST API のサインインメソッド
を使用するか、以下の手順に従ってサイトLUID をコピーします。注:
サイトLUID をコピーする前に、ここで説明する手順を使用してEAS
を登録する必要があります。
1. [設定 ] > [接続済みアプリ] を選択し、[外部認証サーバー] 接続
済みアプリを選択します。
2. [サイトLUID をコピー] ボタンをクリックします。

"exp"

有効な JWT の有効期限が切れてはなりません。JWT の有効期限

(有効期

(UTC) は、最大有効期間 (10分) 内である必要があります。

限)
"jti"

JWT ID クレームは、JWT に一意の識別子を提供し、大文字と小文字を

(JWT ID) 区別します。
"scp"

埋め込みのワークフローの場合、サポートされる値は次のとおりです。

(範囲)

"tableau:views:embed"
"tableau:views:embed_authoring "
"tableau:metrics:embed"
注:
l

値はリスト型として渡す必要があります。

l

tableau:views:embed の場合、この範囲は、Tableau
Cloud で既に構成されているユーザーのパーミッションを考慮し、
元のビューで使用可能な場合は、ユーザーが埋め込みビューの
ツールを操作できるようにします。
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l

埋め込みコードではツールバー パラメーターを除外することをお勧
めします。詳細については、以下の既知の問題 (埋め込みのワー

クフローのみ)を参照してください。
REST API 承認ワークフローの場合は、「JWT 認可をサポートする
REST API メソッド」を参照してください。
注: 上記のJWT クレームは、インターネット技術標準化委員会 (IETF) によって配布されたド
キュメントの「Registered Claim Names」セクションに文書化されています。
ステップ2: EAS をTableau Cloud に登録する

EAS をTableau Cloud に登録することにより、EAS と自分のTableau Cloud サイトの間に信
頼関係を確立します。これは、ユーザーが外部アプリケーションに埋め込まれたTableau コンテ
ンツにアクセスすると、IdP で認証するようにリダイレクトされることを意味します。EAS は認証
トークンを生成して、検証のためにTableau Server に渡します。信頼関係が検証されると、
埋め込まれたコンテンツへのアクセスがユーザーに許可されます。
注: 一部のEAS では、アプリケーションがTableau コンテンツにアクセスするためにユーザーの
承認を求める同意ダイアログを表示するオプションがサポートされています。ユーザーに最高の
エクスペリエンスを提供するには、ユーザーに代わって外部アプリケーションの要求に自動的に
同意するようにEAS を構成することをお勧めします。
1. サイト管理者として、Tableau Cloud にサインインします。
2. 左側のペインから、[設定] > [接続済みアプリ] の順に選択します。
3. [New Connected App (新しい接続済みアプリ)] ボタンのドロップダウン矢印をクリックし
て、[OAuth 2.0 Trust (OAuth 2.0 信頼)] を選択します。
4. [Create Connected App (接続済みアプリの作成)] ダイアログボックスで、次いずれかの手
順を実行します。
a. [Issuer URL (発行元 URL)] テキストボックスに、EAS の発行元 URL を貼り
付けます。
b. [接続済みアプリを有効にする] を選択します。セキュリティ上の理由から、接続
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済みアプリは作成時に既定で無効に設定されています。
c. 完了したら、[作成] ボタンをクリックします。

5. 接続済みアプリID (クライアントID とも呼ばれます) をメモして、以下のステップ3 で使用
します。

ステップ3: 次のステップ

埋 め込 みのワークフローの場 合
EAS を使用するように自分のTableau Cloud サイトを構成した後、外部アプリケーションに埋
め込みコードを追加する必要があります。手順 1 で説明したように、EAS によって生成された
有効な JWT が、外部アプリケーションが呼び出す Web コンポーネントに含まれていることを確
認してください。
Tableau コンテンツの埋め込みの詳細については、次のいずれかまたは両方を参照してくださ
い。
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l

メトリクスの埋め込みについては、Tableau ヘルプの「 Web ページへのメトリクスの埋め込

l

み」 トピックを参照してください。
Tableau API v3 の埋め込み を使用して、Tableau のビューとメトリクスを埋め込みます。

注: 埋め込みコンテンツにアクセスするユーザーを正常に認証するには、ブラウザーがサード
パーティーのCookie を許可するように設定されている必要があります。

REST API 認 証 ワークフローの場 合
JWT を構成したら、認証アクセスのために、有効な JWT をREST API サインイン要求に追
加する必要があります。詳細については、「連携アプリのアクセススコープ」を参照してくださ
い。
既知の問題 (埋め込みのワークフローのみ)

接続済みアプリの使用にはいくつかの既知の問題がありますが、これらは今後のリリースで対
処される予定です。
l

ツールバー機能: 埋め込みコンテンツにツールバーのパラメーターが定義されている場
合、すべてのツールバー機能が動作するとは限りません。この問題を回避するには、次
の例のようにツールバーのパラメーターを非表示にすることをお勧めします。
<tableau-viz id='tab-viz'
src='https://online.tableau.com/t/<your_site>/...'
toolbar='hidden'>
</tableau-viz>

l

パブリッシュされたデータソース: データベースの認証資格情報の入力を求める [ユーザー
にメッセージを表示] が設定されているパブリッシュされたデータソースは表示されません。
この問題を回避するには、可能であれば、データソースの所有者がデータベースの認証資
格情報を埋め込むことをお勧めします。

トラブルシューティング

埋め込まれたコンテンツが外部アプリケーションに表示されない場合、または Tableau
REST API 認証に失敗する場合は、ブラウザのデベロッパーツールを使用して、自分の
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Tableau Cloud サイトで有効になっているEAS 機能に関連する可能性のあるエラーコードを
検査および特定できます。
次の表を参照して、エラーコードの説明と可能な解決策を確認してください。
エラー

概要

説明

可能な解決策または説明

SYSTEM_USER_

Tableau この問題を解決するには、JWT の 'sub'

NOT_FOUND

ユーザー (サブジェクト) クレーム値が、認証された

コード
5

が見つ

Tableau Cloud ユーザーのユーザー名

かりませ

(メール アドレス) であることを確認します。

んでした

この値では大文字と小文字を区別しま
す。

16

LOGIN_FAILED

ログイン

このエラーは通常、JWT の次のクレームの

できませ

問題のいずれかが原因で発生します。

んでした
l

'exp' (有効期限) が既定の最大有
効期間を超えています。この問題を
解決するには、有効な JWT に必要
な登録済みのクレームを確認し、
正しい値が 10 分を超えないように

l

します。
'sub' (サブジェクト) が、不明なユー
ザーを呼び出しています。この問題
を解決するには、'sub' (サブジェク
ト) 値が、認証されたTableau
Cloud ユーザーのユーザー名 (メー
ル アドレス) であることを確認しま
す。

142

EXTERNAL_

EAS が

この問題を解決するには、正しい発行元

AUTHORIZATION_ 見つかり が呼び出されていることを確認します。
SERVER_NOT_

ません

FOUND
143

EAS 制

サイトは、登録済みの外部認証サーバー

AUTHORIZATION_ 限を超

(EAS) の最大許容数 (1) に達しました。

EXTERNAL_
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SERVER_LIMIT_

えました

EXCEEDED
144

INVALID_ISSUER_

発行元

発行元の URL が無効であるか、"iss" (発

URL

の URL

行元) 属性が JWT にありません。

が無効
です
10081 COULD_NOT_

EAS メタ この問題を解決するには、EAS が正しく構

RETRIEVE_IDP_

データエ 成されており、正しい発行元が呼び出され

METADATA

ンドポイ

ていることを確認します。

ントがあ
りません
10082 AUTHORIZATION_ 発行元
SERVER_ISSUER_ がありま
NOT_SPECIFIED
10083 BAD_JWT

この問題を解決するには、正しい発行元
が呼び出されていることを確認します。

せん
JWT

このエラーは通常、JWT ヘッダーに関する

ヘッダー

次の問題のいずれかが原因で発生しま

に問題

す。

が含ま
れていま

l

'secret key' (Kid) または 'clientId'
(発行元) のクレームが JWT ヘッ

す

ダーにありません。この問題を解決
するには、この情報が含まれている

l

ことを確認します。
JWT が署名されていないか、暗号
化されています。Tableau は、署名
されていない JWT または暗号化さ
れたJWT をサポートしていません。

10084 JWT_PARSE_
ERROR

JWT に

この問題を解決するには、次を確認しま

問題が

す。

含まれ
ています

l

この JWT で参照される'aud' (オー
ディエンス) 値が "tableau" 値を使
用していることを確認します。この
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値は大文字と小文字が区別されま

l

す。
'aud' (オーディエンス) と'sub' (サブ
ジェクト) は JWT に含まれていま
す。

JWT が

シークレットを見つけることができませんで

FETCH_JWT_

キーを

した。

KEYS

見つける

10085 COULD_NOT_

10087 BLOCKLISTED_

ことがで

この問題を解決するには、正しい発行

きません

元が呼び出されていることを確認しま

でした

す。

JWT 署

この問題を解決するには、署名アルゴリ

ALGORITHM_

名アルゴ ズムを削除します。
リズムの

USED_TO_SIGN

問題

JWS_

10088 RSA_KEY_SIZE_

JWT 署

この問題を解決するには、EAS または IdP

INVALID

名要件

を使用して、JWT が 2048 ビットの RSA

の問題

キー サイズで署名されていることを確認し
ます。

10091 JTI_ALREADY_
USED

一意の

JWT はすでに認証プロセスで使用され

JWT が

ています。この問題を解決するには、

必要で
す
10094 MISSING_
REQUIRED_JTI

EAS または IdP が新しいJWT を生成す
る必要があります。

JWT ID

この問題を解決するには、'jti' (JWT ID) が

がありま

JWT に含まれていることを確認します。

せん
EAS が

サイトに登録されているEAS の接続済み

AUTHZ_SERVER_

無効で

アプリが無効になっています。

DISABLED

す

10095 EXTERNAL_
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連 携 アプリのアクセススコープ
2022 年 6 月移以降 、Tableau 接続済みアプリを使用すると、Tableau Cloud ユーザーに代
わって実行するカスタムアプリケーションを通じて、Tableau REST API をプログラムで呼び出
し、アクセスできるようになりました。最初にサインインを要求するときに定義されるJSON Web
トークン(JWT) を使用することにより、REST API へのアクセスが可能になります。JWT 内のス
コープには、カスタムアプリケーションとそのユーザーが連携アプリを通じて利用できるREST
API メソッドが定義されている必要があります。
REST API へのアクセスを連携アプリを使用して承認することにより、次を実現します。
l

効率の向上 — JWT をベアラー トークンとして使用すると、2 つのリクエストではなく、サイン

l

インエンドポイントへの 1 つのリクエストで偽装を簡単化することができます
動的なコンテンツ検索や高度なフィルタリングなど、複雑な Tableau 統合とバックエンドクエ
リを拡張および自動化します

スコープの種類
連携アプリは、コンテンツや管理タスクに対するアクション権限をスコープを使用して付与しま
す。スコープによる権限付与は、JWT 認可をサポートするREST API メソッド(下記) を通じて
行われます。スコープはコロンで区切られた文字列であり、名前空間 tableau で始まり、ア
クセスが許可されているTableau リソース(datasources など) が続き、そのリソースに対して
許可されているアクション(update など) で終わります。
スコープが実行できるアクションは次のとおりです。
l
l
l
l
l
l

create
read
run
update
download
delete

たとえば、カスタムアプリケーションがUpdateDataSource メソッドを呼び出せるようにするス
コープは次のようになります。
tableau:datasources:update
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REST API アクセスを認可する方法の概要

次のリストは、JWT を介してREST API へのアクセスをリクエストする手順をまとめたものです。
1. 次のいずれかの方法を使用して、連携アプリを作成 します。
l 直接信頼を使用して接続済みアプリ
を構成する
l
OAuth 2.0 信頼を使用して接続済みアプリを構成する
2. 有効な JWT を生成します。カスタム アプリケーションは、指定したスコープで設定された
有効な JWT を実行時に生成します
3. サインインリクエストを行います。カスタム アプリケーションは、JWT を使用してサインインをリ
クエストし、Tableau アクセストークンとサイトID (LUID) を返します。
4. 後続のリクエストで Tableau アクセストークンを使用します。後続の REST API 呼び出し
では、1) Tableau アクセストークンを X-Tableau-Auth ヘッダー値として使用し、2) サイ
トID (LUID) をリクエストURI で使用します。
例

直接信頼を使用して連携アプリを作成する場合の例です。直接信頼を使用してREST API
を呼び出すカスタムアプリケーションは、連携アプリが生成したクライアントID とクライアントシー
クレットを使用して有効な JWT を生成します。
JWT のスコープ
REST API へのアクセスを正常に認可するには、JWT にREST API 機能を定義するスコープ
が含まれている必要もあります。たとえば、データソース関連のさまざまなメソッドを有効にする
には、JWT に次のようなスコープを含めることができます。
"tableau:content:read","tableau:datasources:create","tableau:datasources:update","tableau:datasources:download","tableau:tasks:run"
注: スコープの値はリスト型として渡す必要があります。
サインインリクエストの URI
REST API を呼び出すには、カスタムアプリケーションはまずサインインをリクエストし、Tableau
アクセストークンを生成する必要があります。
POST https://us-west-2b.online.tableau.com/api/3.16/auth/signin
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リクエスト本文
JWT を使用してREST API へのアクセスを認可するには、サインインリクエストの本文に次の
例のような有効な JWT が含まれている必要があります。
<tsRequest>
<credentials
jwt="eyJpc3MiOiI4ZTFiNzE3Mi0zOWMzLTRhMzItODg3ZS1mYzJiNDExOWY1NmQiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImIwMTE1YmY5LTNhNGItNGM5MS1iMDA5LWNmMGMxNzBiMWE1NiJ9.eyJhdWQiOiJ0YWJsZWF1Iiwic3ViIjoicm1vaGFuQHRhYmxlYXUuY29tIiwic2NwIjpbInRhYmxlYXU6c2l0ZXM6cmVhZCJdLCJpc3MiOiI4ZTFiNzE3Mi0zOWMzLTRhMzItODg3ZS1mYzJiNDExOWY1NmQiLCJleHAiOjE2NDg2Njg0MzksImp0aSI6IjY1ZWFmMmYxLTNmZTgtNDc5Ny1hZmRiLTMyODMzZDVmZGJkYSJ9.mUv2o4gtBTrMVLEXY5XTpzDQTGvfE2LGi-3O2vdGfT8">
<site contentUrl="mycodotcom"/>
</credentials>
</tsRequest>
レスポンス本文
サインインリクエストに対して、Tableau アクセストークンを含む、次のようなレスポンス本文が
生成されます。
<tsResponse>
<credentials token="12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd">
<site id="9a8b7c6d5-e4f3-a2b1-c0d9-e8f7a6b5c4d"
contentUrl=""/>
<user id="9f9e9d9c-8b8a-8f8e-7d7c-7b7a6f6d6e6d" />
</credentials>
</tsResponse>
生成されたTableau アクセストークンは、後続のすべてのREST API リクエストのヘッダーに追
加されます。
ヘッダー
X-Tableau-Auth:12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd
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Tableau アクセストークンを使用する後続のすべてのREST API リクエストは、JWT のスコープ
によって制限されます。
JWT 認可をサポートするREST API メソッド

次のスコープを連携アプリに関連付けて、カスタムアプリケーションがユーザーに代わってREST
API に対して持つことができるアクセス権とメソッドを定義できます。
注:
l

以下の表にリストアップされていない REST API 機能については、他の認可メカニズムを使
用してメソッドにアクセスできます。詳細については、Tableau REST API ヘルプの「 認証メ

l

ソッド」を参照してください。
埋め込み API v3 でサポートされているスコープについては、次のいずれかを参照してくださ
い。
l
l

直接信頼を使用して接続済みアプリを構成する
OAuth 2.0 信頼を使用して接続済みアプリを構成する

メソッド
スコープな

スコープ
(スコープなし)

し

説明
JWT でスコープが定義され
ていない場合、REST API
へのアクセスは拒否されま
す

データ
ソース
データ

tableau:datasources:create

データソースをサイトに公

ソースのパ

開するか、既存のパブリッ

ブリッシュ

シュ済みデータソースに
データを追加する

データ

tableau:content:read

ソースの

パブリッシュ済みデータソー
スに関する情報を取得する

照会

データ

tableau:content:read

ソースの

サイトでパブリッシュされて
いるすべてのデータソース
に関する情報を取得する
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メソッド

スコープ

説明

照会
データ

tableau:content:read

パブリッシュ済みデータソー

ソース接

スに関するサーバー アドレ

続の照会

ス、ポート、ユーザー名、ま
たはパスワード情報を取得
する

データ

tableau:datasources:update

データソースの所有者、プ

ソースの

ロジェクト、証明書ステータ

更新

スを更新する

データ

tableau:datasources:update

データソース接続のサー

ソース接

バー アドレス、ポート、ユー

続の更新

ザー名、またはパスワードを
更新する

データ

tableau:tasks:run

抽出更新を実行する

tableau:flows:create

フローのパブリッシュ

tableau:content:read

メトリクスを取得する

tableau:metrics:delete

メトリクスを削除する

tableau:content:read

サイトのメトリクスの一覧を

ソースを
今すぐ更
新
フロー
フローのパ
ブリッシュ
メトリクス
メトリクス
の取得
メトリクス
の削除
メトリクス
を一覧表

取得する

示
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メソッド
メトリクス

スコープ
tableau:metrics:download

説明
メトリクスの参照元データを

データの

カンマ区切り値 (.csv) 形式

照会

で取得する

メトリクス

tableau:metrics:update

の更新

所有者、プロジェクト、一時
停止ステータス、メトリクス
名を更新する

ビュー
ビューの取

tableau:content:read

得
パスで

ビューに関する詳細を取得
する

tableau:content:read

指定された名前を使用し

ビューを取

て、サイトのすべてのビュー

得

の詳細を取得する

ビュー デー tableau:views:download

レンダリングされたビューをカ

タの照会

ンマ区切り値 (.csv) 形式で
取得する

ビュー

tableau:views:download

PDF の照

ビューをPDF ファイル (.pdf)
で取得する

会
ビュー画

tableau:views:download

像の照会
サイトの

ビューを画像ファイル (.png)
で取得する

tableau:content:read

ビューの照

サイトのすべてのビューを取
得する

会
ビューのプ

tableau:views:download

レビュー画

ビューのサムネイル画像
(.png) を取得する

像の照会
ワークブッ
ク
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メソッド
ワークブッ

スコープ
tableau:workbooks:create

クのパブ

説明
ワークブック(.twb または
.twbx) をパブリッシュする

リッシュ
ワークブッ

tableau:content:read

クの照会
サイトの

指定されたワークブックとそ
の詳細を取得する

tableau:content:read

サイトにパブリッシュされてい

ワークブッ

るワークブックのリストを取

クの照会

得する

ワークブッ

tableau:workbooks:download

クのプレ

ワークブックのサムネイル画
像 (.png) を取得する

ビュー画
像の照会
ワークブッ

tableau:workbooks:update

クの更新
ワークブッ

既存のワークブックを変更
する

tableau:workbooks:update

接続情報を更新する

ク接続の
更新
今すぐワー tableau:tasks:run

スケジュールされたタスクの

クブックを

外でワークブックの更新を

更新

開始する

パブリッ
シュ
ファイル

tableau:file_uploads:create

データのブロックをアップロー

アップロー

ドし、すでにアップロードされ

ドへの追

ているデータに追加する

加

(「ファイル アップロードの開
始」メソッドでアップロードが
開始された後に使用)

ファイル
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メソッド

スコープ

アップロー

説明
スを開始します

ドの開始
ダウンロー
ド
データ

tableau:datasources:download データソース(.tdsx) をダウ
ソースのダ
ンロードする
ウンロード
ビューのク

tableau:views:download

ビューからクロス集計データ

ロス集計

を含む Excel ファイル

Excel のダ

(.xlsx) をダウンロードする

ウンロード
ワークブッ

tableau:workbooks:download

クのダウン

ワークブック(.twb または
.twbx) をダウンロードする

ロード
ワークブッ

tableau:workbooks:download

ワークブック(.twb または

ク改訂版

.twbx) の特定のバージョン

のダウン

をダウンロードする

ロード
ワークブッ

tableau:views:download

ワークブックのシートの画像

クPDF の

を含む PDF ファイル (.pdf)

ダウンロー

をダウンロードする

ド
ワークブッ

tableau:views:download

ワークブックのシートのスラ

クの

イドを含む Power Point ファ

Power

イル (.pptx) をダウンロード

Point のダ

する

ウンロード
ユーザー
グループへ tableau:groups:update
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メソッド

スコープ

のユー

説明
する

ザー追加
サイトへの

tableau:users:create

ユーザーを追加し、その

ユーザー

ユーザーをサイトに割り当て

追加

る

グループ

tableau:groups:read

内ユー

グループ内のユーザーの一
覧を取得する

ザーの取
得
サイト上

tableau:users:read

ユーザー

サイト上のすべてのユー
ザーを取得する

の取得
サイト上

tableau:users:read

ユーザー

サイト上のユーザーを取得
する

の照会
グループか tableau:groups:update

ユーザーをグループから削

らのユー

除する

ザー削除
サイトから

tableau:users:delete

のユー

サイトからユーザーを削除
する

ザー削除
ユーザー

tableau:users:update

の更新

ユーザーに関する情報を更
新する

グループ
グループの tableau:groups:create

グループを作成する

作成
グループの tableau:groups:delete

グループを削除する

削除
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メソッド
ユーザー

スコープ
tableau:users:read

のグループ

説明
ユーザーが属するグループ
のリストを取得する

の取得
グループの tableau:groups:read

サイト上のグループのリスト

照会

を取得する

グループの tableau:groups:update

グループを更新する

更新
プロジェク
ト
プロジェク

tableau:projects:create

プロジェクトを作成する

tableau:projects:delete

プロジェクトを削除する

tableau:content:read

プロジェクトのリストを取得

トの作成
プロジェク
トの削除
プロジェク
トの照会
プロジェク

する

tableau:projects:update

トの更新

プロジェクトの名前、説明、
プロジェクト階層を更新す
る

パーミッ
ション
データ

tableau:permissions:update

Tableau Server のユー

ソース権

ザーまたはグループにデータ

限の追加

ソースへのアクセス権限を
追加する

デフォルト

tableau:permissions:update

プロジェクト内のメトリクス、

権限の追

フロー、ワークブック、データ

加

ソース、データロール、レン
ズなどのリソースに対するデ
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メソッド

スコープ

説明
フォルト権限機能をユー
ザーまたはグループに追加
する

プロジェク

tableau:permissions:update

ユーザーまたはグループにプ

ト権限の

ロジェクトへの権限を追加

追加

する

表示権限

tableau:permissions:update

の追加
ワークブッ

ユーザーまたはグループに
ビューへの権限を追加する

tableau:permissions:update

ユーザーまたはグループに

ク権限の

指定されたブックワークへの

追加

権限を追加する

データ

tableau:permissions:delete

プロジェクト内のメトリクス、

ソース権

フロー、ワークブック、データ

限の削除

ソース、データロール、レン
ズなどのリソースに対するデ
フォルト権限機能をユー
ザーまたはグループから削
除する

デフォルト

tableau:permissions:delete

プロジェクト内のメトリクス、

権限の削

フロー、ワークブック、データ

除

ソース、データロール、レン
ズなどのリソースに対するデ
フォルト権限機能をユー
ザーまたはグループから削
除する

プロジェク

tableau:permissions:delete

ユーザーまたはグループの

ト権限の

プロジェクト権限を削除す

削除

る

表示権限
の削除
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メソッド
ワークブッ

スコープ
tableau:permissions:delete

説明
ユーザーまたはグループの

ク権限の

ワークブック権限を削除す

削除

る

データ

tableau:permissions:read

ソース権

データソースの権限のリス
トを取得する

限の照会
デフォルト

tableau:permissions:read

プロジェクト内のメトリクス、

権限の照

フロー、ワークブック、データ

会

ソース、データロール、レン
ズなどのリソースに対する、
ユーザーとグループのデフォ
ルト権限機能を取得する

プロジェク

tableau:permissions:read

ト権限の

プロジェクトの権限のリスト
を取得する

照会
表示権限

tableau:permissions:read

の照会
ワークブッ

ビューに対する権限のリスト
を取得する

tableau:permissions:read

ク権限の

ワークブックに対する権限の
リストを取得する

照会
サイト
最近閲覧

tableau:content:read

サインインユーザーが最近

したサイト

作成、更新、アクセスした

の取得

ビューとワークブックの詳細
を取得する

サイトの照

tableau:content:read

会
サイトの

サイトに関する情報を取得
する

tableau:content:read

ビューの照

Tableau Software

サイト上のすべてのビューを
一覧表示する
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メソッド

スコープ

説明

会
サイトの更

サイトを更新する

tableau:sites:update

新

接 続 済 みアプリのトラブルシューティング
埋め込みコンテンツがカスタムアプリケーションに表示されない場合、または Tableau REST
API 認証が失敗した場合は、ブラウザーの開発者ツールを使用して、埋め込みコンテンツの
表示に使用されるTableau 接続済みアプリと関連している可能性のあるエラーコードを調
べ、特定することができます。
以下の表を参照して、エラーコードの説明と解決方法を確認してください。
エラー

概要

説明

可能な解決策または説明

SYSTEM_

Tableau

この問題を解決するには、JWT の 'sub'

USER_NOT_

ユーザーが

(サブジェクト) クレーム値が、認証された

FOUND

見つかりませ Tableau Cloud ユーザーのユーザー名

コード
5

んでした

(メール アドレス) であることを確認します。
この値は大文字と小文字が区別されま
す。

16

LOGIN_

ログインでき

このエラーは通常、JWT の次のクレームの

FAILED

ませんでした 問題のいずれかが原因で発生します。
l

'exp' (有効期限) が既定の最大有
効期間を超えています。この問題
を解決するには、有効な JWT に必
要な登録済みのクレームを確認
し、正しい値が 10 分を超えないよ

l

うにします。
'sub' (サブジェクト) が、不明なユー
ザーを呼び出しています。この問題
を解決するには、'sub' (サブジェク
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ト) 値が、認証されたTableau
Cloud ユーザーのユーザー名 (メー
ル アドレス) であることを確認しま
す。
126

CONNECTED_ 接続された
APP_NOT_

アプリが見つ リが有効になっていて、正しいクライアント

FOUND

かりませんで ID (接続アプリID とも呼ばれます) が JWT
した

127

この問題を解決するには、接続されたアプ

CONNECTED_ 接続された

で参照されていることを確認します。
この問題を解決するには、接続されたアプ

APP_

アプリのシー

リの正しいシークレットID とシークレット値

SECRET_

クレットが見

が JWT で参照されていることを確認しま

NOT_FOUND

つかりません す。
でした

128

CONNECTED_ シークレット

接続されたアプリには、最大 2 つのシーク

APP_

の上限に達

レットが許可されます。このエラーは、3 番

SECRET_

しました

目のシークレットを作成しようとしたときに
発生する可能性があります。

LIMIT_
EXCEEDED

この問題を解決するには、新しいシーク
レットを作成する前に、接続されたアプリ
からシークレットを削除します。
133

INVALID_

ドメイン許可

CONNECTED_ リストに1 つ
APP_

または複数

DOMAIN_

の無効な文

SAFELIST

字が含まれ

このエラーは、ドメイン許可リストに1 つま
たは複数の無効な文字が含まれている場
合に発生する可能性があります。

ています
10083 BAD_JWT

JWT ヘッ

このエラーは通常、JWT ヘッダーに関する

ダーに問題

次の問題のいずれかが原因で発生しま

が含まれて

す。

います
l

'secret key' (Kid) または 'clientId'
(発行元) のクレームが JWT ヘッ
ダーにありません。この問題を解決

Tableau Software
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するには、この情報が含まれている

l

ことを確認します。
JWT が署名されていないか、暗号
化されています。Tableau は、署名
されていない JWT または暗号化さ
れたJWT をサポートしていません。

10084 JWT_PARSE_
ERROR

JWT に問題

この問題を解決するには、次を確認しま

が含まれて

す。

います
l

この JWT で参照される'aud' (オー
ディエンス) 値が "tableau" 値を使
用していることを確認します。この
値は大文字と小文字が区別されま

l

す。
'aud’ (オーディエンス) と'sub’ (サブ
ジェクト) は JWT に含まれていま
す。

10085 COULD_NOT_

JWT がキー

シークレットを見つけることができませんで

FETCH_JWT_

を見つけるこ した。

KEYS

とができませ
んでした

この問題を解決するには、JWT ヘッダー
で正しいkeyId (Kid) が使用されているこ
とを確認します。

10089 CONNECTED_ 接続された

この問題を解決するには、発行元が、正

APP_NOT_

アプリが見つ しい接続済みアプリID (クライアントID と

FOUND

かりませんで も呼ばれます) を呼び出していることを確
した

10090 CONNECTED_ 接続された

認します。
信頼の確認に使用する接続されたアプリ

APP_

アプリが無

が無効になっています。この問題を解決す

DISABLED

効になってい るには、接続されたアプリを有効にします。
ます

10091 JTI_
ALREADY_
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一意の JWT JWT はすでに認証プロセスで使用されて
が必要です

います。この問題を解決するには、新しい
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JWT を生成する必要があります。

USED
10094 MISSING_
REQUIRED_

JWT ID があ この問題を解決するには、'jti' (JWT ID) が
りません

JWT に含まれていることを確認します。

JTI

サイトアクティビティの監 視
管理ビューの検索
[サイトステータス] ページには、さまざまな管理ビューを備えた組み込みのTableau ワークブック
があります。これらのビューは、サイトのさまざまな種類のアクティビティを監視するのに役立ちま
す。
l

管理者インサイトプロジェクトへのアクセスを許可して、サイトのカスタム管理ビューの構
築に利用する。

l

Tableau Cloud の全般的なサイトアクティビティを表示する。

l

Tableau Bridge の全般的なアクティビティを表示する。

管 理 ビューへの移 動
管理者インサイトプロジェクトまたは管理ビューを表示するには、[サイトステータス] をクリックし
ます。サイト管理者はサイトの管理ビューを表示できます。

管理者インサイトを使用したカスタム ビューの作成
管理者インサイトを使用して、Tableau Cloud 展開で可視性を高めることができます。
管理者インサイトとは、サイトのデータに関する慎重にキュレーションされたデータソースと事前
作成されたワークブックが事前に設定されているTableau Cloud のみのプロジェクトです。管理
者インサイトのプロジェクトで入手可能なリソースを使用して、サイトに関するさまざまなよくある
質問に回答する際に役立つカスタムビューを作成できます。
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例:
l

組織でのTableau Cloud の普及率はどの程度か?

l

サイトの展開にどのような一般的な傾向があるか?

l

どのコンテンツが人気か?

l

ユーザーは何をしているか?

l

ライセンスをどのように割り当てるべきか?

管 理 者 インサイトデータソースへの接 続
サイト管理者または管理者インサイトプロジェクトへのアクセス権を付与されているユーザー
は、Web 作成を使用して、または Tableau Desktop 経由でTableau Cloud から直接、管理
者インサイトデータソースにアクセスできます。
Tableau Cloud より
1. Tableau Cloud にサインインし、[管理者インサイト] プロジェクトに移動します。
2. [作成] > [ワークブック] を選択し、開始するデータソースを1 つ選択します。
Tableau Desktop から
1. Tableau Desktop を開き、[接続] の下で[Tableau Server] を選択します。

注: Tableau Cloud にまだサインインしていない場合、[Tableau Server サインイン]
ダイアログボックスで[Tableau Cloud] ハイパーリンクをクリックします。Tableau
Cloud の認証資格情報を入力し、[サインイン] をクリックします。

2. 検索ボックスに、目的のデータソースの名前を入力します。
3. データソースを選択し、[接続] をクリックして分析を開始します。
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カスタム ビューの作 成 開 始
サイトとユーザーメトリクスの分析方法を考える際は、組織がよく尋ねる次の質問のいくつかに
ついて検討してください。
l

最も一般的なビューやデータソースは何か?

l

最もアクティブなユーザーは誰か(つまり、誰がパワーユーザーか)?

l

サイト上で最も実行されることが多いタスクは何か?

l

使用されているライセンスはいくつか?

l

サイトに90 日以上サインインしていないのは誰か?

事前作成されたワークブックを確認する

上記の質問などに回答するには、事前作成されたワークブック(管理者インサイトスターター)
に移動し、どの種類のインサイトが提供可能であるかを確認します。事前作成されたワーク
ブックは、より詳細なダッシュボードとワークブックを構築するためのテンプレートとして機能し、サ
イトの展開や組織に固有の質問に対処することを目的としています。

ユーザー ロールの詳 細
フォーカス: サイトアクティビティ
データソース: TS Users
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このダッシュボードを使用して、ユーザーロール別の高度なサイトアクティビティを探索します。
このダッシュボードには、サイトのログとアクティビティメトリクスを分析できる方法の一部が表示
されます。管理者インサイトは、最大 90 日相当のデータ(Advanced Management ライセンス
では 365 日相当) を取得しますが、[Last Publish (最終パブリッシュ日)] と[Last Access (最終
アクセス日)] の日付はサイトが作成された日付まで戻ることができます。
このダッシュボードで実行可能な内容:
l

右上隅のパラメーターコントロールを使用して、[Inactivity threshold (非アクティブなしき
い値)] (既定では黄色) を変更する。

l

アクティビティの種類に基づいて、ユーザーにメールを送信できるURL アクションを作成
する。たとえば、過去 90 日間でサイトにサインインしていない場合、コンテンツにアクセ
スしていない場合、またはコンテンツをパブリッシュしていない場合に、ユーザーへメール
を送信します。

l

このダッシュボードに追加のビューを作成して、過去 90 日間 (既定) のアクティビティ(サ
インイン、アクセス、またはパブリッシュ) と過去 30 日間、60 日間、およびすべての日の
アクティビティとを比較する。

ログインアクティビティの詳 細
フォーカス: サインインアクティビティ
接続先: TS Events (プライマリ)、TS Users (セカンダリ)
このダッシュボードを使用して、サインインアクティビティの傾向を探索します。
左側の[Select Events or Distinct Actors (イベントまたは個別のアクターを選択)] セレクターを
使用すると、サイトのサインイン関連のアクティビティを週単位、日単位、および時間単位で
確認できます。このダッシュボードの背後には 2 つのデータソースがあるため、サインインアク
ティビティを最近行ったユーザーだけでなく、すべてのユーザーによるサインインアクティビティを確
認できます。
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このダッシュボードで実行可能な内容: ダッシュボードを複製し、[Login user breakdown (ログイ
ンユーザーの詳細)] のみを保持する。次に、[Last Login Date (最終ログイン日)] のフィルターを
null に変更して、サイトにサインインしたことがないユーザーのリストを表示します。また、ユー
ザーが実行するアクションの種類に応じてメールを送信することもできます。

トラフィックと導 入 の詳 細 とイベントのパブリッシュに関 する詳 細
フォーカス: コンテンツへのアクセスと使用状況
接続先: TS Events
ダッシュボードの情報には、次の種類の内容が表示されます。
l

アクセスアクティビティの表示: ビューにアクセスした日付とアクセスしたユーザー。

l

データソースアクセスアクティビティ: 1) パブリッシュされたデータソースがWeb 作成または
Tableau Desktop を介して接続された日付、または 2) ユーザーがパブリッシュされたデー
タソースを使用するワークブックを表示またはパブリッシュした日付。

l

ワークブックパブリッシュアクティビティ: ワークブックがパブリッシュされた日付とパブリッシュし
たユーザー。

l

データソースパブリッシュアクティビティ: パブリッシュされたデータソースがパブリッシュされた
日付とパブリッシュしたユーザー。

このダッシュボードで実行可能な内容: 右上隅にある[プロジェクト名] セレクターを使用して、
フィルター処理するサイト上のプロジェクトを選択する。

注: このフィルターは、管理者インサイトスターターのすべてのシートに影響します。

データソースを確認する

または、管理者インサイトのデータに直接接続することができます。各フィールド(ディメンション
とメジャーの両方) にカーソルを合わせて自分のデータを確認し、キャプチャされているデータの
説明を読みます。
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TS Events
TS イベントは、主要な監査データソースとして機能します。TS イベントには、サインイン、パ
ブリッシュ、アクセスされたビューなど、サイトで発生するさまざまなイベントに関するデータが含
まれます。
例: 一番人気のあるビューはどれか?
1. 管理者インサイトデータソースへの接続 に記載されている手順のいずれかを使用し
て、TS イベントデータソースに接続します。
2. [データ] ペインより、[アイテム名] を[行] シェルフに、[イベント数] を[列] シェルフにドラッグ
します。
3. [データ] ペインで、[アイテムタイプ] を[フィルター] シェルフにドラッグし、[ビュー] チェック
ボックスをオンにします。
このデータソースをさらに活用する: Tableau Prep を使用すると、次のフィールドで管理者イン
サイトのデータソースを結合して、サイトの可視性を高めることができます。複数のTableau
Cloud サイトからデータを分析している場合は、「サイトLUID = サイトLUID」でも結合する必
要があります。
l

「アクターユーザーID = ユーザーID」でTS イベントをTS ユーザーに結合します

l

「アイテムID = アイテムID」および「アイテムタイプ= アイテムタイプ」でTS イベントをサ
イトコンテンツに結合します

詳細については、Tableau Prep ヘルプの「データの集計、結合、ユニオン」を参照してくださ
い。
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TS Users
TS Users には、残っているライセンス、サイトロール、ユーザーが所有しているワークブックや
ビューなど、ユーザーに関するデータが含まれます。
例: 使用中のライセンス数は?
1. 管理者インサイトデータソースへの接続 に記載されている手順のいずれかを使用して、
TS ユーザーデータソースに接続します。
2. [データ] ペインより、[Measure Names (メジャーネーム)] を[行] シェルフに、[Measure
Values (メジャーバリュー)] を[列] シェルフにドラッグします。
3. [行] シェルフの[メジャー名] フィールドを右クリックして、[フィルターの表示] を選択します。
4. [Measure Names (メジャーネーム)] フィルタードロップダウンメニューをクリックし、[カスタ
マイズ] > [適用ボタンを表示] を選択します。
5. フィルターで、[許可されている合計ライセンス数] および[使用中の合計ライセンス数] の
チェックボックスを選択し、[適用] をクリックします。
このデータソースをさらに活用する: Tableau Prep を使用すると、次のフィールドで管理者インサ
イトのデータソースを結合して、サイトの可視性を高めることができます。複数のTableau
Cloud サイトからデータを分析している場合は、「サイトLUID = サイトLUID」でも結合する必
要があります。
l

「ユーザーLUID = ユーザーLUID」でTS ユーザーをグループに結合します

l

「ユーザーID = アクターユーザーID」でTS ユーザーをTS イベントに結合します

l

「ユーザーの電子メール= 所有者の電子メール」または「ユーザーの電子メール= アイテ
ムの親プロジェクトの所有者の電子メール」でTS ユーザーをサイトコンテンツに結合しま
す

詳細については、Tableau Prep ヘルプの「データの集計、結合、ユニオン」を参照してください。
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グループ
グループは、ユーザーがグループのメンバーであることを識別します。グループとユーザーをペアリ
ングする一意の組み合わせごとに1 行のデータがあります。メンバーがいないグループ、および
グループに属していないユーザーを含む行のデータは、空値が「NULL」として表示されます。
例: あるグループに所属するユーザーは誰か?
1. 管理者インサイトデータソースへの接続 に記載されている手順のいずれかを使用し
て、グループデータソースに接続します。
2. [データ] ペインから、「グループ名」 を[行] シェルフにドラッグします。
3. (オプション) ビューで、調べたいグループを選択し、[保持のみ] を選択します。
4. [データ] ペインから、「ユーザー電子メール」を[行] シェルフにドラッグして、[グループ名]
フィールドの右側に配置します。
このデータソースをさらに活用する: Tableau Prep を使用すると、次のフィールドで管理者イン
サイトのデータソースを結合して、サイトの可視性を高めることができます。複数のTableau
Cloud サイトからデータを分析している場合は、「サイトLUID = サイトLUID」でも結合する必
要があります。
l

「ユーザーLUID = ユーザーLUID」でグループをTS ユーザーに結合します

詳細については、Tableau デスクトップヘルプの「データの結合」を参照してください。

サイトコンテンツ
サイトコンテンツは、サイト上のプロジェクト、データソース、フロー、ワークブック、ビューなどに
関する基本的な管理情報を提供します。コンテンツアイテムに関して提供されるデータは、そ
のアイテムタイプに一意である場合があります。一意のフィールドを持つアイテムタイプは、その
アイテムタイプに対応するタイトルのフォルダーにあります。
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注: サイトコンテンツのデータソースに接続するユーザーには、各アイテムに設定されている
権限に関係なく、サイト上のすべてのコンテンツアイテムに関するデータが表示されます。
管理者以外のユーザーに配布する場合は、このことに注意する必要があります。

例: サイトで公開されているデータソースの何パーセントが認定されているか?
1. 管理者インサイトデータソースへの接続 に記載されている手順のいずれかを使用して、
サイトコンテンツデータソースに接続します。
2. [データ] ペインで、「移行済みデータ(カウント)」を[列] シェルフにドラッグします。
3. [データ] ペインで、[データソースのコンテンツタイプ] を[フィルター] シェルフにドラッグし、[す
べて] のチェックボックスの横の選択を解除してから、[パブリッシュ] のチェックボックスを選
択します。
4. [データ] ペインで、「認定済みデータソース」を[マーク] カードの[色] にドラッグします。
5. [列] シェルフの[CNT (移行済みデータ)] フィールドを右クリックし、[クイックテーブル計算]
> [合計のパーセント] を選択します。
このデータソースをさらに活用する: Tableau Prep を使用すると、次のフィールドで管理者インサ
イトのデータソースを結合して、サイトの可視性を高めることができます。複数のTableau
Cloud サイトからデータを分析している場合は、「サイトLUID = サイトLUID」でも結合する必
要があります。
l

「アイテムID = アイテムID」および「アイテムタイプ= アイテムタイプ」でサイトコンテンツを
TS イベントに結合します

l

「所有者の電子メール= ユーザーの電子メール」または「所有者の電子メール= アイテム
の親プロジェクトの所有者の電子メール」でサイトコンテンツをTS イベントに結合します

詳細については、Tableau Prep ヘルプの「データの集計、結合、ユニオン」を参照してください。
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Viz の読 み込 み時 間
Viz の読み込み時間には、コンテンツ作成者がビューを読み込むときにユーザーエクスペリエン
スをより深く理解できるように、サイトでのビューの読み込み時間に関する情報が含まれていま
す。
例: 読み込みに最も時間がかかるビューはどれですか?
1. 「管理者インサイトデータソースへの接続」に記載されている手順のいずれかを使用し
て、サイトコンテンツデータソースに接続します。
2. [データ] ペインで、[アイテム名] を[行] シェルフに、[Duration (所要時間)] を[列] シェルフ
にドラッグします。
3. [データ] ペインで、[ステータスコードのタイプ] を[フィルター] シェルフにドラッグし、[成功]
チェックボックスをオンにします。
4. [列] シェルフで、[ディメンション] を右クリックし、[メジャー (カウント)] > [中央値] を選択し
ます。
このデータソースをさらに活用する: Tableau Prep を使用すると、次のフィールドで管理者イン
サイトのデータソースを結合して、サイトの可視性を高めることができます。複数のTableau
Cloud サイトからデータを分析している場合は、「サイトLUID = サイトLUID」でも結合する必
要があります。
l

“アイテムリポジトリURL = アイテムリポジトリURL” で、TS Events とサイトコンテンツに
Viz の読み込み時間を結合する

l

“アイテムタイプ= アイテムタイプ” で、TS Events とサイトコンテンツにViz の読み込み
時間を結合する

詳細については、Tableau Prep ヘルプの「データの集計、結合、ユニオン」を参照してくださ
い。
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ジョブパフォーマンス
ジョブパフォーマンスには、サイトのバックグラウンドジョブに関するイベントおよびランタイム情報
が含まれます。ジョブには、抽出更新、Bridge 更新、フロー実行が含まれます。
例: サイトで抽出更新とフロー実行がいくつ発生するか?
1. 「管理者インサイトデータソースへの接続」に記載されている手順のいずれかを使用し
て、ジョブパフォーマンスデータソースに接続します。
2. [データ] ペインで、[アイテム名]、[アイテムタイプ]、[Owner Email (所有者のメール)]、[ジョ
ブタイプ] を[行] シェルフにドラッグします。
3. [行] シェルフで、[アイテム名] を右クリックして、[並べ替え] を選択します。
4. [並べ替え] ウィンドウで、[並べ替え] > [フィールド] と[フィールド名] > [ジョブID] を選択
します。ウィンドウを閉じます。
5. [データ] ペインで、[Started At (local) (開始日 (ローカル))] を[列] シェルフにドラッグしま
す。
6. [列] シェルフで、[Started At (local) (開始日 (ローカル))] を右クリックし、[正確な日付] を
選択します。これにより、ディメンションがメジャーに変換されます。
7. [データ] ペインで、[Job Result (ジョブの結果)] と[Execution Duration (Days) (実行期間
(日数))] をそれぞれ [マーク] カードの[色] と[サイズ] にドラッグします。
例: ジョブがキューに入れられる平均期間はどれくらいか?
1. 「管理者インサイトデータソースへの接続」に記載されている手順のいずれかを使用し
て、ジョブパフォーマンスデータソースに接続します。
2. [データ] ペインで、[Started At (開始日)] を[列] シェルフに、[Started At (local) (開始日
(ローカル))] を[行] シェルフにドラッグします。
3. [列] シェルフで、[Started At (開始日)] を右クリックし、2 番目の値セット(つまり、2022 年
5 月 11 日) から[日] を選択します。これにより、フィールドがメジャーに変換されます。
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4. [行] シェルフで、[Started At (local) (開始日 (ローカル))] を右クリックし、最初の値セット
(つまり、9) から[More (その他)] > [Hour (時間)] を選択します。
5. [マーク] カードで、[形状] ドロップダウンメニューから[四角] を選択します。
6. [データ] ペインで、[Job Queued Duration (ジョブがキューに入れられる期間)] を[マーク]
カードの[色] にドラッグします。フィールドを右クリックし、[メジャー] > [平均] を選択しま
す。
7. [データ] ペインで、[ジョブID] を[マーク] カードの[サイズ] にドラッグします。フィールドを右
クリックし、[メジャー] > [カウント(個別)] を選択します。
このデータソースをさらに活用する: Tableau Prep を使用すると、次のフィールドで管理者イン
サイトのデータソースを結合して、サイトの可視性を高めることができます。複数のTableau
Cloud サイトからデータを分析している場合は、「サイトLUID = サイトLUID」でも結合する必
要があります。
l

「アイテムID = アイテムID」でジョブパフォーマンスをサイトコンテンツに結合する

詳細については、Tableau Prep ヘルプの「データの集計、結合、ユニオン」を参照してくださ
い。

管 理 者 インサイトの管 理
管理者インサイトとは、サイトのデータに関する慎重にキュレーションされたデータソースと事前
作成されたワークブックが事前に設定されているTableau Cloud のみのプロジェクトです。管理
者インサイトのプロジェクトで入手可能なリソースを使用して、サイトに関するさまざまなよくあ
る質問に回答する際に役立つカスタムビューを作成できます。
管理者インサイトと管理ビューの比較

管理者インサイトプロジェクトと事前構築済みの管理ビュー(Tableau Cloud の[ステータス]
ページからアクセス可能) は、どちらもお使いのTableau Cloud サイトの正常性とアクティビティ
を監視するための貴重なツールです。一方のツールが他方のツールに置き換わることはできま
せん。
どちらのツールを使用するかを決定するには、次の事項を考慮します。
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管理者インサイト
l

サイトのトラフィック、導

l

入、およびアクセス
ユーザー ロールとサイン

l

インアクティビティ
パブリッシュ関連のアク

管理ビュー
l

l
l
l

サイトの全般的アクティビティ、サイトのパフォーマンス、
およびディスク容量使用率
パフォーマンスの抽出
Tableau Bridge トラフィックと抽出関連のアクティビティ
トラブルシューティング

ティビティ
管理者インサイトプロジェクトに含まれる内容

管理者インサイトプロジェクトは次のもので構成されています。
l

管理者インサイトのデータソース- TS イベント、TS ユーザー、グループ、サイトコンテン
ツ、Viz の読み込み時間、ジョブパフォーマンス組織でカスタムの計算またはその他の
データを使用してデータを強化する必要がある場合は、これらのデータソースを使用して
新しいデータソースを作成できます。データソースの詳細については、データソースを確
認するを参照してください。

l

管理者インサイトスターター: 管理者インサイトデータソースに基づくダッシュボードを含
む、事前作成されたワークブック。これらのダッシュボードは、より詳細なダッシュボードと
ビューを構築するためのテンプレートとして機能し、利用者のサイトの展開や組織に固
有の疑問を解決することを目的としています。ダッシュボードの詳細については、事前作
成されたワークブックを確認するを参照してください。

l

Tableau システム アカウント— 管理者インサイトプロジェクトのデータソースは、
Tableau システムアカウントによって更新されます。このアカウントによって実行されたイベ
ントはデータソースには表示されませんが、Tableau システムアカウントは既定で、管理
者インサイトコンテンツの所有者としてリストされています。このアカウントは、管理者イン
サイトデータを管理者インサイトプロジェクトに提供するために存在しています。

データの鮮度について

管理者インサイトデータソースには、サイトに関して既定で最大 90 日相当 (または
Advanced Management では 365 日相当) のデータが含まれています。詳細については、
「Tableau Cloud 上のTableau Advanced Management について」を参照してください。この

Tableau Software

329

Tableau Cloud ヘルプ
データソースは毎日または毎週更新できます。Admin Insights データソースの更新頻度を指
定するには、[設定] の[全般] タブで[Admin Insights の更新頻度] までスクロールします。
管理者インサイトスターターはこれらのデータソースに基づいているため、ワークブックのダッシュ
ボードには常に最新の情報が表示されます。Tableau は定期的にワークブック自体を更新し
ます。詳細については、このトピックで後述する管理者インサイトスターターの更新の取得も
参照してください。
管理者インサイトへのアクセスの共有

管理者インサイトのコンテンツは、初期状態ではサイト管理者のみに表示されます。ユーザー
がニーズやワークフローに固有のインサイトを構築、キュレーション、および取得して、最終的に
コンテンツをより効果的に管理できるよう、組織内の他のサイトユーザーへのアクセスを拡張す
ることを検討してください。プロジェクトパーミッションのサイト管理者以外への拡張の詳細につ
いては、パーミッションを参照してください。
管理者インサイトスターターの移動または名前変更

あらかじめ組み込まれているワークブック(管理者インサイトスターター) は、別のプロジェクトに
移動しておくか、ワークブック名を変更することを強くお勧めします。これにより、変更内容が確
実に保持され、Tableau が事前作成されたワークブックに対して行う定期的な更新によって
上書きされないようにすることができます。
詳細については、以下の管理者インサイトスターターの更新の取得を参照してください。
管理者インサイトスターターの更新の取得

Tableau は管理者インサイトスターターの更新を定期的に取得します。更新は、管理者イン
サイトプロジェクトの管理者インサイトスターターワークブックに自動的に適用されます。更新
内容はリリースノートワークブックに要約されています。これは管理者インサイトプロジェクトで
も入手可能です。更新には、新しいフィールドやフィールドの説明、新しいビュー、既存の
ビューの更新などが含まれます。
管理者インサイトスターターを最新版に更新し、ワークブックに対して行った変更が何も上書
きされないようにするには、以下の手順に従います。
ステップ1: 更新に備えて準備する
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ワークブックに加えた変更を保持し、この変更がTableau により上書きされないようにするた
め、次の作業のいずれかを実行することをお勧めします。
l
l

ワークブックを別のプロジェクトに移動する
ワークブック名を変更する

加えた変更とTableau のワークブックに関する最新の向上を両方とも維持するには、Tableau
が更新を行うごとに上記の作業のいずれかを繰り返す必要があります。
ステップ2: 更新を確認する
更新プロセスの一環として、Tableau は管理者インサイトスターターを再作成してから、管理
者インサイトプロジェクトに追加します。
ワークブックで移動または名前の変更を行った場合、新しい "管理者インサイトスターター" が
管理者インサイトプロジェクトに追加されます。新しいワークブックは、変更日またはリビジョン
履歴のパブリッシュ日で確認できます。
ステップ3: リビジョン履歴を使用して変更を元に戻す (オプション)
管理者インサイトスターターが更新される前にワークブックの移動や名前の変更をできなかった
場合や、更新が行われても問題ない場合は、リビジョン履歴を使用して変更を元に戻すこと
ができます。リビジョン履歴の詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「コンテンツのリビジョン
の操作」を参照してください。
ステップ4: 行った変更を最新の管理者インサイトスターターに手動で加えるか移動する
Tableau によって変更されたのと同じワークブックに変更が反映されるようにするには、以下の
手順に従う必要があります。
1. 最新バージョンの管理者インサイトスターターワークブックでは、次のどちらかまたは両方
を実行できます。
l

お使いのバージョンのワークブックで行った変更を、最新バージョンのワークブックに手

l

動で加えます。
お使いのバージョンのワークブックからシートをエクスポートし、最新バージョンのワーク
ブックに保存します。シートのエクスポートの詳細については、Tableau ユーザー ヘル
プの「ワークブック間でのシートのエクスポートおよびインポート」 を参照してください。

Tableau Software

331

Tableau Cloud ヘルプ
2. 管理者インサイトスターターが新しく更新されてユーザーによる変更を上書きしないよう
にするには、ワークブックに最後に行った移動や名前の変更をもう一度行います。
管理者インサイトを管理するためのヒント

管理者インサイトプロジェクトがサイトにある他のプロジェクトと同様に機能している場合でも、
Tableau はプロジェクトの管理時に以下を考慮することを推奨します。
l

管理者インサイトスターターを別の場所に移動します。管理者インサイトスターターを
更新する予定がある場合、1) ワークブックを別の場所に移動する、または 2) ワークブッ
ク名を変更することをお勧めします。この作業のどちらかを行うことにより、変更内容が
保持され、Tableau がワークブックに対して自動的に行う定期的な更新によって上書
きされないようにすることができます。詳細については、管理者インサイトスターターの更
新の取得を参照してください。

l

データソースの移動時は注意する。管理者インサイトデータソースを管理者インサイト
プロジェクト外に移動すると、Tableau はそれらを更新できなくなります。また、データ
ソースは Tableau により定期的に更新されます。データソースが更新され、変更内容
が保持されるように、TS イベント、TS ユーザー、グループ、サイトコンテンツ、Viz の読み
込み時間、およびジョブパフォーマンスのデータソースは管理者インサイトプロジェクト
内に置いておくようにしてください。

l

サイト管理者ではないユーザーなど、プロジェクトにアクセスしてコンテンツを作成する他
のユーザーを指定する。たとえば、ユーザーがTS イベント、TS ユーザー、グループ、サイ
トコンテンツ、Viz の読み込み時間、およびジョブパフォーマンスのデータソースに基づい
て新しいビューを作成するのを許可します。プロジェクトパーミッションの変更に関する
詳細については、パーミッションの設定を参照してください。

ブリッジ接続されたデータソースへのトラフィック
[ブリッジ接続されたデータソースへのトラフィック] 管理ビューで、サイト管理者は ライブ接続し
たデータソースの使用状況を表示できます。このビューで、最もよく使用されているデータソー
スやあまり使用されていないデータソースを特定できます。Bridge クライアント名、データソー
ス、および時間範囲を選択することで、表示される情報をフィルターリングできます。
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このビューには、過去 30 日間のTableau Cloud アクティビティのスナップショットが表示されま
す。

ビューの最上部には、指定した時間範囲 (デフォルトは過去7日間) にわたって使用されている
データソースが表示されます。
l

l

プロジェクトごとのデータソースの使用量 - 設定したフィルターに基づいて、プロジェクトごとの
データソースの合計使用量を表示します。マークにカーソルを合わせると、データソースが
使用された回数が表示されます。選択に基づいてビューの他のセクションを更新するための
データポイントを選択します。
日ごとのデータソースの合計使用量 - 設定したフィルターに基づいて、日ごとのデータソー
スの合計使用量を表示します。カウントを表示するには、線上の点にカーソルを合わせま
す。選択に基づいてビューの他のセクションを更新するための点を選択します。

ビューの下部にある2 つの棒グラフには、[最小限の操作] によってフィルターリングされた結果が
表示されます。これらは、最も使用されたデータソースや、どのユーザーが最も頻繁にデータ
ソースを使用したかを示します。最小限の操作以上の操作カウントを持つデータソースとユー
ザーのみが表示されます。
l

最も使用されたデータソース- これは最も使用されたデータソースのリストです。ビューの
他のセクションと同様、フィルターや任意の選択によって情報が制限されます。
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l

最もデータソースを使用したユーザー - 最もデータソースを使用したユーザーを表示しま
す。これは、フィルターやユーザーによる選択によって影響を受けます。

抽出でのバックグラウンドタスク
[抽出でのバックグラウンドタスク] ビューには、サーバー上で実行される抽出特有のタスクが表
示されます。このビューには、過去 30 日間のTableau Cloud アクティビティのスナップショットが
表示されます。

このビューを理 解 する
この組み込みの管理ビューについて理解を深めるため、以下の点に留意してください。
l

[このサーバーで実行した抽出] テーブルに、[タイムライン] に指定された期間で実行される
抽出がリストされます。

l

ステータスに基づいてテーブルをフィルターするには、[成功] または [エラー] をクリックできま
す。
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l

また、特定のタスクをクリックして選択したタスクの [抽出にかかった時間] グラフを更新するこ

l

ともできます。
[成功または失敗した抽出の数] テーブルは、タスクのステータス(成功または失敗) を更新し
ますが、成功または失敗した抽出のカウントは変更されません。

ステータス

タスクには、成功またはエラーのステータスがあります。
アイコン

説明
エラー - サーバーでタスクを完了できませんでした。
成功 - サーバーでタスクが完了しました。

タスクの詳細を見る

タスクの詳細を確認するには、カーソルを成功アイコンまたはエラーアイコンに合わせます。

タスクの詳細にあるエラー

更新タスクがタイムアウト制限に達した場合、タスクの詳細に以下のいずれかのエラーが表示さ
れる可能性があります。
l

The query time resource limit (7200 seconds) was exceeded. (クエリ時間リソース制限
(7200 秒 ) を超えました。)
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l

com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: Operation cancelled.

l

(com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: 操作がキャンセルされました。)
The query time resource limit (8100 seconds) was exceeded. (クエリ時間リソース制限
(8100 秒 ) を超えました。)

更新タスクのタイムアウト制限に関する詳細とこれらのエラーを解決するための提案について
は、更新の抽出の時間制限を参照してください。

Bridge の抽出
[Bridge の抽出] 管理ビューでは、過去 30 日分のTableau Bridge による抽出の更新アク
ティビティを取り込みます。

あらかじめ組み込まれているこの管理ビューでは、サイトに登録された単独またはすべての
Bridge クライアントが実行する更新について、サイト管理者の次のような疑問を解決する際
に役立ちます。
l
l
l
l
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エラーの割合: 更新が成功または失敗する頻度は? 更新が失敗する場合、その理由は?
行われた要求: スケジュールされる更新の数は?
経過時間: 更新に要する時間は?
飽和状態: 各クライアントのビジーの度合は?
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ビューは、クライアント名、抽出データソースの作成日、抽出データソース名、更新期間などで
フィルターできます。
このビューに関する注
l

管理ビューにデータが表示されない場合、サイトに関連付けられているBridge クライアント
があることを確認します。または、ビューの右上隅にある"抽出が作成されました" フィルター

l

の値を変更してください。
期待する期間ベースのデータがビューに表示されない場合は、[すべての値を表示] ( ) アイ
コンをクリックして、[Avg.Duration of refresh (seconds) (更新の平均継続時間 (秒))] フィル

l

ターをクリアします。
"一般的な抽出更新エラー" 表で各バーにカーソルを合わせ、エラーとエラー詳細を表示し
ます。複数のデータソースがエラーに関連付けられている場合は、代わりにアスタリスク(*)
が表示されます。

抽出以外のバックグラウンドタスク
[抽出以外のバックグラウンドタスク] ビューには、サーバーで実行されていて、かつ、標準のオン
ライン抽出更新に関係のないタスクが表示されます。たとえば、Bridge の更新ジョブ、編集済
みのOAuth 接続、サブスクリプション通知などです。このビューには、過去 30 日間のTableau
Cloud アクティビティのスナップショットが表示されます。
テーブルに、指定された期間で実行されるタスクがリストされます。ステータスに基づいてテーブ
ルをフィルターするには、[成功] または [エラー] をクリックします。選択したタスクの[このサイトで
実行されたバックグラウンドタスク] グラフを更新するには、[このサイトで成功または失敗したタ
スクの数] で特定のタスクをクリックします。
タスクには、成功またはエラーのステータスがあります。タスクの詳細を確認するには、カーソルを
成功アイコンまたはエラーアイコンに合わせます。
アイコン

説明
エラー - サーバーでタスクを完了できませんでした。
成功 - サーバーでタスクが完了しました。
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タスクに関して表示可能な内容は、タスクのID、ステータス、優先度、タスクの作成時期、開
始時期、完了時期です。また、ジョブのランタイムも表示でき、バックグラウンドジョブの合計ラ
ンタイム(ジョブのランタイムに加え、初期化やクリーンアップなどのバックグラウンドジョブのオー
バーヘッドを含む) も表示されます。さらに、どのバックグラウンダーでジョブを実行しているかを
確認することもできます。

領域使用量の統計
[領域使用量の統計] ビューを使用すると、サーバーでディスク空き容量を最も多く使用してい
るTableau コンテンツを特定できます。ディスク空き容量の使用率は、ユーザー別、プロジェク
ト別、およびTableau コンテンツ(ワークブック、データソース、フロー出力、または仮想接続)
のサイズ別に表示され、最も近い整数に切り捨てられます。
仮想接続には データ管理 が必要であることに注意してください。詳細については、「データ管
理 についてについて」を参照してください。
このビューを開くには、左側のナビゲーションで[サイトの状態] をクリックし、[ダッシュボード] で
[領域使用量の統計] をクリックします。
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[最小サイズ] フィルターを使用して、使用する領域に基づいてどのTableau コンテンツを表示
するか制御します。
3 つの棒グラフは、Tableau Cloud 上の領域の使用状況についての情報を表示します。
l

領域を最も多く使用しているユーザー- 領域を最も多く使用しているデータソースおよび
ワークブックを持つユーザーが表示されます。ユーザー名をクリックすると、次の2 つのグラ
フをそのユーザーでフィルターできます。ユーザーのオブジェクトの種類に関する次の2 つの
グラフをフィルターするには、そのユーザーのデータソースバーまたはブックバーをクリックし
ます。選択をクリアするには、ユーザーまたはバーをクリックします。

l

領域を最も多く使用しているプロジェクト- 領域を最も多く使用しているデータソースお
よびワークブックを持つプロジェクトが表示されます。[領域を最も多く使用しているユー
ザー] グラフで、ユーザーまたはオブジェクトのタイプが選択されている場合、その選択内
容に固有の情報が表示されます。

Tableau Software

339

Tableau Cloud ヘルプ
l

領域を最も多く使用しているワークブック、データソース、フロー、および仮想接続 - 領
域を最も多く使用しているTableau コンテンツが表示されます。棒グラフは、前回の更
新からの時間の長さに基づいて色分けされています。

サイズバー上にカーソルを移動すると、詳しい使用率が表示されます。

棒グラフをクリックして選択し、選択に基づいてビューの他の領域を更新します。

ログインベースのライセンス使用状況
注: このビューは、サイト管理者とサーバー管理者のみが使用できます。

[ログインベースのライセンス使用状況] ビューでは、サーバー管理者は、Tableau Cloud または
Tableau Server のログインベースのライセンス認証の使用状況を表示できます。[ログインベー
スのライセンス使用状況] ビューでは、ライセンスをより効率的に管理し、ライセンス数の追加
や削減の必要性を判断できます。このビューを使用することで、次の質問の答えが得られま
す。
l

組織内でTableau Desktop または Tableau Prep Builder ライセンスを使用している
ユーザーは誰か?
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l

Creator ロールは共有または転送されていますか?

l

使用されるべきではないコンピューターでアクティブ化が行われたライセンスはありますか?
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l

どのホストでアクティブ化を行っていますか?

l

ユーザーに割り当てられているのはどのロールか?

l

どのTableau 製品でライセンスが使用中か?

l

どのTableau バージョンでライセンスが使用中か?

l

Creator ロールを、Tableau Desktop または Tableau Prep Builder でアクティブ化しまし
たか。

l

Creator シートは有効になっていますか?

l

使用中のCreator シートはいくつあるか?

l

使用されていないCreator シートはいくつあるか?

l

Creator シートが最後に使用されたのはいつか?
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ログインベースのライセンス使用状況管理ビューを使用するだけでなく、Tableau Server リポジ
トリの「ワークグループ」 PostgresSQL データベース内のログインベースのライセンス使用状況
データ( identity_ based_activation_reporting identity_based_
activation_user_role_change、identity_based_activation_admin_
view) にアクセスすることもできます。このデータにアクセスするには、Tableau Server リポジトリ
へのアクセスを有効にする必要があります。
フィルター

レポート画面では、シートが最後に使用された日時を示す時間枠の変更、アクションのフィル
ター、ユーザー名のフィルター、列による並べ替えを行うことができます。
l

日数で表示されたタイム ウィンドウです。ログインベースのライセンス管理 によってアク
ティブ化されたクライアントの利用状況データを表示する日数を入力します。過去 30
日～ 183 日間のデータを表示できます。

l

( すべて) 。すべてのフィルターをビューに適用します。

l

ライセンス認証済み。ログインベースのライセンス管理 を使用してアクティブ化された
Creator ユーザーを表示します。

l

使用中。ログインベースのライセンス管理 を使用してアクティブ化され、シートが使用中
になっているCreator ユーザーを表示します。

l

最終使用日。ログインベースのライセンス管理 クライアントが最後に使用された日を表
示します。

l

未割り当て。ログインベースのライセンス管理 を使用してアクティブ化されたCreator
シートのうち、現在割り当てられていないシートを表示します。

l

ユーザー名。指定したユーザーが使用中のログインベースのライセンス管理 によるアク
ティブ化を表示します。

フィルターカードをポイントすると、ドロップダウンアイコンが表示されます。アイコンをクリックし、
フィルターと一致するデータを含める(既定) か、フィルターと一致するデータを除外するかを指
定します。
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過 去 <nn>日 間 に使 用 された Creator シートはどれか?
ダッシュボードのこの領域には、3 種類のライセンス(ライセンス認証、使用中、未割り当て) の
一覧が表示されます。ライセンス認証、使用中、未割り当てのマークをポイントすると、
Tableau のコピーの登録ユーザーを含む情報が表示されます。列見出しをクリックして、リストを
並べ替えます。

過 去 <nn> 日 間 使 用 されていない Creator シートはどれか
ダッシュボードのこのエリアには、指定した期間に使用されたライセンスのリストが表示されます。
タイムラインに、最後に使用された日付が表示されます。[最終使用日] マークをポイントする
と、Tableau のコピーの登録ユーザーを含む情報が表示されます。

古いコンテンツ
[古いコンテンツ] ビューを使用すると、指定した期間に使用またはアクセスされていないコンテン
ツ(古いアクセスしきい値として表示) を識別できます。期間は日数で設定できます。期間の
最小値は 1 日、最大値は 120 日です。
このビューには、古いコンテンツやアクティブコンテンツが使用するディスク領域に関する情報も
表示されます。
以前のバージョンのTableau Server では、管理ビューは同じワークブック内の別のタブに表示さ
れていました。しかし、新しい2 つの管理ビューは、既存の管理ビューワークブックの一部では
なく別個のワークブックとして表示されます。新しい管理ビューには、サーバーやサイトのステータ
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スページから移動できます。

サマリーとフィルター

A- ビューの上部に、使用された合計スペースと比較して、古いコンテンツで使用されるスペー
スの量を要約したステートメントが表示されます。使用される合計領域は、アクティブなコンテ
ンツと古いコンテンツによって使用されるディスク領域の合計として定義されます。
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B- このサマリーの後に、失効したコンテンツの種類とアクティブとみなされるコンテンツの詳細を
示すグラフが続きます。棒グラフをクリックして適用すると、ビューに表示されるデータをフィルター
処理できます。
C- フィルターアイコンをクリックすると、追加のフィルターオプションを表示および適用できます。こ
のフィルターペインには、次の項目が含まれます。
• 古いしきい値
• サイト
• プロジェクト
• コンテンツ所有者
• サイズ
• コンテンツタイプ
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これらのフィルターはビュー全体に適用されます。

詳細
[古いコンテンツ] ビューには、以下に説明する3 つのセクションがあり、詳細が表示されます。
1. 左上のセクションには、選択したコンテンツに使用された合計スペースが表示されます。
x 軸はコンテンツが最後に開かれてから経過した日数を示し、y 軸はサイズを示しま
す。グラフには、古いしきい値も表示されます。
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目的のしきい値の古さを設定し、このビューを使用して最も古いコンテンツを特定しま
す。上部のバーで[古いワークブック] や [古いデータソース] をクリックして、対象のコンテン
ツにフィルターを適用します。コンテンツの詳細を表示するには、[古いアクセスしきい値]
の右側にあるマークを選択します。詳細は左下のセクションに表示されます。

2. 右上のセクションには、選択した各コンテンツで使用されるスペースの量が表示されま
す。たとえば、[古いワークブック] を選択した場合、古い各ブックで使用される領域が表
示されます。このセクションを使用して、最も古いコンテンツや、最もスペースを取っている
コンテンツを確認できます。
このセクションでは、長期間使用されていないコンテンツを特定できます。上部のバーで
[古いワークブック] や [古いデータソース] をクリックします。未使用のコンテンツの中で最も
古いセットを選択する(右端にマークする) と、詳細が表示されます。詳細は左下のセク
ションに表示されます。これは、サイズに関係なく、誰も使用していないコンテンツとして、
アーカイブや削除を検討する次のコンテンツセットになります。
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3. 下部のセクションには、次に示すように、選択したコンテンツに関する詳細情報が表示
されます。

古 いコンテンツのアーカイブまたは削 除
2020.3 以降では、[古いコンテンツ] 管理ビューに、コンテンツを選択して古いコンテンツとしてタ
グ付けできる機能が含まれています。コンテンツは、下部のセクションまたは右上のセクションか
ら選択できます。選択すると、次のスクリーンショットに示すように、選択したオブジェクトの数と
コンテンツのタイプが表示されます。[タグオブジェクト] ボタンをクリックして、選択したコンテンツ
にタグを付けます。
次のスクリーンショットでは、過去 160 日以上開かれていないコンテンツが古いコンテンツとして
タグ付けされるように選択されています。
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タグ付けされたコンテンツをすべて検索するには、[探索] に移動します。古いコンテンツとしてタ
グ付けされたすべてのコンテンツを表示するには、[古いコンテンツ] フィルターを選択します。コン
テンツを選択して、アーカイブに使用するプロジェクトにコンテンツを移動するか、コンテンツを削
除することができます。
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[「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況] ビュー
[「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況] ビューは事前に構築されたダッシュボードであり、サ
イト管理者またはサーバー管理者はこのビューで、サイトでの「データに聞く」 (Ask Data) の使
用パターンと価値を表示および把握できます。また、管理者は、「データに聞く」 (Ask Data) に
対するエンゲージメントの増加を確認したり、社内トレーニングやロールアウトの結果を監視し
たりできます。このダッシュボードでは、見出しの値のいくつかのメトリクスに加えて、「データに聞
く」 (Ask Data) を頻繁に使用しているユーザー、データソース、およびデータソース所有者がハ
イライトされます。
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「データに聞く」 (Ask Data) を有効にするには、サイトでの「データに聞く」 (Ask Data) 機能の無
効化または有効化を参照してください。

ダッシュボードの詳 細
[「データに聞く」 (Ask Data) の使用状況] ビューには、サイト全体での「データに聞く」 (Ask
Data) 機能についての情報が表示されます。次のメトリクスを使用して、ユーザーエンゲージメ
ントを把握し、組織へのセルフサービス分析の導入を促進することができます。

ダッシュボードの上部にある3 つの見出しメトリクスには、サイトでの「データに聞く」 (Ask Data)
の使用状況の概要が示されます。
l

「データに聞く」 (Ask Data) のユーザー数 - サイトで「データに聞く」 (Ask Data) を使用し
ているユーザーの総数が表示されます。

l

「データに聞く」 (Ask Data) のクエリ数 - サイトで発行された「データに聞く」 (Ask Data)
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のクエリの総数が表示されます。
l

「データに聞く」 (Ask Data) で使用されたデータソースの数 - 「データに聞く」 (Ask
Data) で使用されたデータソースの総数が表示されます。

ダッシュボードの中央では、「データに聞く」 (Ask Data) の経時的な使用状況が2 つの折れ線
グラフで示されます。
l

一定期間にわたる個別ユーザー- 「データに聞く」 (Ask Data) を一定期間にわたって使
用している個別ユーザーの数が表示されます。

l

一定期間にわたる個別データソース所有者 - 一定期間にわたる個別データソース所
有者の数が表示されます。

ダッシュボードの下部にある3 つの棒グラフには、「データに聞く」 (Ask Data) を頻繁に使用し
ているユーザー、データソース、およびデータソース所有者が示されます。
l

「データに聞く」 (Ask Data) を頻繁に使用しているユーザー- 「データに聞く」 (Ask
Data) を頻繁に使用しているユーザーと、各ユーザーが発行したクエリの総数が示され
ます。

l

「データに聞く」 (Ask Data) で頻繁に使用されているデータソース- 「データに聞く」
(Ask Data) で頻繁に使用されているデータソースと、各データソースに対して発行され
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たクエリの総数が示されます。
l

「データに聞く」 (Ask Data) を頻繁に使用しているデータソース所有者 - 「データに聞
く」 (Ask Data) を頻繁に使用しているデータソース所有者と、各ユーザーが所有してい
るデータソースの総数が示されます。

データ品質に関する警告履歴
環境内でTableau Catalog が有効になっている場合、サイト管理者は、データ品質に関する
警告履歴 (事前に作成された管理ビュー) を使用して、サイト上でデータ品質に関する警告が
どのように使用されているかを確認できます。
Tableau Catalog (データ管理 の一部) の詳細については、Tableau Server または Tableau
Cloud ヘルプの「Tableau Catalog について」を参照してください。
[サイトステータス] ページで、[データ品質に関する警告履歴] ダッシュボードを選択します。

ダッシュボードには、一定期間アクティブになっていたデータ品質に関する警告の数が表示され
ます。また、同じ期間に変更された(作成、更新、削除された) 警告の数も表示されます。
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警 告 の詳 細 の表 示
折れ線グラフの下には、次のようなデータ品質に関する警告の詳細が表示されます。
l
l

l
l
l
l

l
l

日時 - 警告が作成された日時、または最後に変更された日時。
コンテンツタイプ- データベース、テーブル、データソースなど、警告が設定されているア
セットのタイプ。
コンテンツ名 - 警告が設定されているアセットの名前。
変更者 - 警告を作成または最後に変更したユーザーの名前。
ステータス- 警告がアクティブか非アクティブかを示します。
タイプ- 警告タイプは、古いデータ、警告、非推奨、機密データ、またはメンテナンス中で
す。
可視性 - 警告は、通常 (既定) と高い可視性のどちらかを示すように設定できます。
メッセージ - ユーザーが警告の詳細を表示したときに、警告作成者がユーザーに表示する
ように書き込んだメッセージ。

警 告 履 歴 のフィルター処 理
データ品質に関する警告履歴を確認するときに、ビュー上のマークをクリックして、ビューの下に
表示される詳細をフィルター処理できます。
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日付軸の数値は、時間範囲内の日付を表します。たとえば、今日が11 月 18 日で、過去 7
日間のフィルター処理を行うと、日付軸には 12 ～ 18 と表示されます。
右上隅のフィルターアイコンをクリックすると、その他のフィルターを使用できます (時間範囲で
フィルター処理とコンテンツタイプでフィルター処理)。
時間範囲でフィルター処理

設定できる最大時間範囲は、過去 30 日間です。

コンテンツタイプでフィルター処理

サイト上のすべてのデータ品質に関する警告を表示したり、フィルターを適用して、データソー
スやテーブルなどの特定の種類のアセットに対する警告を表示したりできます。
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実 行 可 能 なユーザー
データ品質に関する警告を設定するには、サーバー管理者またはサイト管理者である必要
があります。

フローの管理ビュー
管理ビューを使用すると、フロー、パフォーマンス履歴、ディスク使用量に関連するアクティビ
ティを監視できます。[ステータス] ページにはさまざまな管理ビューを備えたTableau ワークブッ
クが埋め込まれており、これらのビューを利用するとさまざまな種類のサーバーやサイトのアク
ティビティを監視することができます。

実 行 可 能 なユーザー
Tableau サイト管理者は、管理ビューの表示と操作を行うことができます。

すべてのユーザーによるアクション
このビューを使用すると、フローがどのように使用されているかについての洞察を収集できます。
これには、パブリッシュ、ダウンロード、フロー実行などのアクションが含まれます。ビューは、アク
ション、サイト、時間範囲などでフィルターリングできます。[合計ユーザー数] は、アクションを実
行したユーザー数を表します。この値は、フィルターリングの影響を受けません。アクティブユー
ザー数は、選択した期間中にアクティブであり、選択したアクションのいずれかを実行したユー
ザーの数を示します。
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特 定 のユーザーによるアクション
このビューを使用すると、個々のユーザーがフローをどのように操作しているかについての洞察を
収集できます。ビューは、ユーザー名、アクションの種類、および時間範囲でフィルターリングでき
ます。

最 近 のユーザーによるアクション
このビューを使用すると、過去 24 時間にまたは Tableau Cloud でアクティブであったユーザーが
表示されます。
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サーバー上でメンテナンス作業を行う必要がある場合、どのユーザーにどれくらいの影響がある
か、さらにはそれらのユーザーが何をしているのかについて知るのに役立ちます。
このビューには、最近 または Tableau Cloud にサインインした、[アクティブ]、[最近アクティブ]、
および[アイドル] のユーザーが表示されます。
このビューでは、アクティブなユーザーとは直近の5 分間にアクションを実行したユーザー、最近
アクティブなユーザーとは直近の30 分間にアクションを実行したユーザー、アイドルなユーザー
とは、最後にアクションを実行してから30 分以上が経過したユーザーを指します。
ユーザーを選択すると、そのユーザーが最近実行したアクションのみを表示できます。アクション
の詳細を表示するには、アクションの上にマウスを置きます。

バックグラウンドタスクの遅 延
このビューには、抽出更新タスク、サブスクリプションタスク、フロータスクの遅延が表示されま
す。この遅延は、タスクの実行がスケジュールされていた時刻から、実際に実行された時刻ま
での時間の長さです。このビューを使用すると、タスクスケジュールの分散やタスクの最適化に
よってサーバーのパフォーマンスを改善できる余地がどこにあるかを特定できます。
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遅延の考えられる原因と遅延を小さくする方法には、次のものがあります。
l

多くのタスクが同時にスケジュールされている。
ビューの例では、長い遅延を示すタスクは毎日同時にクラスター化されています。これに
より、待機時間の急増が生じます。[タイムライン] フィルターを1 日に設定すると、タスク
の遅延が時間ごとに表示されるので、多くのタスクが同時にスケジュールされている時間
帯を特定できます。1 つの解決策は、タスクをオフピークの時間帯に分散して、サーバー
の負荷を軽減することです。

抽 出 以 外 のバックグラウンドタスク
バックグラウンドタスクは、スケジュールされたフローやアドホックのフローを実行するためにも作
成されます。このビューを使用すると、サイト上で成功または失敗したフロータスクの数を確認
できます。タスクの詳細を確認するには、タスクのアイコンにカーソルを合わせてください。
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フロー実 行 のパフォーマンス
このビューは、サイト上のすべてのフローのパフォーマンス履歴を表示するために使用します。フ
ロー名、出力ステップ名、フロー所有者、実行タイプ(スケジュールまたはアドホック)、およびフ
ロー実行の開始時刻でフィルターリングすることができます。

このビューを使用すると、次のような質問に答えることができます。
l

現在スケジュールされているフロー タスクは何か? – これを確認するには、[開始時刻]
フィルターを使用して、調べたい時間枠を選択します。たとえば、今後 3 時間でスケ
ジュールされているフロータスクを表示するには、[時間] -> [今後] を選択し、「3」と入
力します。

l

フロー タスクの期間はどの程度か? - これに回答するには、ビュー内のマークをクリック
し、タスク実行期間を含む詳細を表示します。
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l

アドホックで実行されたフローの数、スケジュールされた実行の数はいくつか? - これに回
答するには、[実行タイプ] フィルターを使用し、[アドホック] または [スケジュールされてい
ます] を選択します。

このビューでは、次の情報も表示されます。
l

実行頻度が最も高いフローには、最も多くのマークが表示されます。

l

現在同時に実行されているフローを表示するには、[進行中] または [保留中] と表示さ
れているマークにカーソルを合わせて[保持のみ] を選択すると、現在実行中のすべての
フローをフィルターにかけることができます。

l

特定の期間帯に同時に実行されているフローを確認するには、[開始時間] フィルター
で範囲を選択します。たとえば、[今後 3 時間] を選択すると、今後 3 時間にどのフロー
が実行されるかを確認することができます。

領 域 使 用 量 の統 計
このビューを使用すると、サーバー上で最も多くのディスク容量を使用しているフロー出力を特
定できます。ディスク容量の使用率は、ユーザー別、プロジェクト別、フロー出力のサイズ別に
表示され、最も近い整数に切り捨てられます。

[最小サイズ] フィルターを使用して、占有するスペースの量に基づいて、どのフロー出力を表示
するか制御します。フローにはオブジェクトタイプフィルターを使用します。
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l

最もスペースを使用しているユーザーは誰か- このセクションでは、(フローをフィルターに
かけた時点で) 最も多くのスペースを消費しているフローの所有者を表示します。ユー
ザー名をクリックすると、次の2 つのグラフをそのユーザーでフィルターできます。

l

最もスペースを使用しているプロジェクトは何か- このセクションでは、(フローをフィルター
にかけた時点で) 最も多くのスペースを消費しているフローを持つプロジェクトを表示しま
す。

l

最もスペースを使用しているワークブック、データソース、フローは何か– このセクションで
は、(フローをフィルターにかけた時点で) 最も多くのスペースを消費しているフローを表示
します。

実 行 可 能 なユーザー
l

l

Tableau サイト管理者 は、以下を実行できます。
l サイトレベルでメール通知を設定する
l エラーを表示する
l 中断したタスクを再開する
l アラートを表示する
フローの所有者、プロジェクトリーダー、およびフローを表示する権限が付与されている
すべてのユーザーは、以下を実行できます。
l エラーを表示する
l 中断したタスクを再開する
l アラートを表示する(フ
ローの所有者)

抽 出 の更 新 に失 敗 した場 合 に所 有 者 に通 知
する
スケジュールされた抽出の更新は、埋め込み認証資格情報やファイルパスが古いなど、さま
ざまな理由で失敗する可能性があります。Tableau Cloud から直接実行するスケジュール更
新の場合、更新が5 回連続で失敗すると、Tableau Cloud はサイト管理者またはデータソー
ス所有者が原因を解決する措置を講じるまでスケジュールを一時停止します。
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サイト管理者は、Tableau Cloud を有効にし、スケジュールされた抽出更新が正常に完了し
なかった場合、データソースの所有者にメールを送信することができます。その後、データソース
所有者は、アカウント設定で個別にオプトアウトできます。
メールには、次の情報が含まれています。
l

抽出またはワークブックの名前。

l

前回成功した更新の日付と時刻。または、前回の更新が14 日以内の場合、メールに
は "not in the last N days (過去 N 日間更新されていません)" と表示されます。

l

連続して更新に失敗した回数。

l

埋め込み認証資格情報やファイルパス、アクションを実行するTableau Cloud へのリンク
の更新など、障害の原因を解決するために提案されるアクション。

Tableau Bridge によるデータソースの更新に関するメールを受信する場合、いくつかの違いが
あります。詳細については、このトピックで後述するTableau Bridge 更新の違いも参照してくだ
さい。

更新失敗メールを有効にする
サイト管理者は、以下の手順で、サイトの更新失敗メールを有効 (または無効) にすることが
できます。オプトインする場合、各ユーザーが個別のアカウントより更新失敗メールの受信から
オプトアウトする可能性があります。
1. サイト管理者としてTableau Cloud にサインインし、[設定] をクリックします。
2. [通知の管理] で、すべてのサイトユーザーに対して通知を許可または無効にするチェッ
クボックスを選択またはクリアします。

Tableau Bridge 更新の違い
Tableau Bridge を通して更新されるデータソースの場合、複数の通知方法があります。詳細
については、「Bridge のメールアラートの管理」を参照してください。
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ユーザーとグループの管 理
Tableau Cloud サイトにユーザーを追加して、各ユーザーのアクセスレベルを決定するサイト
ロールを設定できます。複数のユーザーを管理しやすくするために、ユーザーをグループに分け
て整理することができます。

サイトへのユーザーの追加
Tableau Cloud にアクセスする必要がある人は、その目的が参照、パブリッシュ、コンテンツの
編集、サイトの管理のいずれであっても、ユーザーとして追加される必要があります。管理者
はユーザーを追加する以下のオプションを使用できます。
l

ユーザーの電子メールアドレスを個別に入力します。

l

CSV インポートファイルのガイドラインを使用して作成するCSV ファイルからユーザーの
インポート。

ユーザーの追加

1. Tableau Cloud サイトにサインインし、[ユーザー] を選択します。
2. [ユーザー] ページで、[ユーザーの追加]、[電子メール アドレスの入力] の順にクリックし
ます。

3. Google または SAML 認証がこのサイトで有効でない場合は、次の手順に進みます。
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Google または SAML 認証がこのサイトで有効になっている場合は、新しいユーザーの
認証タイプを選択できます。
l

サイトのGoogle または SAML 認証を有効にしていて、インポートされたユーザー
に外部のアイデンティティプロバイダーを介してサイトにサインインさせる場合は、
[Google/SAML 認証向けにユーザーを追加] を選択します。

l

既定の電子メールアドレスとパスワードによる認証をユーザーが行うようにするに
は、[Tableau 認証用にユーザーを追加] を選択します。
ユーザーの追加後、いつでも[ユーザー] ページに移動して認証タイプを変更でき
ます。

注: tabcmd、Tableau Data Extractユーティリティ、Tableau API を経由して
Tableau Cloud を使用する場合、ユーザーは TableauID アカウントで認証す
る必要があります。

4. [メール アドレスの入力] ボックスで、ユーザーのメールアドレスを入力します。複数のユー
ザーを追加する場合は、各アドレスをセミコロンで区切ります。
たとえば、「tdavis@example.com; jjohnson@example.com; hwilson@example.com」
のように入力します。
5. ドロップダウンリストからサイトロールを選択して、追加するすべてのユーザーにサイト
ロールを割り当てます。
サイトロールの定義については、ユーザーのサイトロールの設定を参照してください。
6. [ユーザーの追加] をクリックします。
新しいユーザーの電子メールアドレスが既にtableau.com のアカウントに関連付けられている
場合、ユーザーはこのアカウント用の既存の電子メールアドレスとパスワードを使用してサインイ
ンする必要があります。
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新しいユーザーの電子メールアドレスが既にtableau.com のアカウントに関連付けられていな
い場合、そのユーザーに姓と名前とパスワードを登録するプロンプトが表示されます。
ユーザーがそれらの値を提供するまで、Tableau Cloud のユーザーリストのエントリには、ピリオ
ドが前についた電子メールアドレスが表示されます。例は次のとおりです。
.snguyen@example.com
ユーザーがサインインした後、エントリがフルネームに更新されます。例は次のとおりです。
Susan Nguyen

ユーザーのサイトロールの設定
または Tableau Cloud のサイトにユーザーを追加する場合、ライセンスタイプに関わらず、それ
らのユーザーにサイトロールを適用する必要があります。サイトロールはサイトに対してユー
ザーが持つことができる最大アクセスレベルを示します。コンテンツパーミッションと併せて、サイ
トロールにより、誰にパブリッシュと操作を許可するのか、パブリッシュされたコンテンツの表示の
みを許可するのか、サイト自体でサイトのユーザーと管理者を誰が管理するのかが決定されま
す。

ユーザー ライセンス、サイトロール、コンテンツパーミッションが連 係 するしくみ
ユーザーのライセンスタイプ、サイトロール、コンテンツパーミッションの交点により、ユーザーが
Tableau サイトで持つアクセスレベルが決まります。
1. ライセンスタイプはユーザーに関連付けられています。ユーザーに割り当てるサイトロー
ルにより、必要なライセンスタイプが決まります。
ユーザーが複数のTableau Cloud サイトのメンバーである場合、所属するすべてのサイ
トのライセンスが必要です。
2. サイトロールもユーザーレベルに設定されています。ユーザーが複数のTableau Cloud
サイトのメンバーである場合、そのユーザーは独立したサイトロールを持つことになりま
す。たとえば、同じユーザーが、あるサイトではサイト管理者 Creator サイトロール、別
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のサイトでは Viewer サイトロールを持つことができます。
サイトロールは、ユーザーが持つことができる最大の権限を定義します。
3. サイトロールの最大の権限をユーザーが利用できるかどうかは、コンテンツリソース(プロ
ジェクト、データソース、ワークブック) に対して設定されているパーミッションにより決まりま
す。
たとえば、あるユーザーはサイトに対して次のアクセス権を持つとします。
l
l
l

Creator ライセンス
Explorer サイトロール
プロジェクトに対する保存パーミッション機能

このシナリオでは、ライセンスにより、Web 編集環境または Tableau Desktop で新しいデータ
ソースへの接続とデータソースの作成が許可されるほか、パーミッションルールにより、プロジェク
トへの新しいデータソースの保存が許可されます。ただし、サイトロールは保存することを許可
しません。つまり、有効なパーミッションには保存機能が含まれていません。したがって、ユー
ザーはコンテンツをサイトにパブリッシュできません。
ユーザーがCreator ライセンスとCreator サイトロールを持っている場合でも、少なくとも1 つの
プロジェクトで保存機能がなければサイトにパブリッシュすることは一切できません。
詳細については、パーミッションを参照してください。

ユーザーのサイトロールの変 更
1. サイト管理者としてサイトにサインインし、[ユーザー] ページに移動します。
2. ユーザーを選択してから、[アクション] > [サイトロール] を選択します。
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3. 新しいサイトロールを選択し、[サイトロールの変更] をクリックします。

ポインターを情報アイコンに重ね、各サイトロールが許可する一般的な機能の最大レ
ベルを示すマトリクスを表示することができます。詳細は、各サイトロールで許可されて
いる一般的な機能に続行してください。
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各 サイトロールで許 可 されている一 般 的 な機 能
注: この情報は サイトロールに重点を置き、より一般化されています。ライセンスロールご
とに利用可能な共通の特定のタスクのリストについては、Tableau 価格ページのチームお
よび組織向けタブにあるマトリックスを参照してください。

Tableau サイトロール

サイトロール名

このサイトロールで許可される最大限の機能

Creator ライセンスを使用するサイトロール
—これらのサイトロールを持つユーザーには、Tableau Prep、Tableau Desktop、Tableau
Bridge、Tableau Mobile などのTableau クライアントに対するアクセス権があります。
サイト管理者 Creator

Tableau Cloud で最高のアクセスレベルです。
上記のとおりコンテンツに対する無制限のアクセス権があり
ますが、サイトレベルでのアクセス権は除きます。ブラウザ、
Tableau Desktop、または Tableau Prep でTableau また
は外部データに接続できます。新しいデータソースを作成
できます。コンテンツを作成してパブリッシュできます。
Tableau Server では、サーバー管理者が、サイト管理者
にユーザーの管理およびサイトロールとサイトメンバーシッ
プの割り当てを許可するかどうかを決定できます。Tableau
Server では既定で、またTableau Cloud では常に、サイト
管理者にはこれらの機能が許可されます。

Creator

以前のパブリッシャーサイトロールに類似していますが、新
機能が使用可能です。このサイトロールでは、管理者以
外は最大レベルのコンテンツアクセスが得られます。
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サイトロール名

このサイトロールで許可される最大限の機能
ブラウザでTableau または外部データへの接続、フロー、
データソース、ワークブックの作成とパブリッシュ、
Dashboard Starters へのアクセス、パブリッシュされたビュー
の操作機能の使用を行うことができます。Tableau Prep
または Tableau Desktop からデータに接続し、フロー、ワー
クブック、データソースのパブリッシュ(アップロード/保存) お
よびダウンロードも行うことができます。

Explorer ライセンスを使用するサイトロール
—これらのサイトロールを持つユーザーは、ブラウザまたは Tableau Mobile からサーバーにア
クセスできます。
サイト管理者 Explorer

サイトおよびユーザーの構成に対するアクセス権はサイト管
理者 Creator と同じですが、Web 編集環境からは外部
データまたは仮想接続に接続できません。
Tableau のパブリッシュされたデータソースに接続して新し
いワークブックを作成したり、既存のワークブックの編集や
保存を行うことができます。Tableau Prep フローをパブリッ
シュすることはできません。

Explorer (パブリッシュ可能)

既存データソースを使用してWeb からワークブックをパブ
リッシュしたり、パブリッシュしたビューの閲覧や操作を行っ
たり、すべての操作機能を使用したりできます。
Web 編集環境では、既存のワークブックを編集して保存
できます。ワークブックに埋め込まれたデータ接続から新し
いスタンドアロンデータソースを保存したり、外部データま
たは仮想接続に接続したり、新しいデータソースを作成し
たりすることはできません。Tableau Prep フローをパブリッ
シュすることはできません。
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サイトロール名

このサイトロールで許可される最大限の機能

Explorer

パブリッシュされたビューを閲覧および操作できます。コンテ
ンツをサブスクライブし、データドリブンアラートを作成した
り、Tableau のパブリッシュされたデータソースに接続した
り、アドホッククエリのためにWeb 作成環境でワークブック
を開いたりすることはできますが、作業は保存できません。
仮想接続に接続することはできません。Tableau Prep フ
ローをパブリッシュすることはできません。

Viewer (ビューアー) ライセンスを使用するサイトロール
Viewer (ビューアー)

他のユーザーが作成した、パブリッシュされたビューを表示
し、ほとんどの操作機能を使用することができます。ビュー
にサブスクライブしたり、イメージデータまたは概要データと
してダウンロードしたりできます。データへの接続、コンテン
ツの作成、編集、パブリッシュ、データアラートの設定は行
うことができません。
具体的な権限のリストについては、Tableau の価格ページ
のマトリックスのViewer 列を参照してください。
注: 以前のバージョンにもViewer (ビューアー) サイトロール
はありましたが、新しいViewer (ビューアー) サイトロールで
は追加の権限が付与されます。

その他のサイトロール
ライセンスなし

ライセンスのないユーザーは、Tableau Server または
Tableau Cloud にサインインできません。次の状況では、
ユーザーには「ライセンスなし」のロールが割り当てられま
す。
l

CSV ファイルからユーザーをインポートします。ライセ
ンスレベルはライセンスなしに設定されます。
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サイトロール名

このサイトロールで許可される最大限の機能
l

ユーザーの追加またはインポート時に、利用可能な
ライセンス数に達しました。

l

サイト上のコンテンツを所有するユーザーを削除しま
す。ユーザーは引き続きコンテンツを所有しますが、
何も行うことはできません。

コンテンツをパブリッシュできる人 物
以下のサイトロールではパブリッシュについて指定されたレベルのアクセス権が許可されます。
l

サイト管理者 Creator およびCreator は、完全な接続およびパブリッシュアクセスを許
可します。
これにはデータへの接続のほか、Tableau Desktop や Web 編集環境からの新しいフ
ロー、新しいワークブック、新しいデータソースのパブリッシュが含まれます。このサイト
ロールでは、既存のパブリッシュされたワークブックの編集や保存、または既存のデータ
ソースに対する更新のパブリッシュも許可されます。

l

Explorer (パブリッシュ可能) およびサイト管理者 Explorer では、各サイトロールで許
可されている一般的な機能で説明されているように、パブリッシュ権限に制限がありま
す。

l

Explorer、Viewer、読み取り専用、およびライセンスなしではパブリッシュが許可されま
せん。

ユーザーの表示、管理、削除
管理者はサイトのユーザー管理、たとえば、ユーザーの追加や削除、メンバーであるグループ
の設定、サイトロールの設定などを行うことができます。

サイトのユーザーの表示と管理
サイトに管理者としてサインインし、[ユーザー] を選択します。このページでは、次のいずれか

372

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
の操作でユーザーを管理できます。
l

グループメンバーシップやサイトロールを設定したり、サイトからユーザーを削除します。サ
イトでSAML シングルサインオンを構成した場合、選択したユーザーの認証タイプを設
定できます。

l

ユーザー名を選択し、それらのユーザーにおける所有コンテンツ、サブスクライブしている
ビュー、およびアカウント設定などの詳細を表示します。

ユーザーの検索
特定ユーザーを検索するには
右上にあるフィルターの切り替えを使用し、検索ボックスとサイトロールフィルターを表示しま
す。その後、検索ボックスまたはフィルターで、必要なユーザーを見つけます。
検索オプションは、表示名とユーザー名属性を確認します。
検索のワイルドカード文字としてアスタリスク(*) 文字を使用できます。たとえば、John*で検索
すると、「 John」 で始まるすべてのユーザー名が返されます。
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サイトからユーザーを削除
ユーザーがコンテンツ(プロジェクト、ワークブック、ビュー、またはデータソース) を所有していない
場合のみ、ユーザーを削除できます。コンテンツを所有しているユーザーを削除しようとすると、
ユーザーのサイトロールはライセンスなしに設定されますが、ユーザーは削除されません。
既定の[すべてのユーザー] グループで[Grant site role on sign in (サインイン時にサイトロール
を付与)] が有効になっている場合、そのユーザーのコンテンツを別のユーザーに再割り当てす
るか削除してから、ライセンスの取り消しや削除を行う必要があります。サインイン時にロール
を付与する方法については、「"サインイン時にロールを付与" の影響を受けるユーザーを削除
する」を参照してください。コンテンツ所有権の変更の詳細については、「コンテンツ所有権の
管理」を参照してください。コンテンツ所有権の管理

注: Tableau Server で管理者がサイトからユーザーを削除すると(また、ユーザーが1 つの
サイトのみに属している)、ユーザーもサーバーから削除されます。

1. サイトに管理者としてサインインし、[ユーザー] エリアに移動します。1 つまたは複数の
削除するユーザーを選択し、[アクション] > [削除] を選択します。

374

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

2. 確認ダイアログボックスで[削除] をクリックします。

ユーザーの認証タイプの設定
Google または SAML が有効になっているサイトでは、管理者がユーザーの認証タイプを指定
できます。たとえば、どのユーザーがシングルサインオン認証資格情報を使用してTableau
Cloud にアクセスできるかを指定できます。
認証タイプは、Tableau Cloudへのユーザーの追加時や追加後の任意のタイミングで割り当て
ることができます。
1. Tableau Cloud サイトにサインインし、[ユーザー] を選択します。
2. [サイトユーザー] ページで、認証タイプを割り当てるユーザーの隣にあるチェックボックスを
選択します。
3. [アクション] メニューで、[認証] を選択します。
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4. [認証] ダイアログボックスで[Google] または [Tableau with MFA (多要素認証を備
えた Tableau)] を選択します。

注
l

ユーザーの認証を[Tableau with MFA (多要素認証を備えたTableau)] から[Google]
に変更すると、そのユーザーが次にサインインする際、認証資格情報を入力するために
ID プロバイダーのサイトに転送されます。

l

既存のTableau 認証資格情報を持たずに外部のアイデンティティプロバイダーの認証
資格情報を使用してサインインしているユーザーの認証タイプをTableau に変更する
と、そのユーザーは Tableau からの新しいTableau 認証資格情報の作成についての指
示が記載されたメールを受信します。

l

Tableau では、常に[Tableau with MFA (多要素認証を備えたTableau)] 認証用に構
成されているサイト管理者アカウントを専用で使用することをお勧めします。ID プロバイ
ダーに問題が発生した場合、専用のTableau アカウントを使用するといつでも自分の
サイトにアクセスできます。

l

[Tableau with MFA (多要素認証を備えた Tableau)] 認証オプションの詳細について
は、「多要素認証 とTableau Cloud」を参照してください。

ユーザーのインポート
ユーザー情報を含むCSV ファイルを作成し、そのファイルをインポートすることによって、サイト
へのユーザーの追加プロセスを自動化することができます。CSV ファイルをインポートする場
合、ユーザーの認証タイプも指定します。
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サイト管理者は、特定のサイトにユーザーをインポートできます。サーバー管理者 (Tableau
Server のみ) は、サーバーレベルでユーザーをインポートし、後で複数のサイトに追加できま
す。

注: このトピックでは、既にCSV ファイルが作成済みであることを前提として、インポートの
手順を説明します。まだファイルを作成していない場合は、CSV インポートファイルのガイ
ドラインでファイルの書式の要件とインポートオプションの一覧を参照してください。

CSV ファイルからのユーザーの追 加
1. Tableau Cloud サイトにサインインし、[ユーザー] を選択します。
2. [ユーザーの追加] をクリックしてから、[ファイルからインポート] をクリックします。

[ユーザーのインポート] ダイアログボックスのオプションは、サイトへのユーザーのサインイン
方法によって変わります。
3. Google または SAML 認証がサイトで有効でない場合は、次の手順に進みます。
Google または SAML 認証がサイトで有効になっている場合は、新しいユーザーの認証
タイプを選択できます。
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l

サイトでGoogle または SAML 認証を有効にして、インポートしたユーザーが外
部のID プロバイダーを通じてTableau Cloud にサインインできるようにするには、
[Google 認証用にユーザーを追加] を選択します。

l

既定の電子メールアドレスとパスワードによる認証をユーザーが行うようにするに
は、[Tableau 認証用にユーザーを追加] を選択します。

4. [ファイル名] で[参照] をクリックし、CSV ファイルに移動して、[開く] をクリックします。
5. 個々のアカウントの内容を見るには、[詳細を表示する] を選択します。
先へ進むには、[ユーザーのインポート] をクリックし、最後のダイアログボックスで[終了]
をクリックします。
ユーザーが既にTableau Cloud サイトに存在し、インポートファイルによりユーザーで異
なるサイトロールが定義されている場合、新しいサイトロールの制限が現在のサイト
ロールより厳しい場合でも、CSV ファイルの定義に従って新しいサイトロールになりま
す。これには既存のサイト管理者が含まれます。

CSV インポートファイルのガイドライン
ユーザー情報を格納したコンマ区切りの値 (CSV) ファイルを作成し、インポートすることによっ
てユーザーの追加を自動化できます。CSV ファイルには、ライセンスレベルやパブリッシュアクセ
スなど、インポートと同時にユーザーに適用する属性を含めることができます。
ユーザーをインポートするには、サイト管理ページ、または tabcmd ユーティリティを使用できま
す。tabcmd を使用すると、CSV ファイルに含まれるすべてのユーザーにサイトロールを割り当
てるオプションが提供されます。詳細については、ユーザーのインポートまたは createsiteusers
filename.csv を参照してください。

CSV ファイル形 式 の要 件
ユーザーのインポート用のCSV ファイルを作成する場合は、ファイルが必ず次の書式要件を
満たすようにします。
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l

ファイルに列ヘッダーが含まれていない。Tableau Cloudファイル内の各行を1 人のユー
ザーと見なします。

l

ファイルは、UTF-8 形式であり、バイトオーダーマーク(BOM) が含まれています。

l

BIG-5 などのエンコードは UTF-8 に変換されています。この操作を行うには、テキストエ
ディターでファイルを開き、[名前を付けて保存] コマンドを使用します。

l

ユーザー名に"@" やそれを示す文字が含まれている場合 (ドメインセパレーターを除く)、
16 進形式で記号を参照する必要があります。\0x40
たとえば、user@fremont@mycompany.com は
user\0x40fremont@mycompany.com にする必要があります

CSV ファイルの必 須 の列
次の値は各ユーザーに必須です。
l

ユーザー名:ユーザーの電子メールアドレス

追 加 の CSV 列 オプション
各ユーザーについて、CSV ファイルに次のフィールドを含めることができます。指定がある場合、
Tableau Cloud はフィールドを使用しませんが、ファイル内で説明する必要があります。
l

ユーザー名。ユーザーの電子メールアドレス。この列のみが必須です。

l

パスワード。Tableau Cloud ではこのフィールドを使用しませんが、各行内で後続のフィー
ルドが正しく配置されるように区切る必要があります。

l

表示名。Tableau Cloud ではこのフィールドを使用しませんが、各行内で後続のフィール
ドが正しく配置されるように区切る必要があります。

l

ライセンスレベル。これは Creator、Explorer、Viewer (ビューアー)、またはライセンスな
しである場合があります。
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l

管理者レベル。Site または None を使用できます。

l

パブリッシュ機能利用可能な値は Yes/True/1 または No/False/0 です。

CSV ファイル サンプル入力

以下の例は Explorer サイトロールを許諾されるが、サイト管理者ではなく、適切なコンテンツ
パーミッションを持っているプロジェクトに対してパブリッシュ可能なユーザーを示しています。
user1@domain.com,,,Explorer,None,true
管理者レベル列を変更することで、次のユーザーをサイト管理者 Explorer サイトロールのある
サイト管理者としてインポートできます。
adminuser@domain.com,,,Explorer,Site,true
注
l

CSV ファイルにユーザー名の値 (メールアドレス) のみが含まれる場合 、そのユーザーは
メールでサイトへの招待状を受け取ります。ユーザーはサイトを結合してアカウントを作
成できますが、管理者がアカウント(表示名、ライセンスレベル、その他) を構成するま
でアカウントはライセンスなしのままとなります。

l

パスワード(2 番目の値) および表示名 (3 番目の値) フィールドは、Tableau Cloud では
使用されません。これらのフィールドに対して指定された値はすべて無視されます。
ただし、ユーザーにライセンスやパブリッシュのアクセス権を設定したい場合は、前述の
例に示されているように、ファイルにこれらのフィールド用の区切り文字を含める必要が
あります。

l

新規ユーザーは、Tableau Cloud へ初めてサインインする際にパスワードと表示名を選
択する必要があります。ユーザーがTableau コミュニティーフォーラムなど、Tableau アカ
ウントを既に持っている場合、既にパスワードを持っています。

l

CSV ファイルには、認証タイプ(Tableau、Google、または SAML) を設定するフィールド
が含まれていません。これは、ファイルをインポートする際にTableau Cloud で指定しま
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す。設定はすべてのインポートされたユーザーに適用され、個々のユーザーの認証タイプ
を変更できます。

注: 代わりに、tabcmd を使用してユーザーをインポートし、すべてのユーザーに適
用される認証タイプおよびサイトロールをcsv ファイルで設定できます。詳細につい
ては、「createsiteusers filename.csv」を参照してください。

CSV 設 定 とサイトロール
ユーザーのライセンスレベル、管理者、およびパブリッシュ設定が、ユーザーのサイトロールがイン
ポートプロセス中にどのように設定されるかを決定します。次の表は、設定がサイトロールに変
換される方法を示しています。
CSV の設定

サイトロール

License level=(any)

サーバー管理者。この設定は Tableau Server のみに
適用され、サーバー管理中にユーザーをインポートす

Administrator=System

る(つまり、特定サイトにサインインしていない) 場合に

Publisher=true

のみ有効です。

License level=Creator or Explorer

サイト管理者 Creator またはサイト管理者
Explorer。この設定は、特定のサイトへのサインイン

Administrator=Site

中にユーザーをインポートする場合にのみ有効です。

Publisher=true
License level=Creator

Creator

Administrator=None
Publisher=true
License level=Explorer

Explorer (パブリッシュ可能)

Administrator=None
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CSV の設定

サイトロール

Publisher=true
License level=Explorer

Explorer

Administrator=None
Publisher=false
License level=Viewer

Viewer (ビューアー)

Administrator=None
Publisher=false
License level=Unlicensed

ライセンスなし

Administrator=None
Publisher=false

サイトユーザーの表示状態の管理
既定では、パーミッションにより許可されている場合にはすべてのサイトユーザーが別名、プロ
ジェクトの所有権、他のユーザーによるコメントを表示することができます。[ユーザーの表示状
態] 設定を使用すると、管理者は、Viewer (ビューアー) や Explorer のサイトロールを持つ
ユーザーにサイト上の他のユーザーやグループが表示されるかを管理することができます。これ
は複数のクライアントにより使用されているサイトで重要な場合があります。サイトロールの詳
細については、ユーザーのサイトロールの設定を参照してください。

ユーザーの表 示 状 態 の制 限
[ユーザーの表示状態] を[Limited (制限)] に設定すると、特定のコラボレーションツールに影
響が及び、Tableau Cloud およびTableau Server のユーザー情報が非表示になります。ユー
ザーの表示状態を制限すると、Viewer (ビューアー) およびExplorer (サイト管理者 Explorer
を除く) の機能が無効になるか、他の領域からユーザー情報が削除されます。[ユーザーの表

382

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
示状態] が[Limited (制限)] に設定されている場合でも、Creator と管理者にはユーザー情報
が表示されます。
Explorers とViewer (ビューアー) (サイト管理者 Explorer を除く) でのユーザーの表示状態を制
限するには、以下の操作を行います。
l

サイトの [設定] ページに移動します

l

[ユーザーの表示状態] 設定で [Limited (制限)] を選択します

[ユーザーの表示状態] を[Limited (制限)] に設定する場合に影響があるサイト領域のリストを
次に示します。この機能がすべてのユーザーで無効になるという記載がなければ、管理者以外
のExplorer または Viewer (ビューアー) のみが影響を受けます。
領域

影響

検索

ユーザー情報が表示されない

コンテンツ所有者

ユーザー情報が表示されない (Explorer とViewer (ビューアー) は自
分を表示できないが、[マイコンテンツ] でコンテンツを確認できる)

プロフィール写真

ユーザー情報が表示されない

サブスクリプション

ユーザー情報が表示されない

推奨事項

類似ユーザーが表示されない (すべてのユーザー)

タグの追加/編集

Explorer とViewer (ビューアー) はタグを表示できるが、削除や変更
ができない

"このビューを表示した

無効

ユーザー"
「データに聞く」(Ask

無効

Data) の使用状況分
析
パーミッションダイアロ
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グ
名前付き共有

無効 (すべてのユーザー)

アラート

無効 (すべてのユーザー)
既存のアラートが一時停止する

コメント

無効 (すべてのユーザー)

パブリックカスタム

無効 (すべてのユーザー)

ビュー

既存のパブリックカスタムビューがプライベートとして表示される
アクセス権の要求

無効 (すべてのユーザー)

Tableau Desktop

Desktop でのワークブックのパブリッシュが無効になっている
ユーザーフィルターにユーザー情報が表示されない

Tableau Catalog

ユーザー情報が表示されない

(データ管理 に付属)

[ユーザーの表示状態] を[Limited (制限)] に設定すると、Tableau Server のREST API およ
びメタデータAPI 呼び出しは上記の表の説明に従って動作します。
サイトのユーザーは、ビューを操作して、フィルターの適用などのビューを変更できます。その
ユーザーが変更したビューを他のユーザーと共有する場合、またはユーザーがその変更された
ビュー(指標またはプライベートカスタムビューなど) から何かを作成した場合、そのユーザーの
名前がURL に表示されます。この変更されたビューのURL は、そのユーザーの名前を表示で
きるユーザーにのみ配布されるようにしてください。

注: ユーザーが複数のサイトのメンバーである場合、Tableau Cloud のサインインページに
メールを入力すると、ユーザーがメンバーになっているすべてのサイトの名前が返されま
す。
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ユーザーの表示状態の制限に関するベストプラクティス

管理者は、次の方法でユーザーとグループの情報が表示されないことも確認できます。
l

l
l
l

適切な関係者にコンテンツの提供のみを行うパーミッションを構成する。詳細については、

パーミッションを参照してください。
l ユーザーの表示状態が制限されていると
、ユーザー ID 情報は検索しても表示され
ませんが、検索しているユーザーにコンテンツに対する表示パーミッションがある場合
には、所有者の名前で検索を行うとユーザーがパブリッシュしたコンテンツが返される
場合があります。
l 同じプロジェ
クト内でタイトルが重複したワークブックをパブリッシュするユーザーには、
そのタイトルのワークブックが既に存在するという警告が表示されることがあります。
必要に応じて行レベルのセキュリティを適用します。
ダッシュボード内のメタデータにユーザー情報が含まれていないことを確認します。
ユーザーがアクセスできる計算にユーザー メタデータが含まれていないことを確認します
(ユーザー フィルターなど)。

ユーザーの表 示 状 態 を[完 全 ] に戻 す
管理者が[ユーザーの表示状態] を[完全] に戻したとき、[ユーザーの表示状態] を[Limited
(制限)] に設定してすべてのユーザーに対して無効にした機能 (コメントやアラートなど) はオフ
のままです。管理者は、サイトの[設定] ページでこれらの機能をもう一度有効にすることができ
ます。
[ユーザーの表示状態] を[完全] に設定したとき、以前の機能設定は保持されず、影響を受
ける機能は自動的にオンになりません。

サポートアクセスの有効化
Tableau Cloud 管理者は、承認済みのTableau サポート技術者がTableau Cloud サイトにア
クセスすることを許可して、サポートケースのトラブルシューティングの支援を得ることができま
す。既定では、この機能はすべてのサイトで無効になっています。サポートアクセスを許可する
にはこの機能を有効にします。
1. Web ブラウザーで管理者としてTableau Cloud にサインインし、サポートアクセスを有効に
するサイトに移動します。
2. ナビゲーションパネルで、[設定] をクリックします。
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3. [Tableau サポートアクセス] で、[Tableau サポートにサイトへのアクセスを許可する] を
選択します。
4. [保存] をクリックします。
有効にすると、Tableau サポート技術者にサポートユーザーロールが割り当てられ、サイトとそ
のコンテンツへの管理者レベルのアクセス権が付与されます。Tableau サポート技術者は、この
アクセス権を使用して情報を収集し、問題の診断や再現を行います。Tableau サポート技術
者は、ユーザーが許可しない限りユーザーのサイトに変更を加えません。
サポートユーザーロールは、Tableau サポート技術者にのみ割り当てることができます。サポー
トユーザーロールを新規または既存のサイトユーザーに追加することはできません。サポート
ユーザーロールが割り当てられたユーザーがサイトのユーザー制限に影響を及ぼすことはありま
せん。サイトに対するサポートユーザーロールを持つユーザーを表示するには、[ユーザー] タブ
をクリックします。

サポートアクセスの無 効 化
ザポートアクセスを無効にすると、サポートユーザーロールを持つユーザーは、サイトにサインオ
ンしていても自動的にサインアウトされます。サポートアクセスを無効にしないと、サポートユー
ザーロールを持つユーザーは 16 日後に自動的に削除されます。サポートユーザーが所有し
ていたコンテンツは、在任期間が一番長いサイト管理者に割り当て直されます。

グループを作成してユーザーを追加する
Tableau Cloud ユーザーをグループに整理して、複数のユーザーを管理しやすくできます。

グループの作 成
1. サイトで[グループ] をクリックし、[新規グループ] をクリックします。
2. グループの名前を入力します。
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必要に応じて、[Grant role on sign in (サインイン時にロールを付与)] 選択し、グルー
プの最小限のサイトロールを選択します。詳細については、サインイン時にライセンスを
付与を参照してください。
3. [作成] をクリックします。

注: 既定では、[すべてのユーザー] グループはすべてのサイトに存在します。サーバーに追
加されたすべてのユーザーは自動的に[すべてのユーザー] グループのメンバーとなります。こ
のグループは削除できませんが、このグループのパーミッションを設定することはできます。

ユーザーをグループに追 加 (ユーザー ページ)
1. サイトで、[ユーザー] をクリックします。
2. グループに追加するユーザーを選択し、[アクション] > [グループメンバーシップ] を選択し
ます。

Tableau Software

387

Tableau Cloud ヘルプ

3. グループを選択し、[保存] をクリックします。

ユーザーをグループに追 加 (グループページ)
1. [グループ] をクリックしてから、グループの名前をクリックします。
2. グループページで、[ユーザーの追加] をクリックします。
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3. 追加するユーザーを選択して、[ユーザーの追加] をクリックします。

サインイン時にライセンスを付与
サインイン時にライセンスを付与 (サインイン時にロールを付与) すると、ライセンスのない特定グ
ループのユーザーがライセンスを取得してTableau サイトにサインインすることができます。これに
より、管理者がライセンスを付与する作業が合理化され、ユーザーは Tableau を使用するため
にライセンスを申請する必要がなくなります。
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サイトロール機能と最小サイトロールの詳細については、ユーザーのサイトロールの設定を参
照してください。
たとえば、100 人の社員がいるマーケティング部門があり、そのうち25 人のユーザーだけが
Tableau Cloud にアクセスする必要がある場合を考えます。Tableau Cloud 管理者は、どの
25 人がTableau を必要としているのかわかりません。Tableau Cloud 管理者は、Explorer に
対する最小サイトロールを持つMarketing というユーザーグループを作成して、[サインイン時
にロールを付与] を選択し、マーケティングにいる100 人のすべてのメンバーをそのグループに追
加します。グループ全体にライセンスを付与する代わりに、マーケティング部門の25 人の
Tableau ユーザーがTableau Cloud サイトにサインインするときにExplorer ライセンスを付与し
ます。Tableau Cloud を必要としないユーザーは、サインインしない限りライセンスを取得しま
せん。

注: 利点とベストプラクティスの詳細については、Tableau のデータ主導型組織向けの計
画ツールであるTableau Blueprint にある「サインイン時にロールを付与」を参照してくださ
い。

サインイン時 にロールを付 与
新規または既存のグループで[サインイン時にロールを付与] を有効にできます。以下の手順
では、サインイン時にロールを付与する方法について説明します。ライセンスを使用する資格
のある対象者ではあるものの、使用しない可能性のある新しいユーザーを追加することができ
ます。会社に多数の対象ユーザーがいるものの、Tableau ライセンスの数が限られている場合
が例として考えられます。
1. サイトで新しいグループを追加します。
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l

[グループ] をクリックし、[新規グループ] をクリックします。

l

グループ名を追加します。
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l

[サインイン時にロールを付与] を選択し、グループの最小限のサイトロールを選
択します。この設定は、ライセンスとサイトロールが、Tableau Cloud サイトにサイ
ンインするグループユーザーにのみプロビジョニングされることを意味します。

l

[作成] をクリックします。

2. ユーザーのメールアドレスを個別に入力するか、CSV ファイルを使用してユーザーのイン
ポートし、サイトにユーザーを追加します。CSV ファイルは、CSV インポートファイルのガ
イドラインを使用して作成します。
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l

個別に追加する場合は、メールアドレスを入力します。ユーザーを追加する際
にGoogle 認証または SAML 認証を使用する方法については、サイトへのユー
ザーの追加を参照してください。
複数のユーザーを追加する場合は、各アドレスをセミコロンで区切ります。
たとえば、「tdavis@example.com; jjohnson@example.com;
hwilson@example.com」のように入力します。

l

これらのユーザーのサイトロールを[ライセンスなし] に設定します。

l

[ユーザーの追加] をクリックします。

3. ライセンスのない、これらの新しいユーザーを新しいグループに追加します。
l

[グループ] をクリックしてから、グループの名前をクリックします。

l

グループページで、[ユーザーの追加] をクリックします。

l

追加するユーザーを選択して、[ユーザーの追加] をクリックします。

詳細については、グループを作成してユーザーを追加するを参照してください。

"サインイン時 にロールを付 与 " が有 効 になっているユーザー ロールを変 更 す
る
"サインイン時にロールを付与" を使用しているグループにユーザーが含まれる場合、そのユー
ザーロールは、サインインの有無にかかわらず、ライセンスなしに設定したり、そのグループに設
定された最小サイトロールよりも低いロールにダウングレードしたりできません。ただし、管理者
はユーザーのサイトロールを手動でアップグレードできます。
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ユーザーのサイトロールをダウングレードするか、サイトからユーザーをライセンス解除するには、"
サインイン時にロールを付与" が有効になっているグループからユーザーを削除します。
エンドユーザーライセンス契約の条項に従って、承認ユーザーベースで付与されたライセンス
は、新しいユーザーに恒久的に再割り当てすることができます。ユーザーは、より高いロールで
サーバーソフトウェアにアクセスすることを恒久的に停止する場合にのみ、下位のサイトロール
(ライセンスなしを含む) にダウングレードできます。

"サインイン時 にロールを付 与 " の影 響 を受 けるユーザーを削 除 する
ユーザーがコンテンツを所有していない場合のみ、サイトからユーザーを削除できます。コンテン
ツを所有しているユーザーを削除しようとすると、ユーザーのサイトロールはライセンスなしに設
定され、すべてのグループから削除されますが、ユーザーはサイトから削除されません。コンテン
ツの所有者を削除するには、"サイトロールの付与" が有効になっているグループから所有者を
削除するか、コンテンツ所有権を別のユーザーに再割り当てします。詳細については、ユーザー
の表示、管理、削除ヘルプトピックの「サイトからユーザーを削除」を参照してください。
既定の"すべてのユーザー" グループで"サイトロールの付与" が有効になっている場合、コンテ
ンツを所有しているユーザーをサイトから削除したり、ライセンスなしに設定したりできません。こ
れらのユーザーを削除またはライセンス解除するには、コンテンツ所有権を別のユーザーに再割
り当てしてから、ユーザーを削除またはライセンス解除します。
REST API を使用して、ワークブックのコンテンツ所有権を再割り当てできます。詳細について
は、REST API ドキュメンテーションの「ワークブックを更新する」を参照してください。REST API
を使用して、サイトからユーザーを削除し、コンテンツ所有権を別のユーザーに転送することもで
きます。詳細については、REST API ドキュメンテーションの「サイトからユーザーを削除する」を
参照してください。
Tableau Cloud でのコンテンツ所有権の再割り当てに関する詳細については、コンテンツ所有
権の管理を参照してください。

追加ライセンスの購入
Tableau Web ストアを通じて追加ライセンスを購入することで、いつでもTableau Cloud 展開
を拡張できます。
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どのアカウントが対 象 になりますか?
Web ストアを通じて追加ライセンスを購入するには、次の要件を満たす必要があります。
l

カスタマーポータルアカウント管理者。

l

政府または非営利組織以外のアカウント。

現在、これらの要件を満たしていない場合、当社の営業チームに連絡して、ライセンスを購
入してください。

Tableau Web ストアにアクセスする
Tableau Web ストアにリダイレクトして追加ライセンスを購入するには、次の手順を実行しま
す。
1. サイト管理者としてTableau Cloud サイトにサインインし、[ユーザー] ページに移動しま
す。
2. [ユーザー] ページで、[追加ライセンスの購入] をクリックし、[Web ストアに移動] をクリッ
クします。Web ストアが別のブラウザータブで開きます。

3. Tableau アカウントを使用してWeb ストアにサインインします。以前カスタマーポータル
で認証を受けた場合は、サインインを求めるプロンプトが表示されない場合がありま
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す。

4. ドロップダウンメニューを使用して、追加するCreator、Explorer、Viewer ライセンスの
数を選択します。

5. [現在の展開に追加] をクリックし、Web ストアの[連絡先と請求] セクションと[概要と支
払い] セクションに進みます。
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10 分以内に、注文確認と新しいライセンスに関する情報が通知されます。新しいライセンス
は、支払い後すぐにTableau Cloud サイトに表示されます。

コンテンツアクセスの管 理
サイトのコンテンツにアクセスできるユーザーを管理し、コンテンツの所有権を制御するパーミッ
ションを設定できます。

コンテンツの Web 編集、保存、およびダウンロードアクセスを設
定する
Web 作成機能をサイトで有効にしている場合は、サイトでこの機能にアクセスできるユーザー
を正確に設定することができます。コンテンツレベルでのサイトロールとパーミッションルールを
使用して、プロジェクト、ワークブック、データソースに対するWeb 編集、保存、またはダウン
ロード機能のパーミッションを付与または拒否できます。

注: 本ドキュメントでは、パーミッションルールで機能名を指定するためにWeb 編集 という
フレーズを使用します。また、web 作成 とは、サーバー上でワークブックを作成したり変更
したりする一般的な機能を指します。ただし、これらのフレーズが入れ替わって使用され
る場合もあります。

ユーザーのサイトでの直 接 作 業 を許 可 する理 由
管理者として、人々がサイトにコンテンツを投稿するのを表面的にでも無条件に許可すること
には疑問を持たれるかもしれません。しかし、少し制御するだけでその実行場所を管理するこ
とができ、また、コンテンツを一元管理することは管理者とユーザーの双方に大きなメリットがあ
ります。
Web 作成の是非

パブリッシャーやビジネスユーザーにとって、Web 作成には以下のメリットがあります。
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l

入力を提供する中心的な場所と共に、共同で作業に参加するアナリストチームが提供さ

l

れる。
Tableau Desktop を持たないユーザーがデータソースに接続してワークブックを作成できる

l

ようになる。
Tableau Desktop コンピューターや VPN から離れた場所にいるユーザーが、コンピューターと

l

ハンドヘルドデバイスのどちらを使用していても、コンテンツにアクセスできるようになる。
Tableau レポート全般の一貫性を保つことができるフレームワークが提供される。ワークブッ
クのテンプレートをサイト上で利用可能にすることにより、アナリストは新しいワークブックをダ
ウンロードしたり、接続、ブランディング、書式設定がすでに完了しているデータを使用して新
しいワークブックを作成したりできます。

管理者にとっては、次のようなメリットがあります。
l
l
l
l

管理とサポートのために展開するTableau Desktop が少なくなる。
データベースドライバーをインストールする必要があるコンピューターが少なくなる。
コンテンツを管理する権限。
ユーザーが Tableau で何を行うかより正確に監視できる。

Web 編集には、次のような不利な点があります。
l

アナリストにとって、Web 編集は Tableau Desktop と同程度には機能が豊富ではない (同

l

程度に近づきつつはあります)。
管理者にとって、サーバー上で作業する人が多いと、システムのアップグレードの必要が生じ

l

る。
パブリッシュのガイドラインを設けることなくサイト上でコンテンツを拡散できる可能性がある。
これは、パブリッシュされているTableau のダッシュボードとデータソースに依存する人々を
混乱させるだけでなく、結局はサーバーのパフォーマンスやデータの品質を低下させる可能
性があり、データのセキュリティにも影響を及ぼしかねません。

ユーザーに役 立 つパーミッションの管 理 でコンテンツの急 激 な拡 散 を防 ぐ
コンテンツのサイト上での急激な拡散を防ぐようにユーザーを支援するために、Tableau 管理者
の多くは、コンテンツに対する多様なレベルのアクセス権をプロジェクトで許可しています。たとえ
ば、あるプロジェクトでは、すべてのユーザーにワークブックの編集と保存を許可し、別のプロジェ
クトでは、認可されたパブリッシャーのみ新しいコンテンツを保存できるように構成できます。
この方法がどのように機能するかの詳細については、次のリソースを参照してください。
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l
l

マネージドセルフサービスに向けたプロジェクト、グループ、パーミッションの設定
「大規模な管理セルフサービス」 、Tableau ホワイトペーパー、Rupali Jain
PDF を表示するには Tableau Web サイトの認証資格情報が必要になる場合がありま
す。これはコミュニティフォーラムで使用したり、サポート事例の送信で使用するものと同じ
です。

適 切 なレベルのアクセス権 のための編 集 、保 存 権 限 とサイトロールを調 整
する
ワークブックを編集、保存、およびダウンロードするには、これらのアクションを許可するサイト
ロールに加えて、ユーザーは編集関連のアクセス権を付与または拒否するパーミッションルー
ルで定義されている権限を持っている必要があります。
サイトロール アクセス
l

適切なパーミッションがコンテンツレベルで設定されている場合、Creator または Explorer

(パブリッシュ可能) のサイトロールでは [保存] (上書き) および [名前を付けて保存]/[ダ
ウンロード] の両方が許可されています。
[ファイル] > [保存] はワークブック所有者のみが使用できます。プロジェクトおよびワーク
ブックレベルで[保存] パーミッション機能が付与されている場合、所有者以外のユー
ザーは、[ファイル] > [名前を付けて保存] を選択し、同じワークブック名を使用して、
Web 作成で既存のワークブックを上書きできます。これにより、既存のコンテンツが上書
きされ、所有者になってコンテンツへのフルアクセス権が得られます。
l

Explorer サイトロールには、[Web 編集] 機能と[名前を付けて保存]/[ダウンロード] 機
能を付与できますが、保存することはできません (既存のワークブックを上書きしたり、新し
いワークブックへの変更を保存したりすることはできません)。

詳細については、Web 編集とWeb 作成を参照してください。

マネージドセルフサービスに向けたプロジェクト、グループ、パーミッ
ションの設定
Tableau Cloud とTableau Server へのパブリッシュは簡単です。組織によっては、少し簡単す

ぎるくらいの作業です。有用な方法として、作成者が独自のコンテンツをパブリッシュできるよう
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になる前に、制御されたフレームワークを作成します。
コンテンツを整理して、ユーザーが適切なコンテンツを見つけてアクセスできるようにするには、マ
ネージドセルフサービスのサイトを構成すると便利です。つまり、コンテンツが整理され、検出可
能で、安全であることを保証するためのガイドラインと設定を用意することで、パブリッシュプロセ
スのボトルネックを解消することができます。
この記事では、、サイト管理者がマネージドセルフサービスのサイトを設定するために活用でき
る手法を示します。
1.
2.
3.
4.
5.

必要なグループとプロジェクトのタイプを特定する
グループを作成する
あいまいな点が残るパーミッションを削除し、既定のパーミッションパターンを確立する
プロジェクトを作成する
プロジェクトパーミッションをロックする

注: ここで提供する情報は、Tableau Visionaries および自身の経験を共有してくれた顧
客のプラクティスを基に変更を加え、簡略化しています。

展 開 を計 画 する
Tableau のパーミッションは、グループまたはユーザーのコンテンツ(プロジェクトやワークブックなど)
に適用されるルールで構成されます。これらのパーミッションルールは、特定の機能を許可また
は拒否することによって作成されます。

プロジェクト、グループ、パーミッションルールの包括的な計画を立てることは、新規に開始する
場合でも変更を加える場合でも役立ちます。詳細は自分で決められますが、すべての環境で
推奨されている2 つの重要なプラクティスがあります。
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l
l

個々のコンテンツではなく、プロジェクトでパーミッションを管理します。
個々のユーザーではなく、グループにパーミッションを割り当てます。

個々のユーザーレベルおよび各コンテンツ資産に対してパーミッションを設定していると、すぐに
管理不可能になります。
クローズドパーミッションモデルを使用する

パーミッション設定の一般的なモデルはオープンまたはクローズです。オープンモデルでは、ユー
ザーは高レベルなアクセス権を取得し、管理者は明示的に権限を拒否します。クローズドモ
デルでは、ユーザーは自分たちのジョブを実行するために必要なアクセス権のみを取得しま
す。これは、セキュリティの専門家が提唱するモデルです。このトピックの例は、クローズドモデ
ルに準じています。
Tableau パーミッションの評価方法の詳細については、「有効なパーミッション」を参照してくだ
さい。

必 要 なプロジェクトとグループのタイプを特 定 する
コンテンツ(プロジェクト内の) とユーザーのカテゴリ(グループとしての) に対応する構造を設計す
ることは、サイトを設定する上で最も難しい部分ですが、この設計により継続的な管理がはる
かに簡単になります。
プロジェクト: プロジェクトは、パーミッションを管理するためのユニットとしても、組織的およびナビ
ゲーション的なフレームワークとしても機能します。ユーザーが期待するコンテンツの検索方法
と論理的なパーミッション付与のバランスがとれているプロジェクト構造を作成します。
グループ: グループを作成する前に、ユーザーがコンテンツをどのように操作するかについて共通
のテーマを見つけることが役立つ場合があります。グループの作成に使用できるパターンを特定
してください。個々のユーザーに対する1 回限りのパーミッションは避けてください。

例: プロジェクトとグループの構造
たとえば、すべての人がアクセスできる会社全体のコンテンツと、制限を設ける必要があるいく
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つかのHR コンテンツがある環境を考えてみましょう。
プロジェクトには以下が含まれます。
l

Acme Corp 会議 。チケット販売のデータソースとワークブック、コンテンツ戦略のダッシュ
ボード、社内会議のプロジェクト計画が含まれます。

l

従業員の業績 。従業員の内部調査に関する匿名化されたデータソースとワークブックが
含まれます。

l

人事 。HR チームのメンバーのみが利用できるHR データソースとワークブックが含まれま
す。

各グループは従業員が行うべき内容と一致している必要があります。
l

コアコンテンツ作成者 。このグループは、上位レベルのプロジェクトにパブリッシュでき、デー
タソースに幅広くアクセスできるが、コンテンツを移動したり管理したりする必要がないユー
ザーを対象としています。

l

HR コンテンツ作成者 。このグループは、HR データソースにアクセスでき、HR プロジェクト
にパブリッシュできるユーザーを対象としています。

l

ビジネスユーザー。このグループは、コアコンテンツ作成者によって作成されたコンテンツにア
クセスできる必要があるが、HR コンテンツが存在することさえ知らないユーザーを対象として
います。

l

HR ユーザーこのグループは、HR プロジェクトのコンテンツにアクセスする必要があるが、コン
テンツを作成またはパブリッシュする権限を持っていないユーザーを対象としています。

l

コアプロジェクトリーダー。このグループは、HR ではないプロジェクトでプロジェクトリーダー
のステータスが付与される必要があるユーザーを対象としています。

サイトロールを考慮する

パーミッションは、グループやユーザーではなく、コンテンツに関連付けられていることに注意してく
ださい。グループに[探索] パーミッションを単独で付与することはできません。グループに付与で
きるのは、プロジェクトとそのコンテンツの[探索] パーミッションです。ただし、サイトロールが特定
のユーザーに付与されると、ユーザーが持つことができるパーミッションが定義または制限される
場合があります。ライセンス、サイトロール、パーミッションを関連付ける方法の詳細について
は、「パーミッション、サイトロール、ライセンス」を参照してください。
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グループを作 成 する
必要な情報を特定したらすぐにグループやプロジェクトを作成したくなるかもしれませんが、特
定の順序で作成することが重要です。
プロジェクト: プロジェクトは、[既定] プロジェクトを適切に構成してから作成してください(次の
セクションを参照)。これは、最上位のプロジェクトが[既定] プロジェクトをパーミッションルールの
テンプレートとして使用するためです。
グループ: グループを作成してから、パーミッションルールを作成する必要があります。ユーザー
はまだグループに追加する必要はありませんが、追加することはできます。グループの作成の
詳細については、「グループを使用したユーザー管理」を参照してください。
グループへのユーザーの追加の詳細については、「グループへのユーザーの追加」を参照してく
ださい。
ヒント: 複数のグループとプロジェクトを作成して、パーミッションを手動で設定するのは、面倒
な作業です。これらのプロセスを自動化し、将来のアップデートで繰り返し実行できるようにす
るために、これらのタスクをREST API コマンドを使用して実行できます。tabcmd コマンドは、
単一のプロジェクトやグループの追加や削除、ユーザーの追加などのタスクに使用できますが、
パーミッションの設定には使用できません。
複数のグループのメンバーシップ

[HR コンテンツ作成者] グループと[HR ユーザー] グループのユーザーを[ビジネスユーザー] グ
ループに含めることができます。これにより、大半のコンテンツのパーミッションを、コアコンテンツ
ユーザーとビジネスユーザーに簡単に割り当てることができます。ただし、そのシナリオでは、[ビ
ジネスユーザー] グループが人事フォルダーの機能を拒否されると、HR ユーザーも拒否される
ことになります。代わりに、[ビジネスユーザー] グループは未指定のままにしておく必要がありま
す。これにより、特定の[HR コンテンツ作成者] グループと[HR ユーザー] グループに適切な機
能が付与されます。
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これは、Tableau パーミッションに制限が設けられているためです。[ビジネスユーザー] グループが
特定の機能を拒否された場合、その拒否によって、両方のグループのユーザーに対して許可さ
れている別のパーミッションルールが上書きされてしまいます。

グループメンバーシップの割り当て方法を決定する際は、パーミッションルールの評価方法を理
解することが重要です。詳細については、「有効なパーミッション」を参照してください。

あいまいな点 が残 るパーミッションを削 除 し、既 定 のパーミッションパターンを
確 立 する
すべてのサイトには、[すべてのユーザー] グループと[既定] プロジェクトがあります。
[すべてのユーザー] グループ: サイトに追加されたすべてのユーザーは自動的に[すべてのユー
ザー] グループのメンバーになります。複数のグループに設定されたパーミッションルールとの混同
を避けるために、[すべてのユーザー] グループからパーミッションを削除することをお勧めします。
[既定] プロジェクト: [既定] プロジェクトは、サイト内の新しいプロジェクトのテンプレートとして機
能します。すべての新しい最上位レベルプロジェクトは、[既定] プロジェクトからパーミッション
ルールを取得します。[既定] プロジェクトでベースラインのパーミッションパターンを確立すると、
新しいプロジェクトの予測可能な開始点になります(ネストされたプロジェクトは、[既定] プロジェ
クトではなく、親プロジェクトからパーミッションルールを継承することに注意してください)。
[既定] プロジェクトで[すべてのユーザー] グループのパーミッションルールを削除します。
1. [探索] を選択し、サイトで最上位レベル プロジェクトを表示します。
2. [既定] プロジェクトの [アクション] (…) メニューで、[パーミッション] を選択します。
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3. [すべてのユーザー] グループ名の横にある[…] を選択し、[Delete Rule… (ルールを削
除…)] を選択します。
これにより、すべてのユーザーに競合するパーミッションを割り当てることなく、完全に制御でき
るグループに対してパーミッションルールを確立できます。複数のルールを評価して、有効な
パーミッションを決定する方法の詳細については、「有効なパーミッション」を参照してください。
パーミッションルールを作成する

すべての新しい最上位レベルプロジェクトが継承する[既定] プロジェクトの基本的なパーミッ
ションパターンを設定できるようになりました。[既定] プロジェクトのパーミッションルールを空の
ままにして、新しい最上位レベルプロジェクトごとにパーミッションを個別に作成することもできま
す。ただし、大半のプロジェクトに適用する必要のあるパーミッションルールがある場合は、[既
定] プロジェクトでそれらのルールを設定すると便利です。
プロジェクトのパーミッションダイアログには、コンテンツのタイプごとにタブが含まれていることに注
意してください。プロジェクトレベルでコンテンツのタイプごとにパーミッションを設定する必要があ
ります。そうしないと、ユーザーはそのコンテンツタイプへのアクセスを拒否されます(ユーザーに
明示的に許可されている場合にのみ、機能が付与されます。機能を[未指定] とすると、その
機能は拒否されます。詳細については、「有効なパーミッション」を参照してください)。
ヒント: プロジェクトレベルでパーミッションルールを作成するたびに、すべてのコンテンツタイプタ
ブを確認してください。
必要に応じて、パーミッションルールを作成します。
1. [+ グループ/ユーザー ルールの追加] をクリックし、入力を開始してグループ名を検索しま
す。

2. 各タブで、ドロップダウンから既存のテンプレートを選択するか、または、機能をクリックし、カ
スタム ルールを作成します。

3. 完了したら、[保存] をクリックします。
パーミッションの設定の詳細については、「パーミッションの設定」を参照してください。

例: 各コンテンツタイプに対するプロジェクトレベルのパーミッショ
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ン
この例では、ほとんどのユーザーがプロジェクトの大部分を利用できるようにする必要がありま
す。[既定] プロジェクトでは、パーミッションルールテンプレートを使用して、コアコンテンツ作成
者にパブリッシュ権限を付与し、他のすべてのユーザーにはワークブックを操作する権限のみを
付与します。
グループ

コア コンテンツ作成

プロジェクト

パブリッシュ

ワーク

データ

(その他のコンテ

ブック

ソース

ンツ)

パブリッ

パブリッ

シュ

シュ

ビュー

探索

ビュー

なし

ビジネス ユーザー

ビュー

探索

ビュー

なし

HR ユーザー

ビュー

探索

ビュー

なし

プロジェクトリーダーとして

N/A

N/A

N/A

者
HR コンテンツ作成

ビュー

者

コア プロジェクトリー
ダー

設定

このパターンはクローズドモデルに従い、ほとんどのユーザーに対して、大半のコンテンツの基本
的なパーミッションのみを使用するよう制限を設けます。新しい最上位レベルプロジェクトが作
成されると、これらのルールは既定で継承されますが、パーミッションルールは必要に応じてプロ
ジェクトごとに変更できます。[人事] プロジェクトでは、これらのパーミッションを削除し、独自の
パターンを確立する必要があることに注意してください。

プロジェクトを作 成 し、パーミッションを調 整 する
[既定] プロジェクトをカスタムパーミッションテンプレートを使用して設定したら、残りのロジェクト
を作成できます。各プロジェクトで、必要に応じて既定のパーミッションを調整できます。
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プロジェクトを作成するには、次の手順を実行します。
1. [探索] を選択し、サイトで最上位レベル プロジェクトを表示します。
2. [新規] ドロップダウンから、[プロジェクト] を選択します。
3. プロジェクトに名前を付け、必要に応じて説明を追加します。
命名規則を設定すると便利です。たとえば、基本的な構造を<DepartmentPrefix><Team>
- <ContentUse> (例: DevOps - モニタリング) という形式にできます。
プロジェクトのサムネイルと[プロジェクト詳細] ページにカーソルを合わせると、説明が表示され
ます。適切な説明があることで、操作が正しいことをユーザーに知らせることができます。
4. 必要に応じてパーミッションを調整 します。
a. 新しいプロジェクトを開きます。
b. [アクション] メニュー (...) から、[パーミッション] を選択します。
c. 必要に応じて、パーミッションルールを変更します。すべてのコンテンツタブを確認

することを忘れないでください。

コンテンツパーミッションをロックする
パーミッションルールに加えて、プロジェクトにはコンテンツパーミッションの設定があります。この
設定は、[ロック] (推奨) または [カスタマイズ可能] の2 つの方法のいずれかで構成できます。
プロジェクトをロックすることで、一貫性が維持され、プロジェクト内のすべてのコンテンツに(コン
テンツタイプごとに) 統一されたパーミッションが設定されます。カスタマイズ可能なプロジェクト
では、権限を持つユーザーがコンテンツに個別のパーミッションルールを設定できます。詳細に
ついては、「コンテンツパーミッションをロックする」を参照してください。
コンテンツパーミッションの設定に関係なく、パーミッションは常にコンテンツに適用されます。

可 能 なプロジェクト構 造
組織によっては、特定の目的に応じたプロジェクトを作成すると便利な場合があります。以下
にプロジェクトの例とその使用目的を示します。これらはサンプルテンプレートであるため、必ず
お使いの環境で構成をテストしてください。
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各コンテンツタイプのパーミッションルールテンプレートに含まれる機能については、パーミッション
の機能を参照してください。

例: 特定の目的のためのパーミッション設定
サーバー上で自由にコラボレーションできる共有されたワークブック

同じ部門にいる誰もが公開されたコラボレーションプロジェクトにパブリッシュできます。コンテンツ
は開発中の段階です。同僚はサーバーのWeb 編集機能を使用してコラボレーションできま
す。この機能は Sandbox と呼ばれたり、ステージングと呼ばれたりします。このプロジェクトで
は、Web の編集、保存、ダウンロードなどを実行できます。
共同で作業できるだけでなく、Tableau Desktop を持っていないユーザーでもフィードバックが寄
せられるようになります。
グループ

プロジェクト

ワークブック

データソース

(その他のコンテンツ)

データ案内人

パブリッシュ

パブリッシュ

パブリッシュ

TBD

アナリスト

パブリッシュ

パブリッシュ

探索

TBD

ビジネス ユーザー

パブリッシュ

パブリッシュ

探索

TBD

パブリッシュテンプレートの一部の機能 (上書きなど) は、その機能が許可されている場合でも、
ユーザーのサイトロールによって制限される可能性があることに注意してください。

注: 「TBD」は、これらのパーミッションルールがこのシナリオでは簡単に判断できないことを
示しますが、特定の環境に適している場合は設定できます。
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編集不可能な共有レポート

これは、ワークブックおよびデータソースを作成するユーザー(アナリストおよびデータ案内人)
が、「真似」されたり修正されたりすることがないと確信できるコンテンツをビジネスユーザーに対
して閲覧できるようにする場合にパブリッシュできるプロジェクトです。
このタイプのプロジェクトでは、サーバーのデータを再利用するために編集または取得できる機
能をすべて拒否します。許可するのは機能の閲覧です。
グループ

プロジェクト

ワークブック

データソース

(その他のコンテンツ)

データ案内人

パブリッシュ

TBD

パブリッシュ

TBD

アナリスト

パブリッシュ

パブリッシュ

ビュー

TBD

ビジネス ユーザー

ビュー

ビュー

なし

なし

アナリストが接続する吟味されたデータソース

これは、すべてのデータ要件を満たし、組織にとって「信頼できるソース」となるデータソースを
データ案内人がパブリッシュする場所になります。このプロジェクトのプロジェクトリーダーは、こ
れらのデータソースを承認して検索結果の高ランクに位置付けたり、お勧めのデータソースに
含めたりできます。
認可されたアナリストがワークブックをこのプロジェクトのデータソースに接続することは許可しま
すが、ダウンロードや編集はできないようにします。[ビジネスユーザー] グループへのビュー機能
を拒否するため、このグループのユーザーはこのプロジェクトを表示することもできません。
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グループ

プロジェクト

ワークブック

データソース

(その他のコンテンツ)

データ案内人

パブリッシュ

TBD

パブリッシュ

TBD

アナリスト

ビュー

なし

ビュー

なし

ビジネス ユーザー

なし

なし

なし

なし
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非アクティブなコンテンツ

サイトの管理ビューが一定期間表示されていないワークブックおよびデータソースを隔離するこ
ともできです。コンテンツをサーバーから削除する前にコンテンツ所有者に時間制限を与えま
す。
これを行うか、ワーキングプロジェクトから直接削除してしまうかは、組織で決定します。アクティ
ブな環境にある場合は、使用されていないコンテンツが削除される心配はありません。
グループ

プロジェクト

ワークブック

データソース

(その他のコンテンツ)

データ案内人

なし

なし

なし

なし

アナリスト

ビュー

ビュー

TBD

TBD

ビジネス ユーザー

なし

なし

なし

なし

ワークブックテンプレートのソース

これは、ユーザーがダウンロードできるがパブリッシュや保存はできないプロジェクトです。認可さ
れたパブリッシャーまたはプロジェクトリーダーによってワークブックのテンプレートが利用できるよう
になります。組織で許可されたフォント、色、画像、および内蔵されたデータ接続を使用したテ
ンプレートによって、作成者は大幅な時間短縮を実現し、レポートのスタイルに一貫性を持た
せることができます。
グループ

プロジェ

ワークブック

クト

(その他のコン

ソース

テンツ)

パブリッ

TBD

認可された作

パブリッ

成者

シュ

データ案内人

なし

なし

なし

なし

アナリスト

ビュー

テンプレート: 探索

ビュー

なし
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+

機能 : ワークブックのダウンロード/コ
ピーの保存
ビジネス ユー

なし

なし

なし

なし

ザー

次 のステップ
プロジェクト、グループ、パーミッションに加え、その他のデータ管理のテーマとして次の内容があ
ります。
ユーザーの教育

すべての Tableau ユーザーが優れたデータ案内人になれるようにします。最も成功を収めてい
るTableau 組織では、Tableau のユーザーグループを作成して定期的にトレーニングセッショ
ンなどを開催しています。
ユーザーがサイトを正しく理解できるようになるための一般的な手法については、ダッシュボー
ドベースのカスタムポータルを参照してください。
パブリッシュおよびデータ認証のヒントについては、以下のトピックを参照してください。
l

ユーザーが信頼できるデータを見つけやすくするため認証を使用する

l

ワークブックのパブリッシュの準備 (Tableau ヘルプ)

l

パブリッシュされたデータソースのベストプラクティス(Tableau ヘルプ)

抽出の更新およびサブスクリプションのアクティビティの最適化
Tableau Server を使用している場合は、抽出の更新およびサブスクリプションスケジュールに
関するポリシーを作成して、サイトのリソースに影響を与えないようにします。Wells Fargo およ
びSprint によるTC カスタマーのプレゼンテーションで、これらの課題について詳しく取り上げて
います。また、「パフォーマンス調整」のトピックも参照してください。
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Tableau Cloud を使用する場合は、次のトピックを参照して抽出の更新を実行する方法につ
いてよく理解しておいてください。
l

データを最新に保つ

l

Tableau Bridge を使用したデータの鮮度に関するオプションの拡張

監視
管理ビューを使用して、サイトのパフォーマンスおよびコンテンツの使用を監視します。
管理ビュー

プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセスの管理
Tableau Desktop ユーザーがTableau Cloud のサイトにコンテンツをパブリッシュするときに、パブ
リッシュ先のプロジェクトを選択できます。
プロジェクトは、ワークブック、データソース、「データに聞く」レンズ、ネストされたプロジェクトなど
のコンテンツのナビゲーション、整理、およびアクセス管理に使用できます。
以下のイメージでは、Web 作成環境で"Operations (運営)" のトップレベルプロジェクト内のコ
ンテンツが表示されています。"Operations (運営)" プロジェクトにはいくつかのネストされたプロ
ジェクト(強調表示) とパブリッシュされたワークブックが含まれています。プロジェクトには、データ
ソースやフローなど他のコンテンツタイプも含まれることがあります。
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プロジェクトを使 用 する理 由
プロジェクトは、Tableau Cloud にパブリッシュされたコンテンツへのアクセスを管理するために、
拡張可能なプロセスを作成するのに役立ちます。プロジェクトの利点:
l

管理者は、より密接にコンテンツを使用するプロジェクトリーダーにコンテンツ管理を委任で
きます。サイトまたはサーバー設定への管理者アクセス権限をプロジェクトリーダーに付与
する必要はありません。
l

プロジェクトリーダーはネストされたプロジェクトをトップレベル プロジェクトの下に作
成でき、単一階層内にチームのコンテンツを維持することが可能となります。

注: プロジェクト所有者は、自分が所有する上位レベルのプロジェクトを削除できま
す。プロジェクトリーダーはトップレベル プロジェクトを削除できません。
セルフサービスユーザーがサイトを参照しやすくなります。
l Tableau Cloud サイトをエリ
アに分割します。これらのエリアは、エリアにパブリッシュさ
れたデータの使用方法、または使用するTableau ユーザー グループに基づいて、
ユーザーにアクセス権を付与します。
l

l
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l

プロジェクトを使用する必要がないグループにはプロジェクトを非表示にしたり、区別
可能なプロジェクトの命名規則を作成したり、プロジェクトの説明を活用してプロジェ

l

クトの使用方法を明確にしたりできます。
パーミッションを効果的に追跡できます。
l グループ内のユーザーが必要と
するコンテンツアクセス権のレベルに基づいてグループ
を作成し、プロジェクトに既定のパーミッションを作成できます。これにより、新しい
ユーザーが既定で取得する機能がどれか、またこれと同様に、新しいプロジェクトの
作成時にすべてのユーザーが取得する機能がどれかを正確に把握することができま
す。

プロジェクト階層を作成する場合 (例)

多くの組織には、それぞれ独特な Tableau ユーザーグループがあり、それぞれに独自の優先順
位やリーダーが存在します。これらのグループは、組織全体に関わるコンテンツを共有する(もし
くは、組織全体のデータソースプールからコンテンツを取り出す) こともありますが、主に、自分
のチーム専用のデータやレポートを使用します。このようなまたはこれに近いシナリオの場合、プ
ロジェクト階層の使用例は次のようになります。
1. サイトまたはサーバー管理者は、異なるTableau チームごとにトップレベル プロジェクトを作
成することができます。
2. 各トップレベル プロジェクトごとに、チーム リーダーにプロジェクトリーダーのステータスを割り
当て、プロジェクトの所有権を変更します。プロジェクトリーダーは実質的にはコンテンツ管理
者であるため、Tableau におけるパーミッションのしくみと、Tableau のコンテンツ管理のベス
トプラクティスを理解する必要があります。
3. 各プロジェクトリーダーは自分のプロジェクトを管理し、チームにとって都合の良い構造をプロ
ジェクト内に作成することができます。つまり、チーム メンバーがどのように協力し、どのように
データやレポートを共有するかを考慮して、必要な子プロジェクトを作成することができま
す。
サイト管理者にとってのメリットは、システムの健康状態に集中できることです。Tableau ユー
ザーにとってのメリットは、Tableau およびデータを使用するためのベストプラクティスを理解した
人物がチームのためにこれらを管理できることです。パーミッションの変更やプロジェクトの追加を
行うために、IT 部門にリクエストを提出する必要はありません。
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プロジェクトレベルの管 理
プロジェクトの管理の詳細については、「プロジェクトを使用したパーミッションの管理」を参照し
てください。

プロジェクトを追 加 してそこにコンテンツを移 動 させる
Tableau コンテンツ(ワークブック、データソース、メトリクスなど) はプロジェクトに含まれている必
要があります。Tableau Server 2022.3 およびTableau Cloud 2022 年 10 月以降では、外部
アセット(データベースとテーブル) もプロジェクトに含まれている必要があります。サーバーおよび
サイト管理者はサイト上のトップレベルプロジェクトを追加または削除し、パブリッシュされている
コンテンツを1 つのプロジェクトから別のプロジェクトに移動できます。適切なサイトロールを持
つプロジェクトリーダーは、子プロジェクトを追加または削除し、コンテンツをプロジェクトリーダー
としてのアクセス権限があるプロジェクト間で移動できます。
この記事はプロジェクトの作成と移動の手順を含みます。以下の関連コンテンツも理解してお
くことをお勧めします。
l

プロジェクトについて学び、使用するタイミングと理由を知るには、プロジェクトを使用し
たコンテンツへのアクセスの管理を参照してください。

l

プロジェクト階層を作成する前に、パーミッションの内容を読み、理解しておいてくださ
い。

l

完全なプロジェクトリーダーアクセス権を許可する特定のサイトロールの詳細について
は、プロジェクトレベルの管理を参照してください。

トップレベルまたは子 (ネストされた) プロジェクトを追加する

1. 管理者またはプロジェクトリーダーとしてTableau Cloud にサインインして[探索] を選
択し、以下のいずれかを実行します。
l

[New (新規)] > [プロジェクト] を選択し、新しいトップレベルプロジェクトを作成
します (これを実行できるのは管理者のみです)。

l
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サブプロジェクトを作成するプロジェクトに移動して、それを開き、[New (新規)] >
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[プロジェクト] を選択します。子プロジェクトがある場所がわからない場合は、[探
索] の横にあるドロップダウンメニューから[すべてのプロジェクト] を選択するか、右
上のフィルターを使用します。
2. プロジェクトの名前と説明を入力してから、[作成] をクリックします。

プロジェクトの説明に、書式設定やハイパーリンクを含めることができます。構文について
は、[書式設定のヒントを表示] を選択してください。

Tableau Software

415

Tableau Cloud ヘルプ
注: プロジェクトの説明を後から編集するには、選択して開き、その名前の隣にあ
る情報アイコンを選択し、[編集] をクリックします。

アセットを別のプロジェクトに移動する

1. [探索] セクションで、移動するアセットを見つけます。右上のフィルターを使用して検索
するか、プロジェクト階層内を検索することができます。
2. ワークブックの[アクション] (…) メニューで[移動] を選択します。
3. ワークブックから新しいプロジェクトを選択し、[コンテンツを移動] をクリックします。

プロジェクトを移動すると、子プロジェクトとそれらのアセットを含めた、プロジェクト内のす
べてのコンテンツが移動します。
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プロジェクトの移動がパーミッションに与える影響

プロジェクトを移動すると、プロジェクトリーダーのパーミッションは新しいプロジェクト環境に適応
します。
l

対象プロジェクト階層がロックされた状態の場合、以前のプロジェクトリーダーパーミッ
ションが削除され、新しいプロジェクトリーダーパーミッションが対象階層のトップレベルに
設定されている内容に従って付与されます。

l

対象プロジェクト階層がカスタマイズ可能な状態の場合、以前に黙示的に付与されて
いたプロジェクトリーダーパーミッションが削除され、明示的に設定されていたパーミッショ
ンは保持され、新しいプロジェクトリーダーパーミッションが対象階層のトップレベルに設
定されている内容に従って付与されます。

プロジェクトとアセットを移動すると、パーミッションが影響を受ける可能性があります。詳細につ
いては、パーミッションを参照してください。
プロジェクトを削除する

プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトに含まれているすべてのTableau コンテンツも削除さ
れます。プロジェクトを削除し、コンテンツは削除しない場合は、コンテンツを別のプロジェクトに
移動させてから、プロジェクトを削除します。
データベースやテーブルなどの外部アセットは削除されませんが、プロジェクトからは除去されま
す。これらのアセットは、外部アセットに引き続き存在します。
重要
l

プロジェクトの削除はやり直しできません。

l

プロジェクトを削除すると、子プロジェクトとそれらのコンテンツを含む、すべてのコンテンツ
が削除されます。

l

既定プロジェクトを削除することはできません。

プロジェクトを削除するには
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1. [探索] セクションで、削除するプロジェクトを見つけます。プロジェクトがある場所がわか
らない場合は、[探索] の横にあるドロップダウンメニューから[すべてのプロジェクト] を選
択するか、右上のフィルターを使用します。
2. プロジェクトの[アクション] (…) メニューで[削除] を選択します。
3. プロジェクトを削除することを確認します。
アセットを移動するための要件

アセットの移動は、アセットを1 つのプロジェクトから削除して別のプロジェクトへパブリッシュする
ことと実際に似ています。管理者以外の場合は、移動元のプロジェクトと移動先のプロジェク
トで必要となるパーミッションが異なります。
必要なサイトロール

アセットを移動するには、ユーザーに次のサイトロールのいずれかが必要です。
l

サーバー管理者 (Tableau Server のみ)

l

サイト管理者 Creator またはサイト管理者 Explorer

l

Creator または Explorer (パブリッシュ可能)

サーバー管理者またはサイト管理者のサイトロールを持つユーザーには、追加機能は必要あ
りません。
コンテンツの移動先 プロジェクトで必要となるパーミッション

管理者以外は、移動先プロジェクトに対するパブリッシュパーミッション機能が必要です。
コンテンツの移動元 プロジェクトで必要となるパーミッション

管理者以外のユーザーは、次の要件を満たす必要があります。
l

元のプロジェクトのプロジェクト所有者、プロジェクトリーダー、またはコンテンツ所有者で
ある必要があります。
または
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l

コンテンツに対する移動パーミッション機能がなければなりません(データソースの場合、
そのデータソースの所有者)。ユーザーがデータベースとそのテーブルを移動するときは、
データベースとそのテーブルの移動機能を保持している必要があります。

アセットの移動の詳細については、「コンテンツの移動」を参照してください。

プロジェクトイメージの追 加
Tableau Cloud で管理するプロジェクトの区別 (およびユーザーによるプロジェクトの検索) に役
立つよう、表示される画像をサムネイルに追加できます。イメージは次の要件を満たしている
必要があります。
l

イメージには HTTPS プロトコルを使用してアクセスできるようにする必要があります。共有
ネットワークディレクトリおよび関連プロトコル (UNC、SMB、AFP、NFS など) はサポートさ
れていません。プロジェクトイメージの HTTP プロトコルは、Google Chrome でサポートされ

l

ていません。
プロジェクトにアクセスするすべてのユーザーに、ターゲットイメージに対する「読み取り専

l

用」以上のパーミッションが必要です。
イメージは、一般的なインターネット形式 (.jpg、.png、または .gif) にする必要があります。
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プロジェクトイメージの設定

1. Tableau Cloud でサイトへサインインします。アクセス権がある[最上位のプロジェクト] の
リストで、更新するプロジェクトを選択するか、これに移動します。この例では、
"Statistics (統計)" プロジェクトフォルダーにイメージを追加します。
子プロジェクトをどこで見つければよいかわからない場合は、[検索] ドロップダウンリスト
を使用し、[すべてのプロジェクト] を選択します。
2. [詳細] アイコン(i) をクリックし、[プロジェクトの詳細] ダイアログボックスを開いてから、
[編集] をクリックします。

3. [詳細] フィールドには「Global and US statistics (世界規模および米国の統計)」など、
プロジェクトの説明を入力することができます (オプション)。プロジェクトの説明の末尾
で、次の構文を使用してイメージのURL を追加します。
!http://www.example.com/image.png!
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[書式設定のヒントを表示] を選択して、説明文を書式設定できる方法を確認します。

注: プロジェクトの説明に埋め込まれたイメージはサイズ変更や配置を行うことがで
きません。推奨サイズは 300 x 184 ピクセルです。300 x 184 ピクセルではないイメー
ジは、サムネイルの幅に合うように拡大、縮小、またはトリミングできます。さらに、プ
ロジェクトの説明の末尾に追加し、! (感嘆符) で囲む必要があります。そのようにし
ないと、サムネイルとして表示されません。

4. [保存] をクリックします。

Tableau Software

421

Tableau Cloud ヘルプ

サイトユーザーにコンテンツへのアクセスを要求できるようにする
パーミッションは、ユーザーがプロジェクト内のワークブック、ビュー、またはコンテンツに対する表
示アクセス権を持っているかどうかを決定します。既存のサイトユーザーがアクセス権を持たな
いコンテンツまたはプロジェクトをクリックした場合は、[アクセス権の要求] を選択して、そのコン
テンツのパーミッションを管理する所有者に要求を送信できます。

誰かがアクセスを要求すると、そのコンテンツ(プロジェクトレベルまたはワークブックレベルのいず
れか) のパーミッションを管理する所有者は、要求者の名前と電子メール、要求されたコンテン
ツまたはプロジェクト、要求されたアイテムに対するパーミッションを制御するプロジェクトまたは
コンテンツ管理へのリンクを含む電子メールを受信します。
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たとえば、ユーザーがワークブックへのアクセスを要求し、コンテンツのパーミッションがプロジェクト
に対してロックされている場合、プロジェクト所有者はその要求を受け取ります。同様に、ユー
ザーがワークブックへのアクセスを要求し、プロジェクトのパーミッションがワークブックの所有者に
よって管理されている場合、ワークブックの所有者はその要求を受け取ります。
パーミッションが付与されると、所有者は依頼者に電子メールを送信して、プロジェクトまたは
ワークブックに対する表示機能があることを知らせることができます。

既 定 の設 定
新しいサイトでは、アクセス要求の設定が既定で有効になっています。無効になっている場合
に、設定を有効にするには:
1. サイトの [設定] ページの [全般] タブに移動します。
2. [全般] タブで、[アクセスの要求] までスクロールダウンし、[ユーザーがプロジェクト、ワークブッ
ク、およびビューへのアクセスを要求できるようにする] を選択します。
3. [保存] をクリックします。

プロジェクトパーミッションの構 成
プロジェクトのコンテンツパーミッションを調整することで、アクセス要求を受け取るユーザーを制
御できます。コンテンツのパーミッションが次の場合:
l
l

プロジェクトにロック: プロジェクトの所有者が要求を受け取ります。
所有者によって管理: ワークブックの所有者は、要求を受け取ります。

プロジェクトを使用してコンテンツアクセスを管理するには、プロジェクトを使用したコンテンツへの
アクセスの管理 およびパーミッションを参照してください。
パーミッションルールの評価方法の詳細については、パーミッション: パーミッションルールの評
価」を参照してください。

プロジェクトパーミッションの変 更
管理者、プロジェクトリーダーの場合
プロジェクト自体とそのプロジェクト内のコンテンツの両方で、パーミッションをプロジェクトレベルで
設定できます。たとえば、プロジェクトレベルでワークブックパーミッションを構成すると、そのプロ
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ジェクトにパブリッシュされたすべてのワークブックはそれらの既定のパーミッションを継承します。
ただし、Creator がパブリッシュ時にパーミッションを変更することも、特定のユーザーがパブリッ
シュ済みコンテンツに対するパーミッションを変更することもできます。プロジェクトレベルで設定
されたパーミッションを実行するために、コンテンツパーミッションをプロジェクトにロックできます。
詳細については、「アセットパーミッションのロック」を参照してください。
プロジェクトレベルでパーミッションを設定するには:
1. プロジェクトに移動します。
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。[パーミッション] ダイアログ
ボックスが開きます。
このダイアログボックスには、上部のパーミッションルールと下部の有効なパーミッショング
リッドの2 つの主要な領域があります。タブを使用して、コンテンツのタイプ間を移動しま
す。

424

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
上部で行を選択すると、有効なパーミッショングリッドへの入力が行われます。これを使
用してパーミッションを確認します。機能を表す指標にカーソルを合わせると、その特定
のユーザに対して機能が許可または拒否される理由が表示されます。
3. 既存のパーミッションルールを変更するには、ルールを選択し、機能ボックスをクリックして、
許可/拒否/未指定を切り替えます。
4. 新しいルールを作成するには、
a. [+ グループ/ユーザー ルールの追加] を選択します。
b. ドロップダウンボックスからグループまたはユーザーを選択します。これにより、パーミッ
ションルールを構成できる行が作成されます。
5. パーミッションルールの行
a. 各コンテンツタイプタブのドロップダウンボックスから既存のパーミッションロールのテン
プレートを選択します。

b. または、[コンテンツタイプ] タブに移動して機能をクリックし、カスタム ルールを作成しま
す。機能は 1 回クリックすると[許可]、2 回クリックすると[拒否] に設定され、3 回目
のクリックでは選択が解除されます ([指定されていません])。

6. 完了したら、[保存] をクリックします。

コンテンツのパーミッションの変 更
管理者、プロジェクトリーダー、コンテンツ所有者の場合
プロジェクトのパーミッションがロックされていない場合、個々のコンテンツのパーミッションを変更
できます。
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警告: Tableau では、Tableau サイト内のプロジェクトレベルでパーミッションを管理することを
推奨しています。これらの手順は、所有者がパーミッションを管理しているプロジェクトのコンテ
ンツにのみ関連します。
コンテンツのパーミッションの設定

1. コンテンツ(ワークブック、データソース、フロー、データの役割) に移動します。
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。[パーミッション] ダイアログ
ボックスが開きます。
このダイアログボックスには、上部のパーミッションルールと下部の有効なパーミッショング
リッドの2 つの主要な領域があります。

上部で行を選択すると、有効なパーミッショングリッドへの入力が行われます。これを使
用してパーミッションを確認します。機能を表す四角にマウスポインターを置くと、特定
のユーザーでその機能が許可または拒否されている理由についての情報が表示されま
す。
3. 既存のパーミッションルールを変更するには、その行の [アクション] メニュー (..) を開いて [編
集] をクリックします。
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4. 新しいルールを作成するには、
a. [+ ユーザーまたはグループルールの追加] を選択します。
b. 必要に応じて、右側のドロップダウンボックスを使用して、グループとユーザーを切り替
えます。
c. ドロップダウンボックスからグループまたはユーザーを選択します。これにより、パーミッ
ションルールを構成できる行が作成されます。
5. パーミッションルールの行で、ドロップダウンボックスから既存のパーミッションロール テンプ
レートを選択するか、機能をクリックしてカスタム ルールを作成します。
機能は 1 回クリックすると[許可]、2 回クリックすると[拒否] に設定され、3 回目のクリック
では選択が解除されます ([指定されていません])。
6. 完了したら、[保存] をクリックします。
ビューのパーミッションの設定

状況によっては、ビューを含むワークブックとは別にビューのパーミッションを指定することが有益
な場合があります。パブリッシュされたビューにパーミッションを設定するには、パブリッシュされた
ワークブック内のビューに移動し、上記の手順を行います。
警告: ワークブック内でビューレベルのパーミッションを設定することは可能ですが、できる限りプ
ロジェクト(またはワークブック) レベルでパーミッションを管理することを強くお勧めします。ビューが
パーミッションを継承するには、プロジェクトをロックするか、[シートをタブとして表示] でワークブッ
クをパブリッシュする必要があります。詳細については、サイトユーザーにコンテンツへのアクセス
を要求できるようにするを参照してください。

パーミッション
パーミッションは、ユーザーがワークブックやデータソースなどのコンテンツを操作する方法を決定
します。パーミッションは、パーミッションダイアログ内で設定するか、または REST API から設定
します。ダイアログの上部で、パーミッションルールはグループまたはユーザーの機能を構成しま
す。下部のパーミッショングリッドには、ユーザーの有効なパーミッションが表示されます。
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パーミッションの検討、設定、および管理の方法について説明している、相互に関連するト
ピックがいくつかあります。主なトピックは次のとおりです。
l

このトピック: 基本事項、プロジェクトやその他のコンテンツに対してパーミッションルールを設
定する方法、および特定のシナリオに対するパーミッションの考慮事項について説明しま
す。

l

l

l

l
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パーミッションの機能とテンプレート: パーミッションルールの作成に使用されるさまざまな機
能を詳細に説明します。
プロジェクトを使用したパーミッションの管理 : プロジェクトを使用したパーミッションの管理
と、ネストされたプロジェクトやロックされたプロジェクトがどのようにパーミッションに影響を与
えるかについて説明します。
有効なパーミッション: パーミッションルールの評価方法と最終的なパーミッションの決定方
法を説明します。
パーミッション、サイトロール、ライセンス: サイトでユーザーが行える操作を決定するため
に、パーミッションがどのようにサイトロールおよびライセンスと相互作用するかについて説明
します。
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また、データ管理 がライセンスされている場合、外部アセットに対するパーミッションには追加の
考慮事項があります。詳細については、「外部資産でのパーミッションの管理」を参照してくださ
い。

パーミッションの基 本
プロジェクトとグループ
Tableau サイトは、コンテンツの整理にプロジェクトを、ユーザーの整理にグループを使用しま
す。パーミッションルールが次の場合は、パーミッションの管理が容易になります。
l
l

個々のコンテンツではなく、プロジェクトレベルで設定します。
個人ではなくグループに対して設定されます。

パーミッションは、既に存在するユーザー、グループ、プロジェクト、またはアセットに対してのみ設
定できます。ユーザーおよびグループの作成、プロジェクトの作成、コンテンツのパブリッシュの詳
細については、「ユーザーとグループの管理」、「プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセスの
管理」、「データソースとワークブックのパブリッシュ」を参照してください。
機能とパーミッションのルール
パーミッションは、コンテンツの表示、Web 編集、データソースのダウンロード、コンテンツの削除
といった操作を実行できる機能 で構成されます。パーミッションルールは、アセットに対し、どの
機能がユーザーやグループに許可または拒否されるかを決定します。
機能とパーミッションルールのテンプレートの詳細については、「パーミッションの機能とテンプレー
ト」を参照してください。

注: 一般にパーミッションについて語るとき、「ユーザーには削除 権限 が必要」という表現を
よく見かけます。これは幅広いコンテキストで理解しやすい文言です。ですが、この記事の
ように、技術的なレベルでパーミッションを扱う場合は、「削除 機能 」と言う方が正確です。
このトピックでは、より正確な用語である機能 を使用しますが、他の箇所ではパーミッション
と書かれている場合があることに注意してください。
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機能アイコンとその意味については、「パーミッションの機能とテンプレート」を参照してください。
ライセンスレベル、サイトロール、および複数のパーミッションルール間での相互作用は、ユー
ザーが実行できる操作とできない操作の最終的な決定に関係します。各ユーザーに対して、
これが有効なパーミッションになります。詳細については、有効なパーミッションを参照してくだ
さい。
ブラウザーから新しいワークブックを作成したり(Web 作成)、コンテンツを移動したりするなどの
一部のタスクは、1 つの機能に包括されるとは限らず、複数の機能を具体的に構成すること
が必要な場合があります。詳細については、「特定のシナリオでのパーミッション設定」を参照
してください。

パーミッションの設 定
パーミッションルールは、プロジェクトレベルとコンテンツレベルで、または Tableau Desktop から
コンテンツをパブリッシュする場合、設定がそれぞれ異なります。

注: 「プロジェクトのパーミッション」という語句には、2 つの意味があります。プロジェクト自
体のパーミッション機能 (ビューとパブリッシュ) があり、これはユーザーがプロジェクトと対話
する方法を制御します。また、他のコンテンツタイプに対するプロジェクトレベルのパーミッ
ションルールの概念もあります。この記事の「プロジェクトレベルのパーミッション」とは、プロ
ジェクトのパーミッションダイアログで構成されたワークブック、データソース、およびその他の
アセットに対するパーミッションルールを意味します。これは、特定のワークブックやデータ
ソースなどに設定できる「コンテンツレベル」のパーミッションルールとは対照的です。

プロジェクトレベルのパーミッション
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管理者、プロジェクト所有者およびプロジェクトリーダーの場合
プロジェクトレベルでパーミッションを設定するには:
1. プロジェクトに移動します。
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。

[パーミッション] ダイアログが開きます。このダイアログには、上部のパーミッションルールと
下部の有効なパーミッショングリッドの2 つの主要な領域があります。各コンテンツタイプ
にはタブがあります。下の図は、[ワークブック] タブを示しています。
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上部で行を選択すると、有効なパーミッショングリッドへの入力が行われます。これを使
用してパーミッションを確認します。カーソルを合わせると、特定のユーザーで機能が許
可または拒否されている理由についての情報が得られます。
3. 既存のパーミッションルールを変更するには、そのコンテンツタイプに適したタブを選択し、
機能をクリックします。
4. ルールを作成するには、[+ グループ/ユーザールールの追加] をクリックし、入力を開始して
グループまたはユーザーを検索します。各タブで、ドロップダウンボックスから既存のテンプ
レートを選択するか、機能をクリックして、カスタム ルールを作成します。
機能は 1 回クリックすると[許可]、2 回クリックすると[拒否] に設定され、3 回目のクリッ
クでは選択が解除されます ([指定されていません])。
5. 完了したら、[保存] をクリックします。
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すべてのコンテンツタイプにプロジェクトパーミッションを設定する

プロジェクトのパーミッションダイアログには、コンテンツのタイプごとにタブが含まれています。プロ
ジェクトレベルでコンテンツのタイプごとにパーミッションを設定する必要があります。設定しない
場合、ユーザーはそのコンテンツタイプへのアクセスを拒否されます。機能は明示的に許可され
た場合にのみユーザーに付与されます。機能を[未指定] にすると、その機能は拒否されます。
ヒント: プロジェクトレベルでパーミッションルールを作成するときは、必ずすべてのコンテンツタイ
プのタブを確認してください。
アセットのパーミッションの設定を構成する

プロジェクトレベルで設定されたパーミッションルールは、そのプロジェクトに保存されたコンテンツ
と、そのプロジェクトに含まれるネストされたプロジェクトの既定のルールとして機能します。これら
のプロジェクトレベルの既定のルールを統一するか、または編集可能かどうかは、アセットのパー
ミッションの設定によって決まります。この設定は、[ロック] または [カスタマイズ可能] の2 つの方
法のいずれかで構成できます。詳細については、「アセットパーミッションのロック」を参照してくだ
さい。

コンテンツレベルのパーミッション
管理者、プロジェクトリーダー、コンテンツ所有者の場合
プロジェクトのアセットのパーミッションがカスタマイズ可能な場合、個々のアセットのパーミッション
を変更することができます。以下の情報は、ロックされたプロジェクトのアセットには関係ありませ
ん。詳細については、「アセットパーミッションのロック」を参照してください。
ヒント: カスタマイズ可能なプロジェクトの個々のアセットに対するパーミッションを設定することは
可能ですが、プロジェクトレベルでパーミッションを管理することを推奨します。
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アセットのパーミッションの設定

1. アセット(ワークブック、データソース、またはフローなど) に移動します
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。

[パーミッション] ダイアログが開きます。このダイアログには、上部のパーミッションルールと
下部の有効なパーミッショングリッドの2 つの主要な領域があります。(上部にタブがな
いことに注意してください。アセットレベルでのパーミッションダイアログにはタブがありませ
ん)。
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上部で行を選択すると、有効なパーミッショングリッドへの入力が行われます。これを使
用してパーミッションを確認します。機能を表す四角にマウスポインターを置くと、特定の
ユーザーでその機能が許可または拒否されている理由についての情報が表示されま
す。
3. 既存のパーミッションルールを変更するには、機能をクリックします。
4. ルールを作成するには、[+ グループ/ユーザールールの追加] をクリックし、入力を開始して
グループまたはユーザーを検索します。ドロップダウンから既存のテンプレートを選択するか、
機能をクリックしてカスタム ルールを作成します。
機能は 1 回クリックすると[許可]、2 回クリックすると[拒否] に設定され、3 回目のクリック
では選択が解除されます ([指定されていません])。
5. 完了したら、[保存] をクリックします。
ビューのパーミッションの設定

ヒント: ワークブック内でビューレベルのパーミッションを設定することは可能ですが、プロジェクト
(または必要に応じてワークブック) レベルでパーミッションを管理することを強くお勧めします。
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ワークブックが[シートをタブとして表示] チェックボックスをオンにしてパブリッシュされた場合、そ
のワークブックのビューは、そのワークブックに設定されているすべてのパーミッションを継承しま
す。ビューのパーミッションダイアログは読み取り専用になります。
状況によっては、ビューを含むワークブックとは別にビューのパーミッションを指定することが有益
な場合があります。[シートをタブとして表示] をオフ(シートタブを非表示) にしてワークブックが
パブリッシュされた場合、ビューはワークブックのパーミッションで開始されますが、その後は独立
して設定することができます。これは、ワークブックのパーミッションルールが変更された場合、そ
れらの変更はビューに適用されず、各ビューのパーミッションを個別に管理する必要があること
を意味する点に注意してください。
詳細については、「シートタブの表示または非表示」を参照してください。

パブリッシュのパーミッションの設 定
コンテンツパブリッシャーの場合
プロジェクトのアセットのパーミッションがカスタマイズ可能な場合は、Tableau Desktop からパブ
リッシュするときに個々のアセットのパーミッションを設定できます。以下の情報は、ロックされた
プロジェクトのコンテンツには関係がありません。詳細については、「アセットパーミッションのロッ
ク」を参照してください。
ヒント: カスタマイズ可能なプロジェクトの個々のアセットに対するパーミッションを設定することは
可能ですが、プロジェクトレベルでパーミッションを管理することを推奨します。
1. [パブリッシュ] ダイアログボックスで、[パーミッション] の [編集] リンクをクリックします。
[編集] リンクが使用できない場合はパーミッションがプロジェクトにロックされており、プロジェ
クト所有者、プロジェクトリーダー、管理者を除き変更することができません。
2. [パーミッションの追加/編集] ダイアログには、既存のパーミッションルールが表示されます。
[追加] をクリックしてパーミッションルールを追加するか、[編集] をクリックして既存のパー
ミッションルールを変更します。
a. 左側のペインからグループまたはユーザーを選択します。グループを展開すると、含
まれるユーザーを確認できます。
b. 右側のペインの上部にあるセレクターを使用して既存テンプレートを選択するか、ラ
ジオボタンを使用してカスタム ルールを作成します。
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パブリッシュを行うダイアログから有効なパーミッションを調査することはできない点に注意
してください。
3. 完了したら、[OK] をクリックして、パブリッシュを再開します。

注: Tableau Prep Builder のフローをパブリッシュしているときにパーミッションを設定すること
はできません。フローに対するパーミッションを設定するには、「プロジェクトレベルのパーミッ
ション」または「コンテンツレベルのパーミッション」の手順を参照してください。

すべてのユーザー グループをクリーニングする

既定ではすべてのユーザーが、コンテンツに対して基本的なパーミッションを持つ「すべてのユー
ザー」グループに追加されます。独自のパーミッションルールを構築するときに何もない状態から
開始するため、「すべてのユーザー」のルールを完全に削除するか、または編集してすべての
パーミッションを削除することをお勧めします( パーミッションロールテンプレートは [なし] に設定し
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ます) 。これにより、特定のユーザーに適用されるルールの数を減らし、今後あいまいさが生じ
ないようにするのに役立ち、有効なパーミッションを理解しやすくなります。

特 定 のシナリオでのパーミッション設 定
特定のアクションでは、パーミッション機能に加え、場合によってはサイトロールの組み合わせ
が必要になります。以下はいくつかの一般的なシナリオと必要なパーミッションの構成を示して
います
保存、パブリッシュ、上書き

パーミッションでは、保存とは基本的にパブリッシュのことです。したがって、[上書き] および[コ
ピーを保存] の機能は、パブリッシュを許可する、管理者、Creator、または Explorer (パブリッ
シュ可能) のサイトロールを持つユーザーにのみ付与できます。Explorer や Viewer (ビュー
アー) サイトロールはパブリッシュ、上書き、またはコピーを保存を行うことができません。
l

プロジェクトの パブリッシュ機能を使用すると、ユーザーはそのプロジェクトにコンテンツをパ
ブリッシュできます。

l

l

[上書き] 機能を使用すると、ユーザーは既存のコンテンツを上書きして保存することができ
ます。コンテンツを上書きして保存すると、ユーザーはそのコンテンツの所有者になります。ま
た、ユーザーは [上書き] 機能を使用して、メトリクスの説明やデータの役割の同義語など、
既存のコンテンツの軽微な側面を編集することができます。この方法で既存のコンテンツを
編集しても、コンテンツの所有者は変更されません。
[コピーを保存] 機能を使用すると、ユーザーはコンテンツの新しいコピーを保存できます。
これは通常、Web 作成と同時に行われ、ユーザーが変更を保存できることを意味していま
す。

すべてのコンテンツはプロジェクトとしてパブリッシュされる必要があるため、少なくとも1 つのプロ
ジェクトで[パブリッシュ] 機能がない限り、ユーザーはコンテンツを[保存] または [名前を付けて
保存] できないことに注意してください。プロジェクトレベルで[パブリッシュ] 機能がない場合、
そのコンテンツをパブリッシュすることはできません。
Web 編集では、[ファイル] メニューの[保存] オプションのみがコンテンツ所有者に表示されま
す。その所有者ではないユーザーに[上書き] 機能がある場合 (コンテンツの保存を許可す
る)、[ファイル] > [名前を付けて保存] を使用し、ワークブックに全く同じ名前を付ける必要が
あります。既存コンテンツを上書きしようとしている旨の警告メッセージが表示されます (実際に
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上書きできます)。逆に、[コピーを保存] 機能しかないユーザーが同じ名前を使用しようとする
と、既存コンテンツを上書きするパーミッションがない旨のエラーが表示されます。
そのコンテンツ所有者ではないユーザーがコンテンツを上書きする場合、そのユーザーは所有者
になり、所有者に伴うすべてのパーミッションを持ちます。その後、コンテンツに対する元の所有
者のアクセス権は、所有者ではなくユーザーとしてのパーミッションで決まります。

注: [ワークブックのダウンロード/コピーを保存] はワークブックに使用する結合機能です。こ
の機能をExplorer に付与することはできますが、コピーを保存ではなく、ワークブックのダウ
ンロードのみを行うことができます。Explorer (パブリッシュ可能)、Creator、または管理者の
サイトロールにその機能を付与すると、ワークブックのダウンロードと名前を付けて保存の

両方 を行うことができます。

Web 編集とWeb 作成

Web 編集とWeb 作成の機能によって、ユーザーはブラウザーでワークブックを直接編集または
作成することができます。
パーミッション機能は Web 編集 と呼ばれ、サイト設定は Web 作成 と呼ばれます。このセクショ
ンでは、Web ベースの編集操作やパブリッシュ操作のすべてをWeb 作成 と呼びます。
この機能を有効にするためのいくつかの要件があります。
l

l

ユーザーのサイトロール: ユーザーは適切なサイトロールを持っている必要があります。
l Viewer (ビュ
ーアー) は Web 編集を行うことができません。
l Explorer には Web 編集機能を付与できますが、
パブリッシュは行えません。基本的
に、Web 編集を使用し、既存コンテンツに基づいて疑問に対する答えをその場で見
つけることはできますが、編集内容を保存することはできません。
l Explorer (パブリ
ッシュ可能) またはサイト管理者 Explorer はパブリッシュできますが、
サイトに既にパブリッシュ済みのデータを使用することしかできません。
l Creator、
サイト管理者 Creator、サーバー管理者は、データソースをパブリッシュし
て作成できます。
パーミッション機能 : ユーザーは必要な機能に基づき、必要なパーミッション機能を持ってい
る必要があります。
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必要なパーミッションの機能設定
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オプションは、この機能が必要な機能とは関係ないことを示しています
パブリッシュ済み Tableau データソースでのデータアクセス

Tableau サイトにパブリッシュされたデータソースには、Tableau 環境内にパーミッションだけで
なく、ネイティブ認証を含めることができます。
データソースをTableau サイトにパブリッシュする場合、パブリッシャーはパブリッシュされたデータ
にアクセスするための認証資格情報を設定する方法を選択することができます。この記事で
は、データソースの認証資格情報を取り扱う方法について記載しています (データベースへの
ログインや Google スプレッドシートでの認証資格情報の入力をユーザーに求めるなど)。この
認証は、どのテクノロジーによりデータを保持するかによって制御されます。データソースがパブ
リッシュされるときに、これを埋め込むことができます。またはデータソースのパブリッシャーがユー
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ザーにデータソースの認証資格情報を求めるメッセージを表示するようにすることもできます。
詳細については、「データソースのパブリッシュ」を参照してください。
また、Tableau でユーザーに表示 (ビュー) や、パブリッシュ済みデータソースへの接続 (接続) を
許可または拒否するデータソース機能もあります。これらの機能は、Tableau の他のパーミッ
ションと同様に設定されます。
パブリッシュ済みデータソースを使用するワークブックがパブリッシュされると、作成者は、ワーク
ブックを使用するユーザーでTableau 認証の動作方法を制御することができます。作成者はパ
ブリッシュ済みデータソースに対するワークブックのアクセス権を[Embed password (パスワード
の埋め込み)] (作成者のデータソースに対する接続アクセス権を使用) または [Prompt users
(ユーザーにメッセージを表示)] (ワークブックを表示しているユーザーの接続アクセス権を使用)
のいずれかに設定します。データソース認証も必要となる場合があります。
l

ワークブックが [パスワードの埋め込み] に設定されている場合、ワークブックを閲覧するすべ
てのユーザーには、データソースに対する作成者のアクセス権に基づいてデータが表示され
ます。

l

ワークブックが [Prompt users (ユーザーにメッセージを表示)] に設定されている場合、
Tableau が制御するアクセス権がデータソースで確認されます。ワークブックを使用する
ユーザーがデータを表示するには、パブリッシュ済みデータソースで接続機能を持つ必要が
あります。パブリッシュ済みデータソースも[Prompt user (ユーザーにメッセージを表示)] に
設定されている場合、ビューアーはデータソース自体の認証資格情報も入力する必要が
あります。

データソース

データに対

に対するワーク するデータ
ブックの認証

ワークブックを使用するユーザーでデータアクセスを評価する
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パスワードの

ユーザーがワークブックの作成者であるかのようにデータが表

埋め込み

埋め込み

示される

パスワードの

ユーザーに

ユーザーがワークブックの作成者であるかのようにデータが表

埋め込み

メッセージを

示される(ユーザーではなく、作成者にデータソース認証で

表示

メッセージが表示される)

パスワードの

ユーザーがパブリッシュ済みデータソースに対して独自の接

ユーザーにメッ
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セージを表示

埋め込み

続 機能を持っている必要がある

ユーザーにメッ

ユーザーに

ユーザーがパブリッシュ済みデータソースに対して独自の接

セージを表示

メッセージを

続 機能を持っている必要があり、参照元データの認証資格
情報を求めるメッセージが表示される

表示

これは Web 編集ではなく、ワークブックの使用に適用されます。Web 編集を行うには、ユー
ザーが独自の接続機能を持っている必要があります。
仮想接続を使用するデータソースやワークブックなどのTableau コンテンツをパブリッシュすると
きにパスワードを埋め込む方法については、Tableau Server ヘルプの「仮想接続」を参照して
ください。
コンテンツの移動

アイテムを移動するには、[アクション] メニュー(...) を開き、[移動] をクリックします。アイテムで
新しいプロジェクトを選択し、[アセットを移動] をクリックします。移動が使用できない場合、ま
たは使用可能な移動先プロジェクトがない場合は、適切な条件を満たしていることを確認し
ます。
l
l

管理者はいつでもアセットやプロジェクトを任意の場所に移動できます。
プロジェクトリーダーとプロジェクト所有者は、アセットとネストされたプロジェクトをプロジェク
ト間で移動できます。
l 管理者以外は、
プロジェクトを上位プロジェクトになるように移動できないことに注意

l

してください。
他のユーザーは、次の 3 つの要件がすべて満たされている場合にのみアセットを移動でき
ます。
l

Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロール。

l

移動先プロジェクトのパブリッシュ権限 ([ビュー] および [パブリッシュ] 機能)。

l

コンテンツの所有者である、またはワークブックやフローの場合には [移動] 機能があ
る。

データベースとそのテーブルを移動する場合、ユーザーはデータベースとそのテーブルの両方 に
対する移動機能を持っている必要があります。
コンテンツやプロジェクトを移動するときのパーミッションの処理方法については、「プロジェクトと
コンテンツの移動」を参照してください。

442

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
メトリクス

メトリクスは、パブリッシュされたワークブックのビューから作成されます。ユーザーは、次の場合に
メトリクスを作成できます。
l

Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールを持つ

l

プロジェクトで [パブリッシュ] 機能を持つ

l

関連するワークブックの [Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] 機能を持つ

詳細については、「メトリクスの作成とトラブルシューティング」と「メトリクスのセットアップ」を参照
してください。

注: 2021.3 よりも前のバージョンでは、ビューでメトリクスを作成する機能は、[すべてのデー
タのダウンロード] 機能によって制御されていました。

メトリクスは独立したアセットであるため、メトリクスのパーミッションは、作成元のビューとは独立
して管理されることに注意してください( これは、データドリブンアラートやサブスクリプションの場
合とは異なります。アラートやサブスクリプションのコンテンツは、ユーザーがビュー自体の正しい
パーミッションを持っている場合にのみ表示されます)。
メトリクスの機能は単純ですが、ビュー機能については、慎重に検討する必要があります。パー
ミッションが制限されているワークブックは、よりオープンなパーミッションが設定されるメトリクスの
基準になる可能性があります。機密データを保護するために、特定のワークブックに対してメト
リクスを作成できないようにすることもできます。
メトリクスは所有者のパースペクティブからデータを表示

メトリクスを作成するときは、そのビューからデータのパースペクティブをキャプチャします。これは、
メトリクスにアクセスできるすべてのユーザーに、表示されたとおりのデータが表示されることを意
味します。ビュー内のデータが認証資格情報に基づいてフィルターされている場合、表示される
データは、他のユーザーが同じビューにアクセスしたときに表示されるデータとは異なる場合があ
ります。データのパースペクティブを公開することに懸念がある場合は、メトリクスの表示機能を
制限してください。
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シートタブの表示または非表示

パブリッシュされたコンテンツのコンテキストでは、シートタブ(タブ付きビューとも呼ばれる) は
Tableau Desktop のシートタブとは異なる概念です。Tableau Desktop でのシートタブの表示
と非表示を行う場合は、オーサリング環境でシートを非表示にすることを意味します。詳細に
ついては、「ダッシュボードとストーリーでのシートの管理」を参照してください。
パブリッシュされたコンテンツのシートタブの表示と非表示 (タブ付きビューのオン/オフ) は、パブ
リッシュされたワークブックのナビゲーションを指します。シートタブが表示されている場合、パブ
リッシュされたコンテンツには、それぞれのビューの上部に並んでナビゲーションシートタブが表
示されます。

この設定は、パーミッションの機能方法とセキュリティに影響を与える可能性もあります (注を
参照)。

注: ビューを含むワークブックまたはプロジェクトのビュー機能がなくても、あるビューのビュー
機能を持つことができます。通常、ユーザーがプロジェクトとワークブックのビュー機能を持
たない場合、それらのアセットが存在することを認識できません。しかし、ユーザーがビュー
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のビュー機能を持つ場合、ナビゲーション階層リンクなどで、ビューを表示するときにプロジェ
クトとワークブックの名前を表示できる場合があります。これは、想定内の許容される動作
です。

タブ付きビューをオフにして、独立したビューのパーミッションを許可する

一般的な方法としては推奨されませんが、ビューを含むワークブックとは独立してビューに対す
るパーミッションを設定するのが便利な場合があります。これを行うには、次の3 つの条件を満
たす必要があります。
1. ワークブックをパブリッシュする必要があります。パブリッシュ中にビュー パーミッションを設定す
る方法はありません。
2. ワークブックは、カスタマイズ可能なプロジェクトに含まれる必要があります。
3. ワークブックではシートをタブとして表示できません (タブ付きビューは非表示にする必要があ
ります)。
ワークブックでシートがタブとして表示される場合、すべてのビューはワークブックパーミッションを
継承し、ワークブックパーミッションに対する変更はすべてのビューに影響します。カスタマイズ可
能なプロジェクトのワークブックにタブ付きビューが表示されない場合、すべてのビューでは、パブ
リッシュ時にワークブックパーミッションが前提とされますが、ワークブックのパーミッションルールに
対するその後の変更はビューによって継承されません。
パブリッシュ済みワークブックでシートをタブとする構成を変更すると、パーミッションモデルにも影
響があります。[タブの表示] を使用すると、既存のビューレベルのパーミッションが上書きされ、す
べてのビューのワークブックレベルのパーミッションが回復されます。[タブの非表示] を使用する
と、ワークブックとそのビューとの関係が壊れます。
l

パブリッシュ済みワークブックでシートをタブとして構成するには、ワークブックの [アクション] メ
ニュー (...) を開き、[タブ付きビュー] を選択します。必要に応じて、[タブの表示] または [タ

l

ブの非表示] を選択します。
パブリッシュ時にシートをタブとして構成するには、「 シートをタブとして表示 」を参照してくだ
さい。

l

ビューレベルのパーミッションを設定するには、「 アセットのパーミッションの設定 」を参照してく
ださい。
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重要: カスタマイズ可能なプロジェクトでは、ナビゲーションシートタブが非表示の場合 (タブ付
きビューがオフ)、ワークブックレベルのパーミッションに対する変更が適用されません。パーミッショ
ンに対する変更は、個々のビューに対して行う必要があります。
コレクション

コンテンツを含むプロジェクトとは異なり、コレクションはコンテンツへのリンクのリストと考えること
ができます。プロジェクトのパーミッションはプロジェクトのコンテンツにより継承されますが、コレク
ションのパーミッションはコレクションに追加されるコンテンツに影響を与えません。つまり、アイテ
ムを表示するためのパーミッションに応じて、ユーザーごとにコレクション内のアイテム数が異なる
可能性があります。ユーザーがコレクション内のすべてのアイテムを表示できるようにするには、
それらのアイテムのパーミッションを個別に調整します。
コレクションのパーミッションは、パーミッションダイアログを使用して変更するか、管理者または
コレクションの所有者である場合は、コレクションの共有時にアクセス権を許可することによって
変更できます。詳細については、「コレクションのパーミッションの管理」を参照してください。
プライベートコレクション

コレクションを作成すると、既定でプライベートに設定されます。プライベートコレクションは所有
者の[My Collections (マイコレクション)] ページに表示されますが、サイトのすべてのコレクション
のリストには表示されません。プライベートコレクションは、パーミッションルールが追加されてい
ない単なるコレクションです。他のタイプのコンテンツとは異なり、コレクションには [すべてのユー
ザー] グループが既定で追加されていません。コレクションにパーミッションルールを追加すると、
プライベートのフラグが付かなくなります。コレクションをプライベートの状態に戻すには、パーミッ
ションルールを削除します。
プライベートコレクションは、コレクションの所有者と管理者が表示でき、そのサイトロールによっ
て、すべてのコレクションを表示するための効果的なパーミッションが付与されます。
「データの説明を見る」

「データの説明を見る」が使用可能な場合、ユーザーはビューでマークを選択し、マークのツー
ルヒントメニューで[Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] をクリックできます。
「データの説明を見る」を編集モードと表示モードで使用できるようにするには、設定の組み合
わせを有効にする必要があります。
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作成者が編集モードで「データの説明を見る」を実行したり、「データの説明を見る」の設定を
編集したりするための要件は次のとおりです。
l

サイト設定: [「データの説明を見る」の可用性] が [有効] に設定されている。デフォルトで

l

有効に設定されています。
サイトロール: Creator または Explorer (パブリッシュ可能)。

l

パーミッション: [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] が [許可] に設定さ
れている。既定では指定されていません。このパーミッションを使用したワークブック
(Tableau バージョン2022.1 以前) をTableau バージョン2022.2 以降で開く場合は、
[「データの説明を見る」を実行] を[許可] にリセットする必要があります。

注: Creator または Explorer (パブリッシュ可能) の[すべてのデータのダウンロード] 機能
は、極値の説明の[フルデータの表示] オプションを表示するかどうかを制御します。
Viewer の場合、[すべてのデータのダウンロード] 機能が常に拒否されます。ただし、「デー
タの説明を見る」の設定で極値の説明のタイプが有効になっている場合は、すべてのユー
ザーがレコードレベルの詳細を表示できます。

すべてのユーザーが「データの説明を見る」を表示モードで実行するための要件は次のとおりで
す。
l

サイト設定: [「データの説明を見る」の可用性] が [有効] に設定されている。デフォルトで

l

有効に設定されています。
サイトロール: Creator、Explorer、または Viewer。

l

パーミッション: [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] が [許可] に設定さ
れている。既定では指定されていません。このパーミッションを使用したワークブック
(Tableau バージョン2022.1 以前) をTableau バージョン2022.2 以降で開く場合は、
[「データの説明を見る」を実行] を[許可] にリセットする必要があります。

「データに聞く」レンズ

既定では、Explorer (パブリッシュ可能) およびCreator のサイトロールを持つユーザーは、レン
ズの上書き機能を使用できます。つまり、適切なロールを持つユーザーなら誰でも、レンズの名
前、説明、フィールド、同義語、および提案された質問を編集できるということです。
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レンズを編集できるユーザーを制限するには、特定のユーザーまたはグループ全体の上書き機
能を拒否します。プロジェクト内のすべてのレンズを制限するには、レンズの上書き機能をプロ
ジェクトレベルで拒否します。

パーミッションの機 能 とテンプレート
パーミッションは機能で構成されています。機能とは、コンテンツに対する特定のアクション
(ビュー、フィルター、ダウンロード、または削除) を実行する能力のことです。ダイアログの[パー
ミッションルール] 領域の各行は、パーミッションルールです。パーミッションルールは、その行の
グループまたはユーザーの各機能( 許可、拒否、または未指定) を設定するものです。パーミッ
ションルールには、機能をすばやく割り当てやすくするためのテンプレートがあります。パーミッ
ションルールはコピーして貼り付けることもできます。

注: プロジェクトのパーミッションダイアログには、それぞれのコンテンツタイプ(プロジェクト、
ワークブック、データソース、データの役割、フロー、「データに聞く」レンズ、メトリクス) があ
ります。— (データ管理—仮想接続、データベース、テーブルがある場合)。(Tableau
Server 2021.4 とTableau Cloud 2021 年 12 月で仮想接続が追加されました。Tableau
Server 2022.3、Tableau Cloud 2022 年 10 月でデータベースとテーブルが追加されまし
た)。パーミッションルールを追加すると、すべてのコンテンツタイプに対するすべての機能
の既定値は [未指定] になります。それぞれのコンテンツタイプの機能を許可または拒否
するには、それぞれのタブに順番に移動する必要があります。特定のコンテンツのパーミッ
ションダイアログには、そのコンテンツのみに適用されるタブおよびパーミッションルールが存
在しません。

テンプレート

テンプレートは、一般的なユーザーシナリオ、表示、、探索、パブリッシュおよび管理 に基づい
て、一緒に割り当てられることが多い機能のセットをグループ化します。テンプレートを割り当て
ると、それに含まれている機能が[許可] に設定され、残りは [未指定] になります。テンプレー
トは累積的であるため、探索テンプレートには、ビューテンプレートに加えて追加の機能がす
べて含まれています。また、すべてのコンテンツには、[なし]( すべての機能が未指定に設定さ
れます) と[拒否]( すべての機能が拒否に設定されます) のテンプレートもあります。
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テンプレートは、開始点を表しており、適用後に調整できます。また、機能はテンプレートをまっ
たく使わずに個別に付与または拒否することもできます。どちらの場合も、テンプレート列には
[カスタム] と表示されます。
パーミッションのコピーと貼り付け

複数のグループまたはユーザーに割り当てる必要があるパーミッションルールがある場合は、ある
ルールから別のルールにコピーして貼り付けることができます。プロジェクトリーダーのステータスを
含むルールからコピーしたり、貼り付けたりすることはできません。
1. コピー元の既存ルールのアクションメニュー (..) を開き、[パーミッションのコピー] を選択しま
す。これは、ルールが編集モードでない場合にのみ使用できます。
2. 貼り付ける既存のルールを選択します。[+ グループ/ユーザールールを追加] をクリックして、
グループまたはユーザーを選択して、新しいルールを作成することもできます。
3. アクションメニュー (...) を開いて、[パーミッションの貼り付け] を選択します。
機能

各コンテンツタイプには、次のような特定の機能があります。
プロジェクト

プロジェクトには 2 つの機能と2 つのテンプレートしかありません。プロジェクトリーダーの詳細と
割り当て方法については、「プロジェクトの管理」を参照してください。

ビューのテンプレート
[ビュー] では、ユーザーはプロジェクトを表示することができます。ユーザーにビュー機能が付
与されていない場合、そのユーザーにプロジェクトは表示されません。プロジェクトにビュー機能
を付与しても、プロジェクト内のコンテンツをユーザーが表示できるわけではなく、単にプロジェク
ト自体が表示されます。

パブリッシュのテンプレート
[パブリッシュ] では、ユーザーは Tableau Desktop または Tableau Prep Builder からプロジェ
クトにコンテンツをパブリッシュすることができます。コンテンツをプロジェクトに移動したり、Web 作
成からプロジェクトにコンテンツを保存したりするには、パブリッシュ機能も必要です。
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ワークブック

ビューのテンプレート
[ビュー] では、ユーザーはワークブックまたはビューを表示することができます。ユーザーに
ビュー機能が付与されていない場合、そのユーザーに.twbは表示されません。
[フィルター] では、ユーザーは保持のみや除外フィルターを含め、ビュー内のフィルターを操
作することができます。この機能がないユーザーは、ビューにフィルターコントロールが表示され
ません。
[コメントの表示] では、ユーザーはワークブック内のビューに関連付けられたコメントを表示
することができます。
[コメントの追加] では、ユーザーはワークブック内のビューに対してコメントを追加することが
できます。
[イメージ/PDF のダウンロード] では、ユーザーは各ビューをPNG、PDF または
PowerPoint としてダウンロードすることができます。
[サマリー データのダウンロード] では、ユーザーはビュー内や選択したマーク内の集計デー
タを表示したり、そのデータを(CSV として) ダウンロードしたりできます。

探 索 のテンプレート
[カスタマイズの共有] では、ユーザーはワークブックに表示される“その他のビュー” のリスト
にカスタムビューを追加できます。
l

この機能が拒否された場合、ユーザーはカスタム ビューを作成するときに[他のユーザーに
も表示する] オプションは表示されません。詳細については、「カスタムビューの使用」 を参
照してください。この機能は、カスタム ビューを共有ダイアログを使用して共有したり、リンク
をコピーしたりする機能には影響しません。

[完全なデータのダウンロード] では、ユーザーはビュー内や選択したマーク内の参照元デー
タを表示したり、そのデータを(CSV として) ダウンロードしたりできます。
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[Web 編集] では、ユーザーはブラウザーベースの作成環境でビューを編集できます。
l

ブラウザーでの新規コンテンツの作成や、Web 編集インターフェイスからのビューの保存に
は、特定の機能の組み合わせが必要となります。詳細については、Web 編集とWeb 作成

l

を参照してください。
Web 編集機能はサイト全体に対しても有効にする必要があります。そうしなければ、この機
能を持つユーザーであってもWeb 編集を行うことができません。詳細については、「サイトの

Web 作成アクセスの設定」 を参照してください。
[「データの説明を見る」の実行] では、ユーザーはマーク上で「データの説明を見る」を編集
モードおよび表示モードで実行できます。
l

ユーザーがワークブック内のマークを選択したときに「データの説明を見る」をオプションとして
表示するには、この機能をサイト設定として有効にする必要もあることに注意してください。
「データの説明を見る」を表示モードで使用できるようにするには、作成者が「データの説明
を見る」設定のワークブック内からこの機能を許可する必要もあります。詳細については、

「「データの説明を見る」へのアクセスの制御」 を参照してください。

パブリッシュのテンプレート
[ワークブックのダウンロード/コピーの保存] では、ユーザーは (TWBX として) パッケージドワー
クブックをダウンロードすることができます。ユーザーは Web 編集インターフェイスからのコピーを
新しいワークブックとして保存 (パブリッシュ) できます。
[上書き] では、ユーザーはサーバー上のコンテンツやアセットを上書き(保存) することができ
ます。
l

許可された場合、ユーザーはワークブック、データソース、またはフローをもう一度パブリッ
シュしたり、ワークブックやフローをWeb 作成に保存したりできるため、所有者としてすべての
パーミッションへのアクセス権を得ることになります。所有者の変更後、ワークブックに対する
元の所有者のアクセス権は、他のユーザーと同様にパーミッションで判断されます。

[メトリクスの作成/更新] では、ユーザーはワークブック内のビューにメトリクスを作成でき、そ
れらのビューから作成したメトリクスを更新することもできます。詳細については、メトリクスの作
成とトラブルシューティングを参照してください。
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管 理 のテンプレート
[移動] では、ユーザーはプロジェクト間でワークブックを移動することができます。詳細につ
いては、コンテンツの移動を参照してください。
[削除] では、ユーザーはワークブックを削除することができます。

[パーミッションの設定] では、ユーザーはワークブックのパーミッションルールを作成することが
できます。
ビュー

ワークブックがロックされているプロジェクトに含まれておらず、かつ、ワークブックにシートがナビ
ゲーションのタブとして表示されていない場合、ワークブックのパーミッションはパブリッシュ時に
ビュー(シート、ダッシュボード、ストーリー) に継承されますが、パーミッションルールの変更は
個々のビューで行う必要があります。ビュー機能はワークブックでの機能と同じですが、例外と
して、[上書き]、[ワークブックのダウンロード/コピーの保存]、[移動] の機能はワークブックレベ
ルでのみ使用できます。
できる限りナビゲーションシートタブを表示して、ワークブックのパーミッションがビューに引き続き
継承されるようすることをお勧めします。
データソース

ビューのテンプレート
[ビュー] では、ユーザーはサーバー上のデータソースを表示することができます。
[接続] では、ユーザーは Tableau Desktop、Tableau Prep Builder、「データに聞く」または
Web 編集でデータソースに接続することができます。
l

ワークブック作成者がパブリッシュ済みワークブックのパブリッシュ済みデータソースに認証
資格情報を埋め込むと、基本的にそれらの接続 機能が埋め込まれます。このため、ユー
ザーはそのデータソースに対する独自の接続 機能とは関係なく、ワークブック内のデータを
表示することができます。ワークブック作成者が認証資格情報をパブリッシュ済みデータ
ソースに埋め込まない場合、ユーザーはそのワークブックを使用するために、データソースに
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対する独自の接続 機能が必要です。詳細については、「 パブリッシュ済み Tableau データ

l

ソースでのデータアクセス」を参照してください。
ユーザーは、「データに聞く」レンズを使用するために、データソースの接続 機能を持ってい
る必要があります。詳細については、「サイトおよびデータソースでの「データに聞く」 (Ask

Data) 機能の有効化」 を参照してください。

探 索 のテンプレート
[データソースのダウンロード] では、ユーザーはサーバーからデータソースを(TDSX として) ダ
ウンロードすることができます。

パブリッシュのテンプレート
[上書き] では、ユーザーはデータソースをサーバーにパブリッシュし、サーバー上のデータソー
スを上書きします。

管 理 のテンプレート
[削除] では、ユーザーはデータソースを削除することができます。

[パーミッションの設定] では、ユーザーはデータソースのパーミッションルールを作成して編集
することができます。

その他のアセットタイプ
ビューのテンプレー

探索のテンプレート パブリッシュのテンプ

ト
フロー

管理のテンプレート

レート

[ビュー] では、
ユーザーはフローを
表示することがで
きます。
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[フローのダウン
ロード] では、ユー
ザーはフローを
(.tflx として) ダウン
ロードすることがで
きます。

[実行] では、
ユーザーはフローを

[移動] では、
ユーザーはプロジェ

実行することができ クト間でアセットを
ます。

移動することがで
きます。詳細につ

[上書き] では、

いては、コンテンツ
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ユーザーはフローを

の移動を参照して

パブリッシュし、パブ

ください。

リッシュされたフロー
を上書きできま

ユーザーはアセット

す。
デー

[ビュー] では、

N/A

[上書き]

では、

タの

ユーザーはデータ

役割

ユーザーはデータの

の役割を表示する

役割をパブリッシュ

ことができます。

し、パブリッシュされ
たデータの役割を

メトリ
クス

[ビュー] では、

N/A

[削除] では、

を削除することが
できます。
[パーミッション
の設定] では、

上書きして、パブ

ユーザーはアセット

リッシュされたデータ

のパーミッション

の役割の同義語を

ルールを作成する

編集できます。

ことができます。

[上書き]

では、

ユーザーはメトリク

ユーザーはメトリク

スを表示することが

スを上書きし、メト

できます。

リクスの詳細を編集
できます。

「デー

[ビュー] では、

N/A

[上書き]

では、

タに

ユーザーはレンズを

聞く」

ユーザーはレンズを

表示することがで

レン

編集することができ

きます。

ます。

ズ
仮想

[ビュー] では、

接続

ユーザーは仮想接

ユーザーは仮想接

続を表示できま

続を編集できます。

N/A

[上書き]

では、

す。

[接続]* では、
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ユーザーは仮想
接続を使用して
データに接続でき
ます。
デー

[ビュー] では、

N/A

[上書き]

では、

タ

ユーザーはデータ

ベー

ユーザーはデータ

ベースを表示する

ス

ベースのメタデータ

ことができます。

を編集できます。

テー
ブル

コレク
ション

[ビュー] では、

N/A

[上書き]

では、

ユーザーはテーブ

ユーザーはテーブル

ルを表示すること

のメタデータを編集

ができます。

できます。

[ビュー] では、

N/A

N/A

N/A

ユーザーはコレク
ションを表示するこ
とができます。

仮想接続の既定のカスタムテンプレートでは、表示は [許可] に設定されていますが、接続機
能の許可は設定されていません。ユーザーが仮想接続を使用して接続できるように、接続機
能を[許可] に設定してください。

プロジェクトを使 用 したパーミッションの管 理
プロジェクトを使用すると、ネストされたプロジェクト階層、特定のユーザーやグループへのプロ
ジェクトの非表示、プロジェクトリーダーの承認、パーミッションのロックなどの機能を介して、パー
ミッションの管理を簡略化できます。
注: プロジェクトレベルでのパーミッションの設定方法は非常に重要な役割を果たします。既定
のプロジェクトを使用する場合は特に重要です。新しい上位プロジェクトが作成されると、既定
のプロジェクトから(すべてのコンテンツタイプで) 既定のパーミッションルールが継承されます。別
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のプロジェクト内でネストされている新しいプロジェクトが作成されると、子プロジェクトは親プロ
ジェクトから既定のパーミッションルールを継承します。
プロジェクトの管理

プロジェクトは、コンテンツへのアクセスを整理、管理するために使用されるコンテナーです。プ
ロジェクトを管理するために管理者以外の権限を付与することで、特定のコンテンツ管理タス
クをプロジェクトレベルで処理することができます。
プロジェクトリーダー: プロジェクトには、プロジェクトリーダーとして設定されたユーザーであるプ
ロジェクトリーダーがいます。この設定は、そのプロジェクトおよびそのプロジェクトのすべてのコン
テンツに対し、サイトロールに応じてユーザーに最大の機能を自動的に付与します。Explorer
(パブリッシュ可能) および上記のサイトロールを持つプロジェクトリーダーは、すべての機能を使
用できます。プロジェクトリーダーは、基本的に、サイトやサーバー設定へのアクセス権がない、
プロジェクトのローカル管理者です。
階層: 上位プロジェクトを作成できるのは管理者だけです。プロジェクト所有者とプロジェクト
リーダーは、プロジェクト内でネストされたプロジェクトを作成できます。プロジェクト所有者とプロ
ジェクトリーダーは、プロジェクトとそのコンテンツに加え、そのプロジェクトに含まれるすべてのネ
ストされたプロジェクトに対する完全な管理アクセス権を持ちます。階層では、プロジェクトリー
ダーにはすべての子コンテンツへのプロジェクトリーダーアクセスが黙示的に付与されます。[プ
ロジェクトリーダー] アクセス権を削除するには、ロールが明示的に割り当てられた階層内のレ
ベルで、削除を行う必要があります。
所有権: プロジェクトには複数のプロジェクトリーダーを設定することができますが、各プロジェク
トの所有者は 1 人です。既定では、プロジェクトは作成したユーザーが所有します。プロジェク
トの所有者は、(プロジェクトリーダーではなく既存の所有者または管理者が) Explorer (パブ
リッシュ可能) または Creator のサイトロール、あるいは管理者サイトロールを持つ任意のユー
ザーに変更できます。プロジェクト所有権は、プロジェクトのパーミッションがロックされているかど
うかに関係なく変更できます。これはプロジェクトの所有権を意味することに注意してください。
コンテンツ所有者は、プロジェクト所有者、プロジェクトリーダー、管理者が変更できます。
削除: コンテンツは 1 つのプロジェクトにのみ存在できます(ただし、外部アセットは、プロジェクト
の外部に配置できます。詳細については、「プロジェクト内に存在しない外部アセット」を参照
してください)。上位プロジェクトを作成および削除できるのは管理者だけですが、プロジェクト
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リーダーはネストされたプロジェクトの作成や削除を行えます。プロジェクトを削除すると、そこに
含まれるすべてのTableau コンテンツとネストされたプロジェクトも削除されます。プロジェクトに
含まれていた外部アセットは削除されませんが、プロジェクトからは除去され、引き続き[外部ア
セット] に表示されます。プロジェクトを削除する際にコンテンツを失わないようにするには、まず
コンテンツを別のプロジェクトに移動します。プロジェクトの削除を元に戻すことはできません。
プロジェクトの管理に関する詳細については、「プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセスの
管理」および「プロジェクトを追加してそこにコンテンツを移動させる」を参照してください。
プロジェクトリーダーの設定

プロジェクトリーダーとは、特定のプロジェクトまたはプロジェクト階層に対して管理者と同等な
アクセス権を持つユーザーです。
プロジェクトリーダーのステータスをグループまたはユーザーに割り当てるには
1. 適切なプロジェクトのパーミッションダイアログを開きます。
2. 既存のパーミッションルールを選択するか、または [+ グループ/ユーザー ルールの追加] をク
リックして、目的のグループまたはユーザーを選択します。
3. そのパーミッションルールのアクションメニュー (...) を開き、[プロジェクトリーダーを設定...] を
選択します。

注: そのアクションメニューに[「プロジェクトリーダーを設定する」を有効にする] のオプション
が含まれている場合は、グループまたはユーザーをプロジェクトリーダーとして設定する前
に、このオプションを選択する必要があります。このオプションは、そのグループまたはユー
ザーがプロジェクトリーダー機能 (2020.1 以前) を拒否された場合にのみ表示されます。そ
の拒否された機能は、プロジェクトリーダーとして設定する前に削除する必要があります。

パーミッションルールを使用してグループまたはユーザーをプロジェクトリーダーとして設定すると、
すべての機能がプロジェクトリーダーに許可されるため、そのテンプレートと機能は編集できなく
なります。プロジェクトリーダーが、ネストされたプロジェクトを含むプロジェクトに設定されている
場合、ネストされたすべてのプロジェクトとそのコンテンツに対してプロジェクトリーダーのステータ
スが継承されます。
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プロジェクトリーダーのステータスは、常にプロジェクト階層全体を通じて下方に適用され、設
定されたレベルからのみ削除できます。プロジェクトリーダーのステータスを削除するには、上記
と同じ手順に従い、アクションメニューから[プロジェクトリーダーとして削除] を選択します。グ
ループまたはユーザーがプロジェクトリーダーとして削除されると、そのパーミッションルールはす
べての機能を[未指定] に設定します。これは、グループまたはユーザーにコンテンツへのパー
ミッションを与える他のパーミッションルールがない場合、そのプロジェクトへのアクセス権と機能
が削除されることを意味する場合があります。プロジェクトとそのコンテンツへのアクセス権を維
持するには、他のグループやユーザーと同様に機能を設定する必要があります。
アセットパーミッションのロック

プロジェクトレベルで設定されたパーミッションルールは、そのプロジェクトに保存されたコンテン
ツと、そのプロジェクトに含まれるネストされたプロジェクトの既定のルールとして機能します。こ
れらのプロジェクトレベルの既定のルールが適用されるのか、または単に予備的なものとするの
かは、[Asset permissions (アセットパーミッション)] の設定によって決まります。この設定
は、[ロック] (推奨) または [カスタマイズ可能] の2 つの方法のいずれかで構成できます。プロ
ジェクトをロックすると、コンテンツ所有者がコンテンツのパーミッションルールを変更する機能が
削除されます。パーミッションをロックすると、ネストされたプロジェクトに適用することも、親プロ
ジェクト自体だけに適用することもできます。
l

l

[Asset permissions (アセットパーミッション)] が [ロック] されている場合( ネストされたプ
ロジェクトを含む) 、そのプロジェクトレベルで設定されているパーミッションルールは、プロ
ジェクト内のすべてのアセットとネストされたすべてのプロジェクトに対して適用されます。
[Asset permissions (アセットパーミッション)] が [ロック] されている場合( ネストされたプ
ロジェクトは含まない) 、そのプロジェクトレベルで設定されているパーミッションルールは、
プロジェクト内のアセットに対して適用されますが、ネストされたプロジェクトについては、独
自のパーミッションルールを使用して、ロックされた、またはカスタマイズ可能なプロジェクトと
して個別に構成できます。

l
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[Asset permissions (アセットパーミッション)] が [カスタマイズ可能] な場合、そのプロ
ジェクトレベルで設定されたパーミッションルールは、既定でプロジェクト内のすべてのアセッ
トに適用されます。ただし、パブリッシュ中またはパブリッシュ後に、個々のアセットに対して
パーミッションルールを変更することはできます。
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注: パーミッションルールがロックされているかカスタマイズ可能であるかにかかわらず、コンテ
ンツに対するパーミッションは常に適用されます。ロック済 およびカスタマイズ可能な場合
は、プロジェクトレベルのパーミッションがプロジェクトのコンテンツにどのように継承され、それ
らを変更できるユーザーだけを参照します。カスタマイズ可能なパーミッションを持つプロジェ
クトでも、特定のユーザーのみがパーミッション( コンテンツまたはプロジェクトの所有者、プロ
ジェクトリーダー、管理者、または [権限の設定] 機能を持つユーザー) を変更できます。

ロックされたプロジェクト内:
l

コンテンツタイプごとのプロジェクトパーミッションルールは、すべてのアセットに適用されま
す。

l

パーミッションを変更できるのは、管理者、プロジェクト所有者およびプロジェクトリーダーだ

l

けです。
コンテンツ所有者は、パーミッションの設定機能を失いますが、コンテンツに対する他の機能

l

はすべて保持します。
プロジェクト内にあるコンテンツすべてのパーミッションは予測可能です。

カスタマイズ可能なプロジェクト内:
l

このパーミッションルールは、コンテンツがプロジェクトにパブリッシュされるとき、またはネストさ
れたプロジェクトが作成されるときに既定で適用されますが、パーミッションはパブリッシュ中ま

l

たはコンテンツの作成後に変更することができます。
パーミッションの設定機能を持つユーザーは、そのコンテンツのパーミッションルールを変更で

l

きます。
コンテンツ所有者は、コンテンツに対するすべての機能を持っています。

l

パーミッションは、プロジェクトのコンテンツ全体で異なる場合があります。

アセットパーミッションの設定 (プロジェクトのロック)

新しい上位レベルのプロジェクトは、既定プロジェクトからすべての初期パーミッションルールを継
承しますが、[カスタマイズ可能] に設定されている[Asset permissions (アセットパーミッショ
ン)] 設定は継承されません。必要に応じて、設定を[ロック] に変更することができます。
[Asset permissions (アセットパーミッション)] を構成するには、次の手順を実行します。

Tableau Software

459

Tableau Cloud ヘルプ
1. サイトに管理者、プロジェクト所有者、またはプロジェクトリーダーとしてログインする必要が
あります。
2. プロジェクトで [パーミッション] ダイアログを開きます
3. 左上の [Asset permissions (アセットパーミッション)] の横にある [編集] リンクをクリック
して、[Asset permissions (アセットパーミッション)] ダイアログで必要なオプションを選択
します。

注: 上の手順 3 で左上隅に[編集] リンクが表示されない場合は、次のいずれのパーミッ
ションダイアログが表示されます。(a) ネストされたプロジェクト、またはロックされているプロ
ジェクト内のコンテンツ。この場合、このリンクを使うと管理プロジェクトに移動できます。(b)
カスタマイズ可能なプロジェクトのコンテンツの一部。これは何も表示されません。または
(c) ビューのアクセスパーミッションがそのワークブックにどのように関連付けられているかを示
すビュー。ビューとワークブックのパーミッションの相互作用に関する詳細については、「シー
トタブの表示または非表示」を参照してください。

アセットパーミッションの変更

プロジェクトの[Asset permissions (アセットパーミッション)] 設定を変更すると、その新しい
設定に応じて結果が異なります。ロックされている階層でのパーミッションルールに対する変更
は、管理プロジェクトのレベルで行う必要があります。
変更元
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変更先

結果
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ロック済み (ネス

ロック済み

既存のパーミッションルールは変更しません。

トされたプロジェ

ネストされたプロジェクトは、カスタマイズ可能になりま

クトを含む)

す。
カスタマイズ可

既存のパーミッションルールは変更しませんが、カスタ

能

マイズ可能になります。
ネストされたプロジェクトは、カスタマイズ可能になりま
す。

ロック済み

ロック済み (ネス

ネストされたすべてのプロジェクトとそのコンテンツに対

トされたプロジェ

して、既存のカスタムパーミッションルールを上書きし

クトを含む)

ます。これは元に戻すことはできません。

カスタマイズ可

既存のパーミッションルールは変更しませんが、カスタ

能

マイズ可能になります。
ネストされたプロジェクトは、コンテンツのパーミッション
設定とパーミッション規則を保持します。

カスタマイズ可

ロック済み (ネス

プロジェクト内のコンテンツに関する既存のカスタム パー

能

トされたプロジェ

ミッションルール、およびすべてのネストされたプロジェク

クトを含む)

トとそのコンテンツを上書きします。これは元に戻すこと
はできません。

ロック済み

プロジェクト内のコンテンツに関する既存のカスタム
パーミッションルールを上書きします。これは元に戻す
ことはできません。
ネストされたプロジェクトは、パーミッションルールを保
持し、カスタマイズ可能な状態を維持します。
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プロジェクトとコンテンツの移動

Tableau コンテンツと外 部 アセットの移 動
パーミッション設定が異なるプロジェクト間でTableau コンテンツまたは外部アセットを移動する
場合、[Asset permissions (アセットパーミッション)] 設定によって、パーミッションを適用する
方法のロジックが決まります。
l

ロックされたプロジェクトにアセットを移動すると、既存のパーミッションルールが上書きされ、

l

移動先のパーミッションが適用されます。
カスタマイズ可能なプロジェクトにアセットを移動する場合は、アセット対する既存のパーミッ
ションルールが維持されます。

注: Tableau Server 2022.3 およびTableau Cloud 2022 年 6 月以前では、外部アセット
をプロジェクトに含めることができませんでした。また、テーブルに対するパーミッションは、親
データベースの[Table permissions (テーブルのパーミッション)] を介して管理されていま
した。Tableau Server 2022.3 およびTableau Cloud 2022 年 6 月以降では、外部アセッ
トをプロジェクトに含めることができます。データベースまたはテーブルをプロジェクトに移動
した場合、データベースを介してテーブルのパーミッションを管理していた古い設定は無視
され、データベースまたはテーブルのパーミッションは、上記の他のアセットのロジックに従う
ようになります。

プロジェクトの移 動
プロジェクトを別のプロジェクトに移動する場合、移動先のプロジェクトの範囲がネストされたプ
ロジェクトを含むように範囲が設定されていない限り、移動するアイテムのパーミッション設定は
維持されます。(この場合のプロジェクトパーミッションとは、プロジェクト自体の表示とパブリッ
シュの機能を意味します。)
l

移動先のプロジェクトが [ロック(ネストされたプロジェクトを含む)] に設定されている場合、
移動するプロジェクトとコンテンツのパーミッションは上書きされます。

l

移動先のプロジェクトが [ロック] (ネストされたプロジェクトを含まない) に設定されている場
合、移動するプロジェクトのパーミッションは上書きされません。移動したプロジェクトがロック
またはカスタマイズ可能であるかは、元の設定から保持されます。
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l

移動先のプロジェクトがカスタマイズ可能 に設定されている場合、移動するプロジェクトの
パーミッションは上書きされませんが、編集可能になります。

移動するプロジェクトが、ロック( ネストされたプロジェクトを含む) された親の下で以前ネス

トされていた場合 、移動時に、そのプロジェクトはロック( ネストされたプロジェクトを含む)
の設定を引き継ぎ、そのプロジェクトに含まれる任意のプロジェクトの管理プロジェクトに
なります。注: これは、プロジェクトが最上位プロジェクトに移動した場合と同じ結果にな
ります。

有 効 なパーミッション
パーミッションルールでは、影響を受けるユーザー(グループまたはユーザー) と、そのユーザーによ
る使用が許可または拒否されている、あるいは、指定されていない機能を設定します。パー
ミッションルールを単純に設定してそれを全体に適用するのは簡単なことのように思われます
が、メンバーシップが複数グループに含まれていることや、サイトロールおよび所有権がパーミッ
ションルールと相互に作用しているため、ユーザーが機能を使用できるかどうかが明確でない場
合があります。
複数の要因は特定の順序で評価され、コンテンツに対する有効なパーミッションが付与されま
す。
ヒント: できるだけ簡単な状態に保てるよう、(1) ユーザーではなくグループに対してパーミッション
ルールを設定すること、(2) 個々のコンテンツに対してパーミッションを設定するのではなく、プロ
ジェクトレベルでロックされているパーミッションを管理すること、(3) [すべてのユーザー] グループの
パーミッションルールを削除するか、すべての機能を[なし] に設定することをお勧めします。
次の3 つの条件がすべて満たされた場合にのみ、ユーザーに対して機能が許可されます。
l
l

その機能がサイトロールの範囲内に含まれている。
ユーザーはその機能を持っている:
l 特定のユーザー シナリ
オに基づく(コンテンツ所有者やプロジェクトリーダーである、ま
たは管理者サイトロールであるなど)、
l

または
ユーザーとして機能が許可されている、
または
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l

l

機能を許可されているグループに含まれており、ユーザーまたは別のグループのメン

バーとして機能を拒否するルールがない。
優先度の高い別のコンテンツレベルに競合するパーミッション設定がない。

他の状況ではユーザーで機能が拒否されます。
機能にカーソルを合わせると、有効なパーミッションを説明するツールヒントが表示されます。
有効なパーミッション(実際に何を実行でき、何を実行できないか) が、指定したパーミッション
ルールの記載とは異なって表示される場合がある理由について、いくつかの例を示します。
l

ユーザーの機能が、サイトロールに含まれているが (管理者)、パーミッションルールで拒否

l

されている可能性がある。
ユーザーの機能が、ユーザー シナリオで許可されているが (コンテンツ所有者である、また
はプロジェクト所有者やリーダーであるため)、パーミッションルールで拒否されている可能性

l

がある。
ユーザーの機能が、パーミッションルールで許可されているが、サイトロールで許可されて

l

いない可能性がある。
ユーザーの機能が、パーミッションルールで許可されているが、競合するグループまたは

l

ユーザーのルールにより拒否されている可能性がある。
ユーザーの機能が、あるレベルのコンテンツ(ワークブックなど) のパーミッションルールで許
可されているが、別のレベルのコンテンツ(ビューなど) により拒否されている可能性がある。

パーミッションルールの評価

Tableau のパーミッションはより制限的です。ユーザーに機能が付与されない限り、パーミッショ
ンは拒否されます。次のロジックでは、個々のユーザーで機能が許可されるか拒否されるかを
評価します。

1. サイトロール: サイトロールで機能が許可されない場合、ユーザーは拒否されます。ユー
ザーのサイトロールで機能が許可されている場合は、特定のユーザー シナリオが評価され
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ます。
l

たとえば、Viewer サイトロールでは Web 編集はできません。各サイトロールで実行
可能な内容の詳細については、「 各サイトロールで許可されている一般的な機

能 」を参照してください。
2. 特定のユーザー シナリオ:
l ユーザーが管理者の場合、
すべてのコンテンツに対してすべての機能を持っていま
す。
l ユーザーがプロジェ
クト所有者またはプロジェクトリーダーの場合、プロジェクトに含ま
れるすべてのコンテンツに対してすべての機能を持っています。
l ユーザーがコンテンツ所有者の場合、
それらのコンテンツに対してすべての機能*を
持っています。
l これらのシナリ
オがユーザーに適用されない場合、ユーザー ルールが評価されます。
*例外: コンテンツ所有者は、パーミッションがロックされているプロジェクトでは [パーミッショ
ンの設定] 機能を持っていません。管理者、プロジェクト所有者、プロジェクトリーダーの
みがロックされたプロジェクトでパーミッションルールを設定できます。
3. ユーザー ルール: ユーザーが機能を拒否されている場合は拒否されます。機能が許可され
ている場合は許可されます。機能が指定されていない場合は、グループルールが評価され
ます。
4. グループルール: ユーザーが機能を拒否されているグループのいずれかに含まれている場
合は拒否されます。ユーザーが機能を許可されているグループに所属している場合 (かつ、
その機能が拒否されているグループに所属していない場合) は許可されます。
l つまり
、ユーザーが 2 つのグループに所属しており、一方では機能が許可され、他方
では同じ機能が拒否されている場合、拒否が優先されるため、そのユーザーは拒否
されます。
5. 上記の条件がいずれも適用されない場合は、ユーザーはその機能を拒否されます。つまり
実際には、指定されていない機能は拒否されます。
このため、次の3 つの状況では、最終的に有効なパーミッションが許可になります。
l

サイトロール (サーバー管理者、サイト管理者 Creator、サイト管理者 Explorer) により許

l

可される
ユーザーがコンテンツ所有者、プロジェクト所有者、またはプロジェクトリーダーであるため許

l

可される
グループまたはユーザー ルールにより許可される(かつ、優先度の高いルールにより拒否さ
れない)
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次の3 つの状況では、拒否になります。
l
l
l

サイトロールにより拒否される
ルールにより拒否される(かつ、優先度の高いルールにより許可されない)
いずれのルールによっても付与されない

複数レベルで設定されたパーミッションの評価

アセットパーミッションがカスタマイズ可能に設定されている場合、複数の場所でパーミッション
ルールを構成することができます。どのパーミッションをコンテンツに適用するかを決める特定の
ルールがあります。
l

ネストされたプロジェクトがある場合、子レベルで設定されたパーミッションは、親レベルで
設定されたパーミッションよりも優先されます。

l

パーミッションの変更をプロジェクトレベルで行っても、既存のコンテンツには適用されませ

l

ん。
パブリッシュ中またはパブリッシュ後にコンテンツ(ワークブック、データソース、またはフロー)
に設定されたパーミッションがある場合は、これがプロジェクトレベルで設定されたルールよ

l

り優先されます。
ワークブックにナビゲーションシートタブが表示されない場合、ワークブックレベルのパーミッ
ションに対する変更はビューによって継承 されず、パーミッションの変更はビューで行う必要

l

があります。
ナビゲーションシートタブを表示するようにワークブックを構成すると、既存のビューレベルの
パーミッションを上書きし、それらをワークブックレベルのパーミッションと同期します。シート

タブの表示または非表示 を参照してください。
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この画像は、複数のレベルのコンテンツで機能がどのように評価されるかを示しています。
ビューに対するパーミッション

ワークブックがロックされているプロジェクトに含まれておらず、かつ、ワークブックにシートがナビ
ゲーションのタブとして表示されていない場合、ワークブックのパーミッションはパブリッシュ時に
ビュー(シート、ダッシュボード、ストーリー) に継承されますが、パーミッションルールの変更は
個々のビューで行う必要があります。ビュー機能はワークブックでの機能と同じですが、例外とし
て、[上書き]、[ワークブックのダウンロード/コピーの保存]、[移動] の機能はワークブックレベルで
のみ利用できます。
できる限りナビゲーションシートタブを表示して、ワークブックのパーミッションがビューに引き続き
継承されるようすることをお勧めします。詳細については、シートタブの表示または非表示を参
照してください。
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パーミッション、サイトロール、ライセンス
ユーザーをTableau Cloud に追加するには、使用可能なライセンスが必要です。(ユーザーを
ライセンスなしで追加および構成して、最初にサインインしたときにのみライセンスを使用する
ようにすることもできます。詳細については、サインイン時にライセンスを付与を参照してくださ
い)。ユーザーは、所属するサイトごとに1 つのサイトロールを持っており、そのライセンスによって
制限が設けられています。ユーザーにはサイト上のコンテンツに対するパーミッションがあり、サイ
トロールで許可される内容により制限されます。
ライセンスとサイトロールはユーザーに適用されます。パーミッション機能はコンテンツに適用さ
れます。
ライセンスは、Tableau Server または Tableau Cloud サイトで作成されるとき(または初めてサ
インインするとき) にユーザーに割り当てられます。ユーザーは Creator、Explorer、または
Viewer としてライセンスが付与されます。
l

ライセンスレベルは、ユーザーがそのサーバーに対して持つ最大のサイトロールに基づいて
消費されます。
l サイト管理者 Creator、
Creator のサイトロールは、Creator ライセンスを使用しま
l

す。
サイト管理者 Explorer、Explorer (パブリッシュ可能)、Explorer のサイトロールに

l

は、少なくともExplorer ライセンスを使用します。
Viewer (ビューアー) サイトロールは、少なくともViewer (ビューアー) ライセンスを使

l

用します。
ライセンスのないユーザーはサーバーに存在することはできますが、サインイン時にサ
イトロールが付与されて追加されない限りログインすることはできません。

l

Tableau Cloud の場合、ユーザーはサイトごとにライセンスを使用し、保有するサイトロー
ルは 1 つだけです。

サイトロールは、ユーザーがメンバーとなっているサイトごとに割り当てられます。
l

サイトロールによって、ユーザーがそのサイトで持つ最大の機能が決まります(たとえば、
Viewer (ビューアー) のサイトロールを持つユーザーは、特定のデータソースをダウンロード
する機能が明示的に付与されている場合でも、データソースをダウンロードすることはでき
ません)。
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サイトロールは元々、そのロールに含まれている機能を付与するわけではありません。ただ

l

し、管理者サイトロールは例外です。管理者は常に、そのライセンスレベルに適用されるす
べての機能を持ちます。

パーミッションは、プロジェクトへの保存、ワークブックのWeb 編集、データソースへの接続などの

機能 で構成され、特定のコンテンツ(プロジェクト、データソース、ワークブック、ビュー、またはフ
ロー) のグループまたはユーザーに適用されます。
パーミッションの機能は、他とは独立してグループまたはユーザーに付与されるのではなく、コ

l

ンテンツに照らして付与されます。ユーザーは、異なるコンテンツ資産に対して異なる機能を
持つことができます。
パーミッションは、ユーザーのサイトロールとそのユーザーまたは所属しているグループのパー

l

ミッションルールの相互作用に基づいて評価されます。
Web 作成などの一部のアクションでは、機能の組み合わせが必要になる場合があります。

l

詳細については、特定のシナリオでのパーミッション設定 を参照してください。
サイトロールで許可される最大の機能

これらのテーブルは、各サイトロールで使用できる機能を示しています。サイトロールを持つ
ユーザーが他の方法で同様のアクションを実行できる場合もあります。たとえば、Viewer には
[カスタマイズの共有] 機能が付与されていないため、カスタムビューをワークブック上の他のユー
ザーに表示することができませんが、ビューのURL をコピーしてカスタムビューを共有することは
できます。各サイトロールで実行可能な内容の詳細については、「各サイトロールで許可され
ている一般的な機能」を参照してください。
プロジェクト
機能

Creator

Explorer (パブ

Explorer

リッシュ可能)

Viewer (ビュー
アー)

ビュー
パブリッシュ

ワークブック
機能
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リッシュ可能)

アー)

ビュー
フィルター
コメントの表
示
コメントの追
加
画像/PDF
のダウンロード
サマリー
データのダウン
ロード
「データの
説明を見る」の
実行 †
カスタマイズ
の共有
すべての
データのダウン
ロード
Web 編集
ワークブック
のダウンロード/コ
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ピーを保存
上書き
メトリクスの
作成/更新 ‡
移動

*

削除
パーミッショ
ンの設定

†「データの説明を見る」は、「データの説明を見る」の実行機能を使用してサイト設定および
ワークブックで制御することができます。表示モードでの「データの説明を見る」の可用性は、
[「データの説明を見る」の設定] ダイアログボックスのワークブックで制御されます。
‡ Tableau 2021.3 より前は、メトリクスの作成/更新機能は、[フルデータのダウンロード] 機能に
よって制御されていました。
データソース
機能

Creator

Explorer (パブ
リッシュ可能)

Explorer

Viewer (ビュー
アー)

ビュー
接続
データソース
のダウンロード
上書き
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削除
パーミッショ
ンの設定
データの役割
機能

Creator

Explorer (パブ

Explorer

リッシュ可能)

Viewer (ビュー
アー)

ビュー
上書き
移動

*

削除
パーミッショ
ンの設定
フロー

スケジュールに従ってフローを実行するには、データ管理 を持っている必要があります。フロー
設定の構成については、「Web 上でのフローの作成と操作」を参照してください。
機能

Creator

Explorer (パブ
リッシュ可能)

Explorer

Viewer (ビュー
アー)

ビュー
フローのダウ
ンロード
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Web 編集
フローの実
行
上書き
移動

*

削除
パーミッショ
ンの設定
「データに聞く」レンズ
機能

Creator

Explorer (パブ

Explorer

リッシュ可能)

Viewer (ビュー
アー)

ビュー
上書き
移動

*

削除
パーミッショ
ンの設定
メトリクス
機能

Creator

Explorer (パブ
リッシュ可能)
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ビュー
上書き
移動

*

削除
パーミッショ
ンの設定
コレクション
機能

Creator

Explorer (パブ

Explorer

リッシュ可能)

Viewer (ビュー
アー)

ビュー

仮想接続

仮想接続には、データ管理 ライセンスが必要です。詳細については、「データ管理 について
について」を参照してください。
機能

Creator

Explorer (パブ

Explorer

リッシュ可能)

Viewer (ビュー
アー)

ビュー
接続
上書き
移動

*

削除
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パーミッショ
ンの設定

* Explorer ロールに[移動] 機能を付与することはできますが、プロジェクトの[パブリッシュ] 機能
を付与することはできないため、コンテンツはどこにも移動できません。そのため、Explorer サイ
トロールでは、[移動] 機能は使用できないものと認識する必要があります。

クイックスタート: パーミッション
パーミッションルールは、ワークブック、プロジェクト、データソースなどのコンテンツに対するグルー
プまたはユーザーのアクセス権を定義する一連の機能です。
パーミッションを管理する最も効率的な方法は、お使いの環境で新しいグループを作成する前
に、[すべてのユーザー] グループからパーミッションを削除することです。次に、プロジェクトレベル
でグループのパーミッションを作成します。
1 グループにユーザーを追加する

パーミッションを管理する一般的な方法は、同じパーミッションを持つユーザーのグループを作成
することです。
1. サイト内で [グループ] を選択します。
2. グループ名を選択し、[ユーザーの追加] を選択します。
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最大 10 個の結果が返されます。
2 プロジェクトのパーミッション設定を開く

サイトの[コンテンツ] ページにはトップレベルプロジェクトが表示されています。更新するプロ
ジェクトに移動し、その[アクション] (…) メニュー、[パーミッション] の順に選択します。
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子プロジェクトの場所がわからない場合は、フィルターを表示し、[すべてのプロジェクトを表示]
を選択します。
3 パーミッションルールを作成する

[ユーザーまたはグループルールの追加] をクリックして[グループ] を選択し、グループを探して選
択します。
グループの初期権限セットに適用するパーミッションロールテンプレートを選択します。権限をク
リックして、[許可] または [拒否] に設定するか、または [指定なし] のままにします。操作が終
了したら、[保存] をクリックします。
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ユーザーがサイトロールに基づいてパーミッションを設定できるかどうか、および[パーミッションの
設定] 権限の設定方法。
4 ユーザー パーミッションを表示する

グループのパーミッションルールを保存した後、そのコンテンツに対するユーザーの(有効な)
パーミッションを表示できます。
グループ名をクリックし、グループのユーザーおよびパーミッションを表示します。権限ボックスの
上にマウスのポインタを置き、その権限が許可されているか拒否されているかの詳細に関する
ツールヒントを確認します。
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[カスタム] は、ユーザーの権限がサイトロールやコンテンツロールの初期設定から変更されてい
ることを示しています。
詳細については、パーミッションを参照してください。
サイトロール

ユーザーのサイトロールは、ユーザーが取得できる最大のパーミッション数を決定します。
l

サーバー管理者とサイト管理者は、すべてのサイトコンテンツにアクセスし、それに対して
アクションを実行できます。

l

所有者は、彼らがパブリッシュしたコンテンツに対して常にフルアクセス権を持ちます。親
プロジェクトのパーミッションがロックされていない場合、所有者はパブリッシュされたコンテ
ンツのパーミッションを変更できます。

詳細については、ユーザーのサイトロールの設定およびプロジェクトを使用したコンテンツへのア
クセスの管理を参照してください。
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パーミッション評価
l

拒否は許可より優先されます。

l

未指定の場合、他にパーミッションが指定されていないと拒否になります。

l

コンテンツで具体的なユーザーパーミッションが設定されている場合、この設定が、コン
テンツに対するグループパーミッションより優先されます。つまり、ユーザーパーミッション
はグループパーミッションより優先されます。

パーミッションの実装方法に関するベストプラクティスの手順については、「マネージドセルフ
サービスに向けたプロジェクト、グループ、パーミッションの設定」を参照してください。
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コンテンツ所 有 権 の管 理
Tableau Cloud 上でデータソースやワークブックをパブリッシュする場合、またはプロジェクトを作
成する場合は、その所有者となります。コンテンツ所有者、適切なサイトロールを持つプロジェ
クトリーダー、または管理者がコンテンツ資産の所有権を変更できます。所有権を再割り当て
すると、元の所有者にはコンテンツアイテムへの特別な接続がありません。アイテムにアクセスす
る機能は、プロジェクトまたはその特定アイテムに対するパーミッションによって決定されます。
コンテンツタイプごとに、所有権を変更したり受け取ったりできる人物

所有権を変更したり受け取ったりできるかどうかは、次の表に記載しているように、パーミッショ
ンとコンテンツ資産との関係によって異なります。

注: 完全なプロジェクトリーダーアクセス権は一部のサイトロールでのみ利用可能です。
詳細については、プロジェクトレベルの管理を参照してください。

コンテンツ資産のタイプ

上位プロジェクト

所有権を変更できる人

所有権を受け取ることのできる人

物

物

サーバー管理者 1

サーバー管理者

サイト管理者

サイト管理者 (Creator および
Explorer)
Creator
Explorer (パブリッシュ可能)

子 (ネストされた) プロジェ サーバー管理者

管理者または所有者 (Explorer お

クト

よびViewer (ビューアー) を除く)

サイト管理者
プロジェクト所有者

ワークブックとデータソース サーバー管理者
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サイト管理者

サイト管理者

ワークブックまたはデータ

Creator

ソースの所有者
Explorer
このアイテムを含むプロ
ジェクトのプロジェクトリー

Viewer (ビューアー)

ダーまたは所有者
メトリクス

サーバー管理者
サイト管理者

サイトの管理者またはユーザー
(Explorer およびViewer (ビュー
アー) を除く)

メトリクスの所有者
このアイテムを含むプロ
ジェクトのプロジェクトリー
ダーまたは所有者
「データに聞く」 (Ask

サーバー管理者

Data) レンズ
サイト管理者

サイトの管理者またはユーザー
(Explorer およびViewer (ビュー
アー) を除く)

レンズの所有者
このアイテムを含むプロ
ジェクトのプロジェクトリー
ダーまたは所有者
フロー

サーバー管理者
サイト管理者

482

サーバー管理者およびサイト管理
者は、所有者を自分自身にのみ
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データの役割

サーバー管理者
サイト管理者

サイトの管理者またはユーザー
(Explorer およびViewer (ビュー
アー) を除く)

データロールの所有者
このアイテムを含むプロ
ジェクトのプロジェクトリー
ダーまたは所有者
コレクション

サーバー管理者

サーバー管理者

サイト管理者

サイト管理者

コレクションの所有者

Creator
Explorer
Viewer (ビューアー)

仮想接続 2

サーバー管理者

サーバー管理者

サイト管理者

サイト管理者

仮想接続の所有者

Creator

1 サーバー管理者サイトロールは、Tableau Server のみに適用され、Tableau Cloud には適

用されません。
2 仮想接続には データ管理

が必要です。詳細については、「データ管理 についてについて」を

参照してください。仮想接続を編集するには、データベースの認証資格情報が必要であること
に注意してください。
コンテンツ所有権の変更に関する考慮事項
l

Tableau Cloud からユーザーを削除する前に、それらのユーザーはコンテンツ資産を所有
していないことを確認します。
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ユーザーがコンテンツを所有する場合、まずそれらの資産の所有権を再割り当てする
と、そのユーザーを削除できます。そのようにしないと、、サイトロールはライセンスなしに
設定されますが、それらのユーザーは削除されず、管理者のみがそのコンテンツに対す
る特定の対応を取ることができます。
l

参照元データへの接続に使用する埋め込みの認証資格情報を含むワークブックまたは
データソースの所有権を変更した場合、埋め込みの認証資格情報は削除されます。
フローの所有権を変更する場合は、埋め込みの認証資格情報が保持されます。パブ
リッシュされたデータソースへの接続は、フローの所有者を使用して認証され、パーミッ
ションに基づいて承認されます。
Tableau Cloud の接続情報を編集すると埋め込み認証資格情報を更新できます。詳
細については、Tableau Cloud で接続を編集するを参照してください。または、新しい
所有者がフロー、ワークブックまたはデータソースをダウンロードし、そのアイテムを
Tableau Desktop で開いて埋め込みの認証資格情報を更新してから、そのコンテンツ
をもう一度パブリッシュすることができます。

l

パーミッションをプロジェクトにロックしない場合、コンテンツの所有権の供与対象である
ユーザーが、所有権の変更の際に、パーミッションのガイドラインやアカウントのパーミッ
ションを理解していることを確認してください。ロックしたプロジェクトでは既定で、コンテン
ツ所有者はコンテンツにパーミッションを設定できます。詳細については、パーミッションを
参照してください。

l

メトリクスの所有者をViewer または Explorer のサイトロールを持つユーザーに変更するこ
とは可能ですが、それを行うと、メトリクスの更新が一時停止されるため、推奨されていませ
ん。メトリクスを更新、上書き、または削除するには、Creator または Explorer (パブリッシュ
可能) のサイトロールが必要です。

コンテンツリソースの所有者の変更

1. Tableau Cloud Web 環境にサインインし、ナビゲーションメニューから[探索] を選択し
ます。
2. 別の誰かに割り当てるコンテンツに移動します。
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l

複数のワークブックなど、複数の同じタイプのコンテンツを再割り当てする場合、ド
ロップダウンメニューからコンテンツタイプを選択します。

l

同一プロジェクト内で複数のアイテムを再割り当てする場合、そのプロジェクトに
移動します。
子プロジェクトの場所がわからない場合は、フィルターを表示し、[すべてのプロジェ
クトを表示] を選択します。

l

同じ所有者を持つ複数のコンテンツアイテムを再割り当てする場合は、[ユー
ザー] ページでユーザーを検索します。

3. 再割り当てするアイテムを選択し、[アクション] > [所有者の変更] を選択します。
他の表示されるメニューコマンドは、コンテンツタイプによって変わります。

4. ユーザー名を入力するか、リストからユーザーを選択します。
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5. [所有者の変更] をクリックします。

外 部 資 産 でのパーミッションの管 理
Tableau Cloud およびTableau Server では、パブリッシュ済みコンテンツにアクセスして管理す
る領域が提供されます。Tableau Cloud または Tableau Server のライセンスをデータ管理 で
設定している場合は、Tableau Catalog にアクセスできます。Tableau Catalog を使用すると、
サイト全体で補助的な領域と一連の機能が追加され、サイトにパブリッシュされたコンテンツで
使用される外部資産のメタデータと系列を追跡して管理することができます。
Tableau Catalog によるコンテンツと資産のインデックス化

Catalog は、Tableau Cloud または Tableau Server にパブリッシュするコンテンツのメタデータを
検出、追跡、保存します。
Catalog は次のものについてメタデータをインデックス化します。
l

Tableau コンテンツ: ワークブック、データソース、フロー、プロジェクト、メトリクス、仮想
接続、仮想接続テーブル、ユーザー、およびサイト

l

外部アセット: Tableau コンテンツに関連付けられたデータベースとテーブル
Catalog は Tableau 環境の外部に由来するデータのメタデータを外部資産として分類
します。Tableau 環境の外部に由来するデータは、データベースサーバーやローカル
.json ファイルなど、多くの異なる形式で保存されます。
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Catalog は外部データのメタデータのみを追跡し、いずれの形式 (未加工や集計) の参
照元データも追跡することはありません。
Catalog のメタデータには次のものが含まれます。
l

系列情報またはアイテム間のリレーションシップ。たとえば、[Sales (売上高)] テーブルに
は [Superstore (スーパーストア)] データソースと[Superstore (スーパーストア)] サンプル
ワークブックの両方とのリレーションシップがあります。

l

スキーマ情報。いくつかの例としては、次のものがあります:
l テーブル名、
列名、および列タイプ。たとえば、テーブル A には列 A、B、および C が
l

含まれ、タイプは INT、VARCHAR、VARCHAR です。
データベース名とサーバーの場所。たとえば、Database_1 は SQL Server データ

l

ベース(http://example.net) です。
データソース名およびデータソースに含まれるフィールドの名前とタイプ。たとえば、
"Superstore (スーパーストア)" データソースには、フィールドAA、BB、および CC が
あります。フィールドCC は、フィールドAA とフィールドBB の両方を戻って参照する計
算フィールドです。

l

ユーザーがキュレーション、追加、または管理する情報。たとえば、アイテムの説明、認
証、ユーザー連絡先、データ品質に関する警告などがあります。

Tableau Catalog のしくみ

Tableau Catalog は Tableau Cloud または Tableau Server にパブリッシュされたすべてのコンテ
ンツをインデックス化し、系列およびスキーマのメタデータを追跡します。たとえば、メタデータは、
ワークブック、パッケージドワークブック、データソース、およびTableau Server や Tableau Cloud
のリポジトリに由来します。
インデックス作成プロセスの一環として、パブリッシュ済みコンテンツで使用される外部アセット
(データベースおよびテーブル) に関する系列やスキーマのメタデータもインデックス化されます。
注: Tableau Cloud または Tableau Server からCatalog にアクセスできるほか、Tableau メタ
データAPI およびTableau Server REST API からもインデックス化されたメタデータにアクセスで
きます。Tableau メタデータAPI や REST API でのメタデータメソッドの詳細については、
Tableau Server REST API のTableau メタデータAPI およびメタデータメソッドをそれぞれ参照
してください。
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メタデータに対するパーミッション

パーミッションは、外部アセットの表示および管理が許可されるユーザーや、系列で表示される
メタデータを制御します。
注: Tableau Cloud または Tableau Server のライセンスをデータ管理 で設定していない場
合、デフォルトでは、管理者のみがTableau メタデータAPI を使用してデータベースとテーブル
のメタデータを表示できます。この既定の動作は、次のように"派生パーミッション" を使用する
ように変更できます。
メタデータにアクセスする

Catalog (またはメタデータAPI) を使用してメタデータにアクセスするのに使用するパーミッション
は、Tableau Cloud または Tableau Server よりコンテンツにアクセスするパーミッションと同じよう
に機能しますが、系列によって公開できる機密データと外部アセットに対して付与された機能
に関しては他のいくつかの考慮事項があります。

Tableau コンテンツに対 するパーミッション
Catalog では、既存のTableau コンテンツによって既に使用されているビュー機能と管理機能
を使用し、Tableau コンテンツで表示できるメタデータを制御します。これらの機能の一般的
な情報については、パーミッションを参照してください。

派 生 パーミッションを使 用 する外 部 資 産 に対 するパーミッション
Tableau Cloud または Tableau Server のライセンスをデータ管理 で設定していない場合、次
のシナリオでは、Catalog はデフォルトで 派生したパーミッションを使用し、外部アセット機能を
自動的に付与します。
ビュー機能の場合:
l

ワークブック、データソース、またはフローの所有者である場合は、そのワークブック、デー
タソース、またはフローで直接 使用するデータベースと表のメタデータを表示することがで
きます。「系列に関するその他の注意事項」を参照してください。

l
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テンツで使用されるすべてのデータベースとテーブルのメタデータを表示できます。
l

埋め込みファイルでは、外部アセット(データベースまたはテーブル) の派生パーミッションで
はなく、ソースコンテンツ(ワークブック、データソース、フローなど) のパーミッションを使用
します。たとえば、埋め込みファイルを含むワークブックを表示できる場合は、そのワーク
ブックで使用されている埋め込みファイルとそのメタデータを表示できます。

上書きとパーミッションの設定機能の場合:
l

フローの所有者は、フロー出力で使用するデータベースとテーブルのメタデータのパーミッ
ションの編集や管理が行えます。

注: フローの場合、上記の機能は、フローの現在の所有者の下で少なくとも1 回正常に実行
された後にのみ適用されます。
パーミッションを確認する
管理者やアセットに対するパーミッションを設定する権限を持っているユーザーは、派生パーミッ
ションを持っているユーザーを以下の手順で検証できます。
1. Tableau Cloud または Tableau Server にサインインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、[外部アセット] をクリックします。
3. ドロップダウンメニューから[Database and Files (データベースおよびファイル)] または
[テーブル] を選択します。
注: .json ファイルや .csv ファイルのようなローカルファイルは [データベース] で外部アセット
としてグループ化されます。
4. パーミッションを変更するデータベースまたはテーブルの横のチェックボックスを選択し、[ア
クション] > [パーミッション] を選択します。
5. [パーミッション] ダイアログボックスで[+ Add Group/User Rule (グループ/ユーザー ルー
ルの追加)] をクリックして入力を開始すると、グループまたはユーザーが検索されます。
6. パーミッションルール内のグループ名またはユーザー名をクリックして、下に表示される有
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効なパーミッションを確認することにより、パーミッションを検証します。

外部アセットに対する派生パーミッションの優先順位
Tableau Cloud サイトまたは Tableau Server で派生したパーミッションを構成する場合、外部
資産に対する各ユーザーのアクセスレベルは、関連付けられたTableau コンテンツと、
Tableau がそのコンテンツに対して使用するルールの優先順によって決まります。
Tableau では、[拒否] と評価される限り、以下のルールを順に評価していきます。いずれかの
ルールで[許可] と評価されると、その権限が許可され、Tableau は評価を停止します。この
ルールリストは、パーミッションに基づいています。
ビュー機能の場合:
1. 管理者ロール
2. ライセンス
3. プロジェクトリーダー (Tableau コンテンツ)
4. プロジェクト所有者 (Tableau コンテンツ)
5. コンテンツ所有者 (Tableau コンテンツ)
6. 派生パーミッション(外部アセットとビュー機能にのみ適用)
a. 管理者ロール
b. ライセンス
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c. プロジェクトリーダー (外部アセット)
d. プロジェクト所有者 (外部アセット)
e. コンテンツ所有者 (外部アセット)
7. 明示的なパーミッション
上書きとパーミッションの設定機能の場合:
1. 管理者ロール
2. ライセンス
3. プロジェクトリーダー (Tableau コンテンツ)
4. プロジェクト所有者 (Tableau コンテンツ)
5. コンテンツ所有者 (Tableau コンテンツ)
6. 明示的なパーミッション(Tableau コンテンツ)
7. 派生パーミッション(外部アセット、上書き、フロー出力のパーミッション機能の設定にのみ適
用)

a. 管理者ロール
b. ライセンス
c. プロジェクトリーダー (外部アセット)
d. プロジェクト所有者 (外部アセット)
e. コンテンツ所有者 (外部アセット)
派生パーミッションをオフにする
管理者は、明示的なパーミッションをデータベースとテーブルに手動で付与するために、サイトで
の派生パーミッションの既定の設定をオフにできます。
1. Tableau Cloud または Tableau Server に管理者としてサインインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、[設定] をクリックします。
3. [全般] タブの [データベースおよびテーブルに関するメタデータへの自動アクセス] で [データ
ベースおよびテーブルに関するメタデータへのアクセス権を許可されたユーザーに自動的
に付与する] チェックボックスをオフにします。
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注: 派生パーミッションを使用してユーザーに表示される、データベースやテーブルについ
てのデータ品質の警告メッセージは、このチェックボックスがオンになっていない場合で
も、引き続きそれらのユーザーに表示されます。
個別の外部アセットに対するパーミッションの設定

他のユーザーが外部アセットの表示、編集 (上書き)、管理を行えるように追加のパーミッション
を与えるには、ユーザーまたはグループに個々のデータベースまたはテーブルに対して管理者が
権限を明示的に付与できます。
Tableau Server 2022.3 およびTableau Cloud September 2022 からは、プロジェクトで外部ア
セットを整理することができます。外部アセットに対する権限の継承は、「パーミッション」のト
ピックで説明したように、Tableau コンテンツの他のアセットと同じように機能し、パーミッションの
管理を簡素化することができます。
パーミッションの機能の概要
次の表に、外部アセット(データベースおよびテーブル) で設定できる機能を示します。
機能
ビュー

説明

テンプレート

データベースまたはテーブルのアセットを参照してく ビュー
ださい。

上書き

データベースまたはテーブルのアセットデータの品

パブリッシュ

質に関する警告と説明を追加または編集しま
す。バージョン2020.1 より前のバージョンでは、
上書き機能は保存機能と呼ばれていました。
移動

データベースまたはテーブルのアセットを移動しま

管理

す。

パーミッション
の設定
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管理

パーミッションを付与または拒否します。
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データベースまたはテーブルに対するパーミッションを設定する
データベースまたはテーブルに対するパーミッションを設定するには、次の手順を行います。
1. 管理者または「パーミッションの設定」権限を付与されたユーザーとしてTableau Cloud また
は Tableau Server にサインインします。

2. データベースまたはテーブルを検索します。データベースまたはテーブルの現在の場所が
わかっている場合は、[探索] (Tableau Server 2022.3 およびTableau Cloud
September 2022 以降) から行うことができ、すべてのデータベース、テーブル、ファイルのリ
ストを見る場合は、[外部アセット] から行うことができます。
l

[探索] - 左側のナビゲーションペインで[探索] をクリックし、データベースまたはテー
ブルが存在するプロジェクトの場所を特定します。

l

[外部アセット] - 左側のナビゲーションペインで[外部アセット] をクリックします。ド
ロップダウンメニューから[データベースとファイル] または [テーブル] を選択します
(注: .json ファイルや .csv ファイルなどのローカルファイルは、データベースの外部ア
セットとしてグループ化されます)。

3. パーミッションを変更するデータベースまたはテーブルの横のチェックボックスを選択し、[ア
クション] > [パーミッション] を選択します。
4. [パーミッション] ダイアログボックスで[+ Add Group/User Rule (グループ/ユーザー ルー
ルの追加)] をクリックして入力を開始すると、グループまたはユーザーが検索されます。
5. グループまたはユーザーの初期機能セットに適用するパーミッションロールテンプレートを
選択してから、[保存] をクリックします。使用できるテンプレートは、[ビュー]、[パブリッ
シュ]、[管理]、[なし]、[拒否] です。
6. ルールをさらにカスタマイズするには、ルール内の機能をクリックし、[許可] または [拒否]
に設定するか、指定しないままにします。操作が終了したら、[保存] をクリックします。
7. 他のグループまたはユーザー用に希望する追加ルールを構成します。
8. パーミッションルール内のグループ名またはユーザー名をクリックして、下に表示される有
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効なパーミッションを確認することにより、パーミッションを検証します。

プロジェクトにない外部アセット
シナリオによっては、外部アセットがプロジェクトにない場合があります。
l

外部アセットは、Tableau Server 2022.3 および Tableau Cloud June 2022 まで、プロジェ
クトに入れることができませんでした。これらのバージョン以前のアセットは、機能がリリース
されてからプロジェクトに追加されていない限り、プロジェクトには含まれません。

l

外部アセットは、Catalog で最初に取り込まれるとき、プロジェクトに入りません。

l

プロジェクトが削除され、そのプロジェクトに外部アセットが含まれていた場合、それらの外
部アセットはもはやどのプロジェクトにも存在しませんが、外部アセットで見つけることができ
ます。

外部アセットがプロジェクトにない場合、外部アセットに対するパーミッションは、Tableau
Server 2022.1 およびTableau Cloud June 2022 以前と同様に機能します。つまり、データ
ベースとテーブルのパーミッションは、プロジェクト内のコンテンツとは別に制御され、テーブルの
パーミッションは、データベースのパーミッションを通じて管理することができます。アクセスパー
ミッションは、このようにデータベースレベルで設定されている場合、そのデータベースで新しく検
出され、インデックス付けされた子テーブルに対するテンプレートとして機能します。また、子の

494

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
テーブルが常にデータベースレベルで設定したパーミッションを使用するように、データベースパー
ミッションをロックすることもできます。

注: データベースがプロジェクト内にある場合、データベースへのパーミッションをロック(または
ロックを解除) することはできません。

データベースに対するパーミッションをロック(またはロックを解除) するには、次の手順を使用しま
す。
1. 管理者または「パーミッションの設定」権限を付与されたユーザーとしてTableau Cloud また
は Tableau Server にサインインします。

2. 左側のナビゲーションペインで、[外部アセット] をクリックします。既定では、[外部アセッ
ト] ページにデータベースとファイルのリストが表示されます。
3. パーミッションをロックするデータベースの隣にあるチェックボックスをオンにして[アクション] >
[パーミッション] を選択し、[Table Permissions (テーブルのパーミッション)] で[編集] リンク
をクリックします。
4. [データベースのテーブルのパーミッション] ダイアログボックスで、[Locked (ロック)]、[保存]
の順にクリックします。
5. パーミッションをロック解除するには、もう一度 [編集] をクリックし、[Customized (カスタ
マイズ)] を選択します。
系列情報にアクセスする

Catalog (およびメタデータAPI) を使用すると、リレーションシップと依存関係のメタデータ(系列
とも呼ばれます) をTableau Cloud や Tableau Server 上のTableau コンテンツや外部アセット
の間で公開できます。系列は、主に次の3 つのことを示しています。
l
l
l

項目が相互に関連している方法 (直接的または間接的)
相互に関連付けられている項目の数
(適切なパーミッションがある場合) 系列内の項目に関する機密データ

系列の機密データ
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場合によっては、データ品質に関する警告メッセージ、コンテンツやアセットの名前、または関
連するアイテムやメタデータなどの機密データが系列に含まれることがあります。
既定では、すべてのユーザーに系列の完全な情報が表示されますが、機密データは適切な
ビュー機能を持たない特定のユーザーに対してブロックされます。機密データをブロックするこの
概念は、難読化と呼ばれます。
難読化により、適切なビュー機能を持たない特定のユーザーに対して機密データをブロックし
ながら、系列内 のすべてのメタデータを表示できます。この既定の動作では、完全なインパク
ト分析に依存するワークフローを使用できます。
組織において系列内の機密データを難読化するだけでは不十分な場合は、その機密データ
を含む系統の特定の部分をフィルターすることができます。
フィルターすることによって、その機密データに対して適切な表示機能を持たない、特定の
ユーザーの系列 (およびデータの詳細などの系統に関連する部分) が除かれます。フィルターに
よって系列の一部が省略されるため、この場合は完全なインパクト分析に依存するワークフ
ローが防止されます。
機密データの処理方法を変更するには、次の手順を実行します。
1. Tableau Cloud または Tableau Server に管理者としてサインインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、[設定] をクリックします。
3. [全般] タブの [系列の機密情報] で、Tableau Cloud サイトや Tableau Server のすべて
のユーザーに対して系列情報を最も適切に処理するラジオボタンを選択します。
系列に関するその他の注意事項
l

関連アセットに対するビュー機能がある場合、いつどのアセットやコンテンツが相互に関
連付けられるか、およびその機密メタデータを表示できます。
たとえば、1) 関連するアップストリームデータベースとテーブルの名前、データ品質に関
する警告、合計数、2) 評価対象のアセットのダウンストリームワークブックの系列に含ま
れるシート(表示および非表示) の合計数を表示できます。

l
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を常に表示できます。
たとえば、1) 関連するアップストリームのデータベースとテーブルが系列に存在するかどう
か、および2) 評価対象のアセットに関連するデータベースの合計数またはテーブルの合
計数を表示することができます。
ただし、ビュー機能がない場合、これらのアセットに関連付けられているメタデータを表示
することはできません。パーミッションが制限されているためにメタデータがブロックされる場
合や、アセットがパーソナルスペースにある場合、[必要なパーミッション] が表示されま
す。

l

関連アセットに対するビュー機能がない場合、アセットが認証されているかどうかを常に
表示できます。
ただし、表示機能がない場合、関連するデータベースやテーブルの名前など、認証に関
連する機密情報を表示することはできません。パーミッションが制限されているためにメタ
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データがブロックされる場合や、アセットがパーソナルスペースにある場合、[必要なパー
ミッション] が表示されます。

系列の詳細については、インパクト分析での系列の使用を参照してください。
系列データを通じて検出可能なタグに関するその他の注意事項
Tableau コンテンツに加えて、外部アセットにタグを付けることもできます。タグは常に表示され
ますが、系列データを通じて表示されるタグ付けされたアイテムは、難読化 (既定) にするか、
このトピックで前述されているようにフィルターすることができます。
タグ付けされたアイテムが難読化されている場合:
l

タグ付けされたアイテムの表示機能がある場合は、タグ付けされたアイテムとタグ付けさ
れた関連アイテム、およびすべてのメタデータを表示できます。

l

タグ付けされたアイテムの表示機能がない場合:
l

タグ付けされたアイテムとタグ付けされた関連アイテムのタイプは表示できますが、
アイテムに関する機密性の高いメタデータは表示できません。たとえば、タグフィ
ルターを使用して、“注目に値する” というタグが付いたアイテムを表示するとしま
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す。“注目に値する” というタグが付いたデータベースのアイテムは表示されますが、
タグ付けされたデータベースの名前は表示されません。
l

タグ付けされた関連アイテムの数が表示されます。たとえば、“注目に値する” とい
うタグのクエリを実行するとします。クエリは、タグが付いたデータベースを5 つ返しま
す。

タグ付けされたアイテムがフィルターされている場合、タグ付けされたアイテムとタグ付けされた関
連アイテムが表示されるのは、アイテムの表示機能がある場合のみに限定されます。
タグの詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「タグアイテム」を参照してください。
資産の結果とコンテンツの結果が不一致になる可能性
Catalog に系列情報が表示される場合、Tableau コンテンツと外部アセットの情報が提供され
ます。Catalog の系列には常に、関連付けられたアイテムの真の数または結果が表示されま
す。ただし、サイトの他の領域では、表示される項目が少なくなる場合があります。これは、利
用している表示機能が原因であるかもしれません。カタログ以外では、自分のパーミッションで
許可されているコンテンツしか表示されません。
たとえば、[Superstore (スーパーストア)] データソースを見ているとします。「スーパーストア」デー
タソースの系列には、データソースが接続する上流の参照元のテーブルがいくつあるか、データ
ソースに依存する下流のワークブックがいくつあるかが表示されます。ただし、これらの下流にあ
るワークブックをすべて表示する権限がない可能性があるため、「カタログ」系列の関連するワー
クブックの数 (実際の合計) は、[接続されたワークブック] タブのワークブックの数 (表示する権限
があるもの) よりも多くなる可能性があります。
パーミッションとは別の理由によって、アセットの数とコンテンツの数の不一致が生じる可能性が
あります。詳細については、インパクト分析での系列の使用を参照してください。
実行可能なユーザー

このトピックで説明するタスクを実行できるのは、以下のユーザータイプです。

Tableau Cloud サイトまたは Tableau Server の管理者
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データ 機能

要件

管理
ライセ
ンス認
証済
み

アセットとそのメタデータを表示する

なし

アセットとそのメタデータを編集する

なし

アセットとそのメタデータに対するパーミッショ

なし

ンを変更する
アセットとそのメタデータを表示する権限を

デフォルト: "派生パーミッション" が有

ユーザーに付与する

効なユーザーは、所有するコンテンツ
の外部アセットのメタデータや、ユー
ザーがプロジェクトリーダーまたは所
有者になっているプロジェクトにパブ
リッシュされたコンテンツのメタデータを
表示できます。
アドホック: 指定した外部アセットに
対して、明示的なビューパーミッショ
ンを構成できます。

アセットとそのメタデータを編集する権限を

指定した外部アセット(ユーザーがフ

ユーザーに付与する

ロー所有者であるために自動的に付
与されない場合) に対して、"書き込み
" または上書きの明示的なパーミッショ
ンを構成できます。

アセットとそのメタデータ対するパーミッション

指定した外部アセット(ユーザーがフ

を変更する権限をユーザーに付与する

ロー所有者であるために自動的に付
与されない場合) に対して、明示的な
「編集」またはパーミッションの設定 を
構成できます。
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データ 機能

要件

管理
ライセ
ンス認
証な
し

アセットとそのメタデータをすべて表示する

メタデータAPI にのみ適用する

アセットとそのメタデータを編集する

データ管理 が必要

アセットとそのメタデータに対するパーミッショ

データ管理 が必要

ンを変更する
アセットとそのメタデータを表示する権限を

メタデータAPI にのみ適用する:

ユーザーに付与する

派生パーミッションは、上記の手順で
有効にできます。"派生パーミッション
" が有効なユーザーは、所有するコン
テンツの外部アセットのメタデータや、
ユーザーがプロジェクトリーダーまたは
所有者になっているプロジェクトにパ
ブリッシュされたコンテンツのメタデータ
を表示できます。
アセットとそのメタデータを編集する権限を

データ管理 が必要

ユーザーに付与する
アセットとそのメタデータ対するパーミッション

データ管理 が必要

を変更する権限をユーザーに付与する

Creator または Explorer のライセンスを持つユーザー
データ 機能

要件

管理
ライセ

アセットとそのメタデータを表示する

デフォルト: Tableau Cloud サイト管理

ンス認

者や Tableau Server 管理者が「派

証済

生したパーミッション」を有効にすると、

み
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データ 機能

要件

管理
所有するコンテンツの外部アセットのメ
タデータや、プロジェクトリーダーまたは
所有者になっているプロジェクトにパブ
リッシュされたコンテンツのメタデータを
表示できるようになります。
アドホック: 明示的な表示パーミッショ
ンが付与されている外部アセットのメタ
データを表示できます。
アセットとそのメタデータを編集する

"書き込み" または上書きの明示的な
パーミッションが付与されている外部ア
セットのメタデータを編集できます。
(ユーザーがフロー所有者であるために
自動的に付与されない場合)

ライセ

アセットとそのメタデータに対するパーミッショ

明示的な "編集" またはパーミッションの

ンを変更する

設定 が付与された外部アセットに対す
るパーミッションを変更できます。(ユー
ザーがフロー所有者であるために自動
的に付与されない場合)

アセットとそのメタデータを表示するパーミッ

明示的な "編集" またはパーミッションの

ションを他のユーザーに付与する

設定 が付与された外部アセットに対す
るパーミッションを変更できます。(ユー
ザーがフロー所有者であるために自動
的に付与されない場合)

アセットとそのメタデータを表示する

メタデータAPI にのみ適用する:

ンス認
証な

Tableau Cloud サイト管理者や

し

Tableau Server 管理者が「派生した
パーミッション」を有効にすると、所有
するコンテンツの外部アセットのメタ
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データ 機能

要件

管理
データや、プロジェクトリーダーまたは
所有者になっているプロジェクトにパブ
リッシュされたコンテンツのメタデータを
表示できるようになります。
アセットとそのメタデータを編集する
アセットとそのメタデータに対するパーミッショ

データ管理 が必要

ンを変更する
アセットとそのメタデータを表示するパーミッ
ションを他のユーザーに付与する

Tableau Catalog の有 効 化
Tableau Catalog は、ワークブック、データソース、シート、フローなど、Tableau Cloud サイトや
Tableau Server のすべてのコンテンツを検出してインデックス化します。コンテンツ(またはメタ
データ)、およびコンテンツのスキーマと系列についての情報を収集するために、インデックス作成
が使用されます。その後メタデータより、Catalog は Tableau Cloud サイトまたは Tableau
Server 上のコンテンツが使用するすべてのデータベース、ファイル、表を特定します。
Catalog は データ管理 ライセンスで入手可能です。詳細については、データ管理 についてを
参照してください。
Catalog に加え、メタデータメソッドを使用してTableau メタデータAPI や Tableau REST API
からコンテンツについてのメタデータにアクセスすることもできます。

Tableau Cloud の Catalog
Tableau Cloud がデータ管理 でライセンスされると、Catalog は自動的に有効になります。
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Tableau Cloud サイトにデータ管理 を使用してライセンスが付与されると、Tableau Cloud サ
イトに既に存在するコンテンツのインデックスが直ちに作成されます。コンテンツのインデックス作
成にかかる時間は、持っているコンテンツの量によって異なります。コンテンツが最初にインデッ
クス化された後、Catalog は新しくパブリッシュされたコンテンツや資産に対する他の変更を監
視し、バックグラウンドで引き続きインデックス化します。

Catalog のトラブルシューティング
Catalog の使用時に、ユーザーは次のいずれかの問題に直面する可能性があります。
「Timeout limit and node limit exceeded (タイムアウト制限およびノード制限を超過しました)」
メッセージ

大量の結果を返す必要があるCatalog のタスクがのすべてのシステムリソースを消費してしま
わないようにするため、Catalog ではタイムアウト制限とノード制限の両方を設けています。
l

タイムアウト制限
Catalog 内のタスクがタイムアウト制限に達すると、管理者およびユーザーに次のメッ
セージが表示されます。

「 Showing partial results, Request time limit exceeded.Try again later. (結果の一部を
表示しています。要求時間の制限を超過しました。後でもう一度やり直してくださ
い。)」 または TIME_LIMIT_EXCEEDED
l

ノード制限
Catalog 内のタスクがノード制限に達すると、管理者およびユーザーに次のメッセージが
表示されます。
NODE_LIMIT_EXCEEDED

Catalog の無効化
Tableau Cloud サイト管理者である場合、その機能をオフにすることで、Catalog を無効にす
ることができます。
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各サイトの Catalog の機能をオフにする

(データ管理 が必要です)
Catalog 機能はいつでもオフにできます。Catalog がオフになっている場合、Tableau Online か
らCatalog の機能にアクセスすることができません。この機能には、データ品質に関する警告の
追加や、データベースやテーブルのアセットに対するパーミッションの明示的な管理などが含まれ
ます。ただし、Catalog はパブリッシュ済みコンテンツのインデックス化を継続し、メタデータには
Tableau メタデータAPI から、またTableau REST API のメタデータメソッドからアクセスすること
ができます。
1. サイト管理者の資格情報を使用してTableau Cloud にサインインし、します。
2. 左側のナビゲーションペインで、[設定] をクリックします。
3. [全般] タブで、[Tableau Catalog] の下にある[Tableau Catalog をオンにする] チェック
ボックスをオフにします。
でのメタデータのインデックス化の中止

インデックス化は Tableau Cloud サイトでは中止できません。

ユーザーが信 頼 できるデータを見 つけやすくするた
め認 証 を使 用 する
複数のパブリッシャーの存在するセルフサービス環境では、しばしば同じような名前を持つ、同
じまたは類似の参照元データに基づく、あるいは説明情報なしでパブリッシュされているさまざま
なコンテンツがTableau Cloud 上のプロジェクトに含まれています。その場合、アナリストは使用
するデータについて自身を持てない場合があります。
ユーザーが自身の分析種別に合った、信頼され、推奨されるデータを見つけやすいように、所
属組織のデータ基準に準拠するデータを認定 することができます。
パブリッシュされたデータソースの認証に加えて、Tableau Server または Tableau Cloud のデー
タ管理 がある場合：

Tableau Software

505

Tableau Cloud ヘルプ
l

Tableau 2019.3 以降、Tableau Catalog が有効になっている場合、Tableau コンテンツに
関連付けられているデータベースとテーブルを認証できます。(Tableau Catalog の詳細に
ついては、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの「Tableau Catalog について」

l

を参照してください。)
Tableau 2022.1 以降では、仮想接続と仮想接続テーブルを認証できます。

認証はどのように信頼できるデータをユーザーから見つけやすくす
るか
アセットを認証する場合、アセットが表示されている場所に応じて、ユーザーに緑色のバッジま
たは緑色のチェックマークが表示されます。

認定されたデータソースは検索結果でより上位にランク入りし、推奨されるデータソースに加
えられます。
さらに、認証状態についての注記を設定できます。この注記は、ユーザーがバッジをクリックし
たときに表示されるか、Web 作成や Tableau Desktop でデータソースアイコンにカーソルを合
わせたときにツールヒントに表示されます。また、データソースが誰によって認証されているかに
ついての情報も表示されます。
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詳細については、下記のデータの認定方法の手順を参照してください。

認定するデータの選出ガイドラインを作成する
その他のTableau 機能と同様、認定には柔軟性があります。データソース(またはデータベース
か表) の認定の決定に使用する条件を所属する組織に定義することができます。これを行うと
同時に、ガイドラインを文書化して共有したいと希望されるかもしれません。新しいデータソー
スがパブリッシュされるとき、ガイドラインは作成者とその保管管理者またはプロジェクトリーダー
が認定対象の選出で一貫性を持つ助けになります。ガイドラインは、ユーザーが認定の意味
を理解するためにも役立ちます。
全プロジェクトで同じ認定条件を使用していても、各プロジェクトで固有の条件を定義してい
ても、重要なのは認定が今いる環境で何を意味するのかです。

データを認定できる人物
データソースを認定するには、次のことが必要です:
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または

l

Explorer (パブリッシュ可能) または Creator のサイトロールを持っており、かつ認証するデー
タを含むプロジェクトに対してプロジェクトの所有権またはプロジェクトリーダー権限を持って
いる必要があります。

仮想接続と仮想接続テーブルを認証するには、使用する環境にデータ管理 ライセンスがある
必要があります。また、
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または
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l

Explorer (パブリッシュ可能) または Creator のサイトロールを持っており、かつ認証する
データを含むプロジェクトに対してプロジェクトの所有権またはプロジェクトリーダー権限を
持っている必要があります。

データベースまたはテーブルを認証するには、使用する環境でTableau Catalog が有効になっ
ており、
l
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または
データベースまたはそのデータベース内のテーブルを認証するために、データベースのパー
ミッションを設定する権限を持っている必要があります。

データの認定方法
認証できるデータは、データ管理 ライセンスを使用しているか、および使用している場合に、
Tableau Catalog が環境で有効になっているかどうかによって異なります。

l

適切なパーミッションを持つすべてのユーザーが、データソースを認定できます。
データ管理 ライセンスがある場合、適切なパーミッションを持つユーザーは、仮想接続およ

l

び仮想接続テーブルを認証することもできます。
Tableau Catalog を有効にすると、適切なパーミッションを持つユーザーも、データベース、

l

テーブル、およびファイルを認証できます。

データを認証するには、次のステップを実行します。
1. Tableau Cloud にサインインします。
2. このステップは、認証するアセットのタイプによって異なります。
l データソースまたは仮想接続 - [探索] ページで、
[すべてのデータソース] または
l

l

[すべての仮想接続] を選択します。
仮想接続テーブル - [探索] ページで、[すべての仮想接続] を選択し、認証する
仮想接続テーブルを含む仮想接続を選択します。次に、仮想接続テーブルを選択
します。
データベースまたはテーブル - [外部アセット] ページで、[Databases and Files

(データベースおよびファイル)] または [テーブル] を選択します。
3. ページで、認定する資産名の隣にある[その他のアクション] メニュー (...) を選択します。
4. [証明書の編集] を選択し、以下を行います。
l [こ
のデータは認定されています] チェックボックスを選択します。
l ユーザーに認定状態についての背景情報、
想定されるデータの使用方法、その他
の有用な情報を知らせる注記を追加してから[保存] をクリックします。
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[注記] セクションに追加する情報は、認証はどのように信頼できるデータをユー
ザーから見つけやすくするかに前述した認証バッジのツールヒントに表示されま
す。

インパクト分 析 での系 列 の使 用
データの由来を把握することは、データを信頼する上で重要です。また、データを使用している
他のユーザーを把握しておくと、環境内でデータに対する変更により受ける影響を分析できま
す。Tableau Catalog の系列機能は、これらの両方を実行できます。
系列には データ管理 が必要です。2019.3 以降、Tableau Catalog は、Tableau Server と
Tableau Cloud に対するデータ管理 の一部として使用できます。使用する環境でTableau
Catalog が有効になっている場合は、コンテンツの系列情報にアクセスできます。Tableau
Catalog の詳細については、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの「Tableau
Catalog について」を参照してください。

系列の移動
[系列] ペインへの移動方法は、作業中のアセットの種類によって異なります。
ワークブック、データソース、仮想接続、レンズ、またはフローなどのTableau コンテンツの系列
を表示するには、[Explore (探索)] からコンテンツアセットに移動して開き、[系列] タブを選択
します。
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注: フローにパラメーター値が含まれている場合、フローの系列データは表示されません。
フローでパラメーターを使用する方法の詳細については、Tableau Prep ヘルプの「フローで
パラメーターを作成して使用する」を参照してください。

データベースやテーブルなどの外部アセットの系列を表示するには、[外部アセット] からリストの
アセットに移動して選択します。たとえば、テーブルを選択すると、名前、タイプ、フルネーム、
説明、列、各列の詳細など、テーブルに関する情報が記載されたページが開きます。テーブ
ルの情報の右側が[系列] ペインで、そのテーブルの系列が表示されています。
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系列には、系列アンカー(選択したアセット) との関係における依存性を示します系列アンカー
は、データベース、テーブル、ワークブック、パブリッシュされたデータソース、仮想接続、仮想接
続テーブル、レンズ、メトリクス、またはフローなどです。(アンカーは、最初の例では "Batters
(バッター)" データソース、2 つ目の例では "Batters (バッター)" テーブルです)。アンカーの下にあ
るアセットは、すべてアンカーに直接的または間接的に依存しており、アウトプットまたはダウン
ストリームアセットと呼ばれます。アンカーの上にあるアセットは、アンカーが直接的または間接
的に依存するアセットで、インプットまたはアップストリームアセットと呼ばれます。
データソースのフィールドまたはテーブルの列を選択すると、系列がコミッション(変数) フィールド
が表示されるようにフィルターされているこの"スーパーストア" ワークブックの例のように、フィール
ド(または列) に依存する、あるいはフィールド(または列) に対するアップストリームインプットに
依存するダウンストリームアセットのみが表示されるように系列がフィルターされます。

[系列] ペインでアップストリームまたはダウンストリームアセットを選択して、その詳細を確認する
ことができます。たとえば、[メトリクス] を選択すると、このワークブックに依存するメトリクスのリスト
が[系列] ペインの左側に表示されます。
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[系列] ペインから、最初に選択したアセットに関連するアセットに移動することができます。この
場合は、ワークブックから関心のあるリンクへと移動します。

埋 め込 みアセットが外 部 アセットに表 示 される
データソースまたはワークブックのパブリッシュ時に[外部ファイルを含める] チェックボックスがオン
になっている場合、Tableau Catalog は外部アセットを‘埋め込み’ として扱います。外部アセッ
ト(データベース、テーブル、またはファイル) がパブリッシュされたTableau コンテンツ(ワークブッ
ク、データソース、フロー) に埋め込まれている場合、その外部アセットはコンテンツによって使
用されますが、他のユーザーと共有することはできません。埋め込まれた外部アセットは、
Tableau コンテンツからアップストリームの系列に表示され、外部アセットに一覧表示されま
す。
外部アセットが埋め込まれているかどうかを確認するには、外部アセットの詳細ページに移動
し、[カテゴリー] に[埋め込みアセット] が表示されているかどうかを確認します。

埋め込まれたデータの詳細については 、Tableau Desktop およびWeb 作成のヘルプの「デー
タを個別にパブリッシュするか、ワークブックに埋め込む」を参照してください。

系 列 とカスタム SQL 接 続
カスタムSQL を使用する接続の系列を表示する場合は、次の点に注意してください。
l
l

系列が完全でない可能性があります。
Catalog では、カスタム SQL を介してのみ認識されるテーブルの列情報は表示されませ
ん。
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l

フィールドの詳細カードには、接続されている列へのリンクが含まれていない場合や、接続さ

l

れている列がまったく表示されない場合があります。
列の詳細カードには、列を使用するフィールドへのリンクが含まれていない場合や、フィール
ドがまったく表示されない場合があります。

詳細については、Tableau Desktop とWeb オーサリングのヘルプの「カスタムSQL のTableau カ
タログのサポート」を参照してください。

Catalog ではキューブはサポートされていません
キューブデータソース(多次元データソースまたは OLAP データソースとも呼ばれます) は、
Tableau Catalog ではサポートされていません。キューブデータに依存するTableau コンテンツ
(データソース、ビュー、ワークブックなど) では、Catalog にキューブメタデータまたはキューブ系列
は表示されません。

系列カウントとタブカウントの不一致
Tableau Catalog の系列ツールとTableau Server や Tableau Cloud のタブの間でアセット数が
一致しないことに気付くかもしれません。
数が一致しないことは、それぞれの系列とタブで、アセットが異なる方法でカウントされているこ
とによって説明されます。たとえば、Catalog は特定の時点でインデックス化されたアセットのみ
をカウントすることができますが、Tableau Server や Tableau Cloud はパブリッシュ済みのアセッ
トをカウントします。カウントに差が出る他の理由には以下のものもあります。
l
l
l
l
l

アセットの "ビュー" パーミッションを持っている。
アセットが非表示である。
任意のフィールドがワークブックで使用されている。
アセットが直接的または間接的に接続されている。
アセットがパーソナル スペースにある。

ワークブックカウントの不 一 致 の例
一例として、ワークブックでタブカウントと系列カウントがどのように決まるかを示します。
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[接続されたワークブック] タブでは、次の両方の条件を満たすワークブックをカウントします。
l

データソースに接続している(任意のフィールドがワークブックで実際に使用されているかど

l

うかは問わない)。
ユーザーがビューに対するパーミッションを持っている(ワークシート、ダッシュボード、または
ストーリーであるかは問わない)。

Tableau Catalog の系列は、次のすべての条件を満たすワークブックをカウントします。

l

Tableau Catalog によってインデックスが作成されている。
データソースに接続しており、データソース内の少なくとも1 つのフィールドを使用してい

l

る。
ワークシートを含むダッシュボードやストーリーなど、データソース内の少なくとも1 つの

l

フィールドを使用するワークシートを含んでいる。

パーミッションが制限されているためにメタデータがブロックされる場合や、アセットがパーソナル
スペースにある場合、Catalog は引き続きワークブックをカウントします。機密メタデータの一部
を表示するのではなく、「必要なパーミッション」を参照してください。詳細については、系列情
報にアクセスするを参照してください。

メールを使用して所有者に連絡する
系列の最後は所有者です。所有者のリストには、系列アンカーのダウンストリームにあるコンテ
ンツの所有者または連絡先として割り当てられたユーザーが含まれます。
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所有者にメールを送信して、データの変更を通知できます。(所有者にメールを送信するに
は、系列アンカーコンテンツの"上書き" (保存) 機能が必要です) 。
1. この系列のデータによって影響を受けるユーザーのリストを表示するには、[所有者] を選択
します。
2. メッセージを送信する所有者を選択します。
3. [メールの送信] をクリックして、メール メッセージのボックスを開きます。
4. テキストボックスに件名とメッセージを入力し、[送信] をクリックします。

データ品 質 に関 する警 告 を設 定 する
データ品質に関する警告は、Tableau Catalog の一機能です。2019.3 以降、Tableau
Catalog は、Tableau Server とTableau Cloud に対するデータ管理 の一部として使用できま
す。Tableau Catalog がお使いの環境で有効になっている場合は、データ品質に関する警告
を設定できます。詳細については、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの「Tableau
Catalog について」を参照してください。
データアセットで警告メッセージを設定すると、そのデータアセットのユーザーが特定の問題を認
識できるようになります。たとえば、データソースが廃止されていること、または抽出データソース
の更新が失敗したこと、あるいはテーブルに機密データが含まれていることをユーザーに知らせる
必要があるとします。
Tableau Server 2019.3 およびTableau Online 2019.3 以降では、データソース、データベー
ス、テーブルに対してデータ品質に関する警告を設定できます。
Tableau Server 2022.1 およびTableau Online 2022 年 3 月以降では、仮想接続と仮想接
続テーブルに対してデータ品質に関する警告を設定できます。
Tableau Server 2022.3 およびTableau Cloud 2022 年 10 月以降では、列に対してデータ品
質に関する警告を設定できます。

データ品質に関する警告について
データ品質に関する警告には 2 つのタイプを設定できます。1 つ目のタイプは、削除するまで
ユーザーに表示されます。2 つ目のタイプは、抽出データソースの更新失敗やフロー実行の失
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敗を監視するようにTableau を設定すると生成されます。
抽出とフローに対しては、アセットごとに各タイプのデータ品質に関する警告を1 つ設定できま
す。

データベース、テーブル、列、仮想接続、仮想接続テーブル、およびライブデータソースに対し
ては、データ品質に関する警告を1 つだけ設定できます。

1 つ目のタイプを設定すると、データ品質に関する警告のダイアログボックスを使用して警告を
削除するまでユーザーに表示されます。また、このダイアログボックスを使用して、設定した
データ品質に関する警告を更新することもできます。
抽出データソースの更新失敗やフロー実行の失敗を監視するようにTableau を設定する場
合、警告が生成されると、警告は抽出更新またはフロー実行が成功するまでユーザーに表
示されます。警告を更新または削除するには、ダイアログボックスの内容を開いて編集しま
す。

516

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
注: REST API を使用して、両方のタイプのデータ品質に関する警告を設定し、高い可
視性を有効にすることができます。詳細については、Tableau REST API ヘルプの「データ
品質に関する警告の追加」を参照してください。

データ品質に関する警告を表示できるユーザー
Tableau Server およびTableau Cloud では、データソース、データベース、テーブル、列、仮想
接続、または仮想接続テーブルに警告を設定すると、アセットとダウンストリームのアセットの
ユーザーに警告が表示されます。たとえば、テーブルに対する警告セットは、ダッシュボードにそ
のテーブルに対するアップストリームの依存関係を表示しているユーザーに表示されます。警告
は、データ品質に関する警告の可視性を高めるで説明されているように、Tableau の他の場
所にも表示されます。
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Tableau Desktop ユーザーには、ワークブックで使用しているデータソースに警告が設定されて
いる場合、または
l
l

ワークブックで使用しているデータソースのアップストリームに警告がある場合に、
ワークブックシートの [データ] タブに警告アイコン(青色の円または感嘆符付きの黄色い三
角形) が表示されます。

注: Tableau Desktop で使用している仮想接続では、データ品質の警告は表示されません。
警告の詳細を表示するには、警告アイコンの上にカーソルを合わせます。

サブスクリプションのデータ品質に関する警告
管理者は、メールサブスクリプションのデータ品質に関する警告をオンにして、ユーザーがビュー
をサブスクライブしたときに、たとえば、そのビューに関連付けられたデータ品質に関する警告な
どを受信するメールに含めるようにすることができます。データ品質に関する警告が記載された
メールには、以下が含まれます。
l
l

[データの詳細] ペインが開いている状態の関連するビューまたはワークブックへのリンク
データソース、テーブル、データベースなど、関連するアップストリーム アセットへのリンク

管理者は、Tableau Server または Tableau Cloud サイトの設定ページで[サブスクリプションの
データ品質に関する警告] オプションを選択することにより、メールサブスクリプションのデータ品
質に関する警告をオンにできます。詳細については、サイト設定リファレンスヘルプの[サブスク
リプションのデータ品質に関する警告]を参照してください。
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データ品質に関する警告の設定方法
アセットに設定できるデータ品質に関する警告には、いくつかのタイプがあります。
l
l
l
l
l

警告
非推奨
古いデータ
メンテナンス中
機密データ

データ品質に関する警告タイプに加えて、警告に関する詳細が記載されたオプションのメッセー
ジを表示できます。
データ品質に関する警告を設定するには、次の手順を実行します。
1. 警告を設定する対象のアセットの [データ品質に関する警告] ダイアログを開きます。このダ
イアログを開く方法は、アセットのタイプによって異なります。
l

列 以外 のすべてのアセットタイプの場合: アセットの横にある[その他のアクション] メ
ニュー (...) を選択してから、[データ品質に関する警告] を選択します。

l

2.
3.
4.
5.

列の場合: [テーブル] ページで、列の横にあるチェックボックスを選択します。[アクショ

ン] メニューをクリックしてから、[データ品質に関する警告] をクリックします。
[警告の有効化] チェックボックスをオンにします。
ドロップダウンリストから[警告のタイプ] を選択します。
(オプション) [Enable high visibility (高い可視性を有効にする)] チェックボックスをオン
にします。
ユーザーに表示するメッセージを入力します。メッセージ内のテキストを太字、下線、斜体な
どに書式設定し、リンクまたは画像を含めることができます。テキストの書式設定のヒントを
表示するには、[保存] ボタンの上にある情報 (i) アイコンをクリックします。

6. [保存] をクリックします。
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データ品質に関する警告を使用した監視の設定方法
抽出データソースの更新失敗とフロー実行の失敗の2 つのイベントを監視するようにTableau
を設定できます。イベントが発生すると、Tableau によってデータ品質に関する警告が生成さ
れ、手動で表示する場合と同じ場所に表示されます。
いずれかのイベントを監視するようにTableau を設定するには、次の手順に従います。
1. 警告を作成する対象の抽出データソースまたはフローの横にある[その他のアクション] (...)
メニューを選択してから、次の中から適切なオプションを選択します。
[データ品質に関する警告] > [抽出更新の監視]
l [データ
品質に関する警告] > [フロー実行の監視]
2. ダイアログボックスで、監視のチェックボックスをオンにします。
l
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3. (オプション) [Enable high visibility (高い可視性を有効にする)] チェックボックスをオン
にします。
4. (オプション) ユーザーに表示するメッセージを入力します。メッセージ内のテキストを太字、
下線、斜体などに書式設定し、リンクまたは画像を含めることができます。テキストの書式
設定のヒントを表示するには、[保存] ボタンの上にある情報 (i) アイコンをクリックします。

5. [保存] をクリックします。

データ品質に関する警告の可視性を高める
時として、表示されているデータに関する重要な情報 (データが古い、ソースが廃止になってい
る、またはフロー実行が失敗したなど) をビジュアライゼーションのユーザーに知らせたい場合が
あります。これを行うには、「データ品質に関する警告の設定方法」の手順 4 で説明されてい
るように、[データ品質に関する警告] ダイアログボックスで[Enable high visibility (高い可視
性を有効にする)] チェックボックスをオンにします。
有効にした後は、ユーザーがこの警告の影響を受けるパブリッシュ済みビューを開くときに通知
が表示されます。
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可視性を高めた警告は黄色の警告記号で識別され、次の場所を含むTableau 内の他の
場所で気づきやすくなります。
[外部アセット] ページ内:

データベースページ内:

[データの詳細] ペイン内:
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メトリクス内警告は、以下に示すように、Tableau Mobile でメトリクスを開いたときと、Tableau
Server およびTableau Cloud のグリッドビューおよびメトリクスの詳細ページでメトリクスにカーソ
ルを合わせたときに表示されます。
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可視性を高めた警告を通常の可視性に変更するには、[データ品質に関する警告] ダイアロ
グボックスで[Enable high visibility (高い可視性を有効にする)] チェックボックスをオフにし
ます。

データ品質に関する警告を削除する
警告が適用されなくなった場合は、その警告を使用しているデータアセットに移動して削除で
きます。
1. アセットの [データ品質に関する警告] ダイアログを開きます。このダイアログを開く方法は、
アセットのタイプによって異なります。
l

列 以外 のすべてのアセットタイプの場合: アセットの横にある[その他のアクション] メ
ニュー (...) を選択してから、[データ品質に関する警告] を選択します。

l

列の場合: [テーブル] ページで、列の横にあるチェックボックスを選択します。[アク

ション] メニューをクリックしてから、[データ品質に関する警告] をクリックします。
2. 警告を削除するには、[警告の有効化] チェックボックスをオフにします。
3. [保存] をクリックします。
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実行可能なユーザー
データ品質に関する警告を設定するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
l
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または
アセットに上書き機能がある。

Tableau Cloud でのダッシュボードの拡 張 機 能 の
管理
ダッシュボードの拡張機能は Web アプリケーションで、カスタムダッシュボードゾーンで実行され、
Tableau 拡張 API を利用してダッシュボードの残りの部分を操作できます。ダッシュボードの拡
張機能を使用すると、ユーザーは他のアプリケーションのデータをTableau で直接操作できま
す。

注: 拡張機能をセーフリストに追加し、拡張機能がアクセス可能なデータの種類を制御
するには、ユーザーがサイト管理者である必要があります。サイト管理者は、ダッシュボード
で拡張機能を追加または表示する際に、サイト上のユーザーにプロンプトが表示されるか
どうかを構成することもできます。拡張機能のセキュリティと推奨される展開オプションにつ
いては、「拡張機能のセキュリティ- 展開に関するベストプラクティス」を参照してください。

Tableau でのダッシュボードの拡張機能の使用に関する詳細については、「ダッシュボードの拡
張機能の使用」を参照してください。

Tableau Server については、「Tableau Server でのダッシュボードの拡張機能の管理」を
参照してください。

Tableau Cloud で拡張機能を実行する前に
Tableau では、ローカルネットワークの内外にあるWeb サーバー上でホストされ、Web へのフル
アクセス権を持つネットワーク対応拡張機能と、Web 上のその他のリソースやサービスにアクセ
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スすることなく保護された環境で実行されるサンドボックス拡張機能という、2 種類のダッシュ
ボード拡張機能をサポートしています。

注: 2021.1.以降、Tableau は Einstein Discovery ダッシュボードの拡張機能を介した
Einstein Discovery との統合をサポートします。これは、Salesforce.com のデータにアクセ
スできる特別な拡張機能であり、既定で許可されています。これは、ネットワーク対応拡
張機能またはサンドボックス拡張機能とは見なされません。Einstein Discovery の統合の
詳細については、Einstein Discovery 統合の構成参照してください。

サンドボックス拡張機能は Tableau によってホストされ、コンテンツセキュリティポリシー(CSP)
などのW3C 標準を使用します。また、この拡張機能では、ホストするTableau Server 以外
でのネットワーク呼び出しを行うことはできません。サンドボックス拡張機能ではダッシュボードで
データをクエリできますが、サンドボックスの外部にそのデータを送信することはできません。サン
ドボックス拡張機能は、Tableau 2019.4 以降でサポートされています。既定では、サイトの拡
張機能が有効になっていればサンドボックス拡張機能を実行できます。
ネットワーク対応ダッシュボードの拡張機能は Web アプリケーションなので、Web サーバーとし
てセットアップされた任意のPC で実行することができます。これにはローカルPC、ドメイン内の
PC、サードパーティーのWeb サイトが含まれます。ネットワーク対応拡張機能はサードパー
ティーのサイト上でホストされ、ダッシュボードのデータにアクセスできることがあるため、信頼する
拡張機能のみを許可する必要があります。ネットワーク対応拡張機能のセキュリティテストを
参照してください。
セキュリティ上の目的で、Tableau Cloud 上のダッシュボードの拡張機能の設定を使用し、実
行が許可されるダッシュボードの拡張機能を制限することができます。
l

既定では、サイトの拡張機能が有効になっていればサンドボックス拡張機能を実行で
きます。

l

既定では、ネットワーク対応拡張機能は明示的にセーフリストに追加されていない限
り許可されません。

l
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用の暗号化チャネルが保証されます (http://localhost のみは例外です)。
l

ネットワーク対応拡張機能でフルデータ(参照元データへのアクセス) が必要な場合は、
明示的にセーフリストに拡張機能を追加し、拡張機能にフルデータへのアクセス権を付
与しない限り、拡張機能をTableau Cloud で実行できません。

ダッシュボードの拡張機能の制御およびデータへのアクセス
サイト管理者は、サイトの拡張機能を有効にするか、サイト上でサンドボックス拡張機能を許
可するかを制御できます。既定のサイト設定ではサイトでのサンドボックス拡張機能の実行を
許可していますが、拡張機能がサーバー上で明示的にブロックされている場合を除きます。既
定のサイト設定では、サイトのセーフリストに表示されるネットワーク対応拡張機能の実行が
許可されています。既定ではサンドボックス拡張機能が許可されていない場合は、個々のサン
ドボックス内線をセーフリストに追加することもできます。
1. サイトでこれらの設定を変更するには、[設定] > [拡張] に移動します。
2. [ダッシュボード拡張機能] で、次のオプションを設定します。
l
l

ユーザーにこのサイト上での拡張の実行を許可する
サーバー管理者によって明示的にブロックされていなければサンドボックス拡張機
能の実行を許可する

サイト管理者はサイトのセーフリストでネットワーク対応拡張機能およびサンドボックス拡張機
能を追加または削除できます。セーフリストに拡張機能を追加する場合、拡張機能にフル
データへのアクセス権を許可するかどうかを制御できます。セーフリストへの拡張機能の追加と
ユーザープロンプトの構成を参照してください。

拡張機能の識別
拡張機能は Web アプリケーションとしてURL と関連付けられます。このURL は拡張機能のテ
ストや検証に使用します。また、このURL は拡張機能をセーフリストに追加してフルデータア
クセスを許可したり、ブロックリストに追加してアクセスを禁止したりするのにも使用します。
拡張マニフェストファイル(.trex)、つまり拡張機能のプロパティを定義するXML ファイルがある
場合、URL を<source-location> 要素から見つけることができます。
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<source-location>
<url>https://www.example.com/myExtension.html</url>
</source-location>

拡張機能をダッシュボードに追加した場合、URL を拡張機能のプロパティから見つけることが
できます。[その他のオプション] メニューで[詳細] をクリックします。

[詳細] ダイアログボックスには拡張機能の名前、拡張機能の作成者、作成者のWeb サイト
が拡張機能のURL とともに記載されています。
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セーフリストへの拡張機能の追加とユーザー プロンプトの構成
ユーザーが信頼できるネットワーク対応拡張機能を確実に使用できるように、サイトのセーフリ
ストに拡張機能を追加できます。サンドボックス拡張機能がサイトで既定で有効になっていな
い場合は、サンドボックス拡張機能をセーフリストに追加することもできます。
セーフリストでは、拡張機能にフルデータアクセスを付与するかどうかを制御できます。既定で
は、セーフリストに拡張機能を追加すると、その拡張機能は概要 (または集計) データにのみア
クセスできます。また、拡張機能によるデータへのアクセスを許可するように求めるプロンプトを
ユーザーに表示するかどうかを制御することもできます。ユーザーにプロンプトを表示するかどう
かを構成できるよう、拡張機能をセーフリスト( 例えば、サンドボックス拡張機能) に追加するこ
とを考えるかもしれません。ユーザーにプロンプトが表示されないようにする場合は、拡張機能
をすぐに実行できます。
1. [設定] > [拡張] に移動します。
2. [特定の拡張機能の有効化] で拡張機能のURL を追加します。拡張機能の識別を
参照してください。
3. 拡張機能のフル データアクセスに関し、[許可] または [拒否] を選択してください。
フルデータアクセスとは、単なるサマリーデータや集計データではなく、ビューの参照元
データへのアクセスです。フルデータアクセスには、接続、フィールド、表の名前など、
データソースについての情報も含まれます。拡張機能を実行できるようにセーフリストに
追加しようとしている場合の多くでは、必要であれば拡張機能でフルデータへのアクセス
も許可する必要があります。セーフリストに拡張機能を追加する前に、ネットワーク対応
拡張機能のセキュリティテストするようにしてください。
4. [ユーザー プロンプト] の[表示] または [非表示] を選択します。
既定でユーザーにプロンプトが表示されるのは、拡張機能をダッシュボードに追加してい
る場合、拡張機能を含むビューを操作している場合です。このプロンプトには、拡張機
能の詳細および拡張機能がフルデータにアクセスできるかどうかが記載されています。こ
のプロンプトによりユーザーには、拡張機能の実行を許可または拒否する権限が与えら
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れます。ユーザーにプロンプトが表示されないようにし、拡張機能がすぐに実行されるよ
うにできます。

ネットワーク対応拡張機能のセキュリティテスト
ダッシュボードの拡張機能とは、Tableau のデータを拡張 API を使用して操作するWeb アプリ
ケーションです。ネットワーク対応ダッシュボードの拡張機能は、ドメイン内外のWeb サーバー
上でホストでき、ネットワークの呼び出しを行ってインターネット上のリソースにアクセスできます。
このような理由のため、またクロスサイトスクリプティングなどの潜在的な脆弱性のため、ユー
ザーがTableau Desktop のダッシュボードで拡張機能を使用する前、またTableau Cloud で
拡張機能を許可する前にネットワーク対応ダッシュボードの拡張機能をテストおよび検査する
必要があります。

ソースファイルの調 査
ダッシュボードの拡張機能は Web アプリケーションであり、さまざまな HTML、CSS、
JavaScript ファイルのほか、拡張機能でプロパティを定義するXML マニフェストファイル(*.trex)
が含まれています。多くの場合、ダッシュボードの拡張機能のコードは GitHub で公に入手可
能なため、そこで調査したり、ダウンロードしたりできます。マニフェストファイル(*.trex) では
ソースの場所または URL を確認でき、ここでは拡張機能がホストされている場所、作成者の
名前、サポートを求めるための作成者または会社のWeb サイトが示されています。
<source-location> 要素は URL を指定し、<author> 要素はサポートを求める組織
名とWeb サイトを指定します (website="SUPPORT_URL")。Web サイトは、拡張機能の
[詳細] ダイアログボックスでユーザーに表示される[サポートの入手] リンクです。
多くのダッシュボードの拡張機能は、jQuery ライブラリやサードパーティ用のAPI ライブラリなど
の外部 JavaScript ライブラリを参照します。外部ライブラリのURL がライブラリの信頼できる場
所を指していることを検証します。たとえば、コネクタがjQuery ライブラリを参照する場合、標
準および安全とみなされているサイト上にライブラリが存在すること確認してください。
すべての拡張機能では、拡張機能のホストにHTTPS プロトコル(https://) を使用するこ
とが求められています。拡張機能のソースファイルを調査し、外部ライブラリへの参照が
HTTPS をやはり使用していること、または拡張機能と同じWeb サイトでホストされていること
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を確認します。HTTPS の要件に関する1 つの例外は、拡張機能がTableau
(http://localhost) と同じPC でホストされているかどうかです。
可能な限り、コードの内容を理解するようにしてください。具体的には、コードが外部サイトへ
の要求をどのように構築しているか、また要求によりどのような情報が送信されるかを理解する
ように努めてください。特に、クロスサイトスクリプティングを防ぐために、ユーザーにより提供され
たデータが検証されているかどうかを確認してください。

データアクセスの理 解
Tableau 拡張 API を使用すると、データソースでアクティブな表やフィールドの名前、データ
ソース接続のサマリーの説明、ダッシュボードの参照元データにアクセスするためのメソッドが得ら
れます。ビューで拡張機能がこれらのメソッドのいずれかを使用している場合、拡張機能の開
発者は、拡張機能にはマニフェストファイル(.trex) にフルデータのパーミッションが必要である
ことを宣言しなければいけません。宣言は次のようになります。
<permissions>
<permission>full data</permission>
</permissions>
Tableau はこの宣言を使用し、実行時にこのアクセスを許可するかしないかのオプションを示す
プロンプトを表示します。拡張機能でこれら4 つのメソッドのどれかが使用されており、マニフェス
トファイルでフルデータパーミッションを宣言しない場合、拡張機能は読み込まれますが、メソッ
ド呼び出しは失敗します。
拡張機能がダッシュボードからデータにアクセスする方法、および使用されているJavaScript メ
ソッドの詳細については、Tableau 拡張 API の「参照元データへのアクセス(英語)」を参照して
ください。データに関して拡張機能で確認できる内容についてさらに理解するには、データソー
スサンプルのダッシュボードの拡張機能 (Tableau 拡張 API GitHub リポジトリより入手可能) を
使用し、getDataSourcesAsync() メソッドが呼び出されるときにどのデータが表示される
かを確認できます。
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隔 離 された環 境 での拡 張 機 能 のテスト
可能な場合、本番環境とユーザーのコンピュータから隔離された環境でダッシュボードの拡張
機能をテストします。たとえば、本番環境で使用されていないTableau Cloud のバージョンを
実行しているテストPC または仮想マシンのセーフリストにダッシュボードの拡張機能を追加し
ます。

ダッシュボードの拡 張 機 能 により作 成 されたトラフィックの監 視
ネットワーク対応ダッシュボードの拡張機能をテストする際は、Fiddler、Charles HTTP プロキ
シ、または Wireshark などのツールを使用して、拡張機能で実行する要求や応答を調査し
ます。拡張機能が要求しているのがどのコンテンツかを把握するようにしてください。拡張機能
が、その目的に直接関連しないデータやコードを読み取っていないことを確認するために、トラ
フィックを確認してください。

分 析 拡 張 機 能 を使 用 した接 続 の構 成
分析拡張機能では、R や Python などの言語を含むワークブック、Einstein Discovery、その
他のツールやプラットフォームなどを使用して、Tableau の動的な計算を拡張できます。これら
の設定エンドポイントを使用すると、Tableau Cloud のサイトで分析拡張機能を構成できま
す。詳細については、「分析拡張機能 API」を参照してください。
ユーザーシナリオの詳細や、Tableau Desktop または web 作成での分析設定の詳細につい
ては、「 Tableau Desktop とWeb 作成のヘルプ」 の「分析拡張機能を使用した式の受け渡
し」を参照してください。

注: 2021 年 6 月以降、1 つのサイトに複数の分析拡張機能の接続を作成できます。こ
れには、同じタイプの拡張機能に対して複数の接続を作成することも含まれます。これま
で、1 つのサイトに作成できるEinstein Discovery 分析拡張機能は、1 つに制限されて
いました。詳細については、「Tableau Cloud の新機能」を参照してください。

532

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
このトピックでは、分析拡張機能を使用してTableau Cloud でサイトを構成する方法について
説明します。

セキュリティ要件と構成
Tableau Cloud では、セキュリティ強化のために、分析拡張機能で使用される外部サービスへ
の暗号化チャネルと認証アクセスが必要です。

証明書
分析拡張機能の外部サービスを実行するサーバーは、信頼されたサードパーティ認証機関
(CA) で発行された有効な TLS/SSL 証明書を使用して構成する必要があります。Tableau
Cloud は、自己署名証明書、プライベートPKI からの証明書、確立されたサードパーティCA
が信頼していない証明書などを使用して構成された外部サーバーとの接続は確立しません。

ファイアウォール構 成 の承 認 リスト
多くの組織が展開するファイアウォールでは、ネットワーク外の既知のホストの承認リストに例外
を設定する必要があります。このシナリオでは、例外として2 つのTableau Cloud IP アドレスを
指定する必要があります。分析拡張機能サーバーへの接続に使用されるTableau Cloud IP
アドレスは 44.224.205.196 と44.230.200.109.です。

分析拡張機能設定の構成
1. Tableau Cloud にサイト管理者としてサインインします。
2.
3.
4.
5.
6.

[設定] をクリックします。
[設定] ページで [拡張機能] タブをクリックし、[分析拡張機能] までスクロールします。
[サイトの分析拡張機能を有効にする] を選択します。
[新しい接続の作成] をクリックします。
[新しい接続] ダイアログで、追加する接続タイプをクリックし、分析サービスの構成設定を
入力します。
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3. 構成する必要があるオプションは、選択した接続タイプによって異なります。
l
l

Einstein Discover 接続の場合は、[有効] をクリックします。
TabPy、RServer、および分析拡張機能 API 接続の場合は、次の情報を入力しま
す。
l

l

接続名 : (必須) 接続するサーバーのタイプを指定します。RSERVE は、
RServe パッケージを使用したR への接続に対応します。TABPY は、TabPy
を使用したPython への接続やその他の分析拡張機能への接続に対応しま
す。
SSL を必須にする(推奨): 分析サービスへの接続を暗号化するには、この
オプションを選択します。[ホスト名] フィールドで HTTPS URL を指定する場
合は、このオプションを選択する必要があります。

l

l
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ホスト名 : (必須) 分析サービスを実行しているコンピューター名や URL を指
定します。このフィールドでは大文字と小文字を区別します。
ポート: (必須) サービスのポートを指定します。
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l

ユーザー名およびパスワードを指定してサインイン(推奨): 分析サービスの認
証に使用するユーザー名とパスワードを指定するには、このオプションを選択し
ます。

7. [保存] をクリックします。

分 析 拡 張 機 能 接 続 の編 集 または削 除
構成を編集または削除するには、サイトの[拡張機能] タブにある[分析拡張機能] に移動し
ます。

[編集] アイコンまたは [削除] アイコンをクリックし、プロンプトに従って構成を変更します。

スクリプトエラー
Tableau では、分析拡張機能を使用するワークブックがTableau Cloud に適切にレンダリング
されることを確認できません。必須の統計ライブラリがユーザーのコンピューター上では使用でき
てもTableau Cloud で使用している分析拡張機能インスタンス上では使用できない場合があ
ります。
分析拡張機能を使用するビューがワークブックに含まれている場合、ワークブックをパブリッシュ
するときに警告が表示されます。

このワークシートには外部サービススクリプトが含まれており、管理者が外部サービス接
続を構成するまでターゲットプラットフォーム上では表示できません。
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表拡張機能
表拡張機能を使用すると、分析拡張機能スクリプトで新しいデータ表を作成できるようになり
ます。カスタムのTabPy または Rserve スクリプトを記述したり、オプションで1 つまたは複数の
入力表を追加したりできます。表拡張機能は、Tableau Cloud、Tableau Server、Tableau
Desktop でサポートされています。このドキュメントは、Tableau Server に焦点を合わせていま
す。

注: ワークブックを開いたり、データソースを更新したりするたびにデータが更新されます。

利点
表拡張機能は、新規ユーザーと経験豊富なユーザーの両方に次の利点を提供します。
l
l
l
l
l

より高速なデータ処理
ローコードエディター
「 データに聞く」 と「 データの説明を見る」の統合
TabPy や Rserve との統合
結果を使用してダッシュボードや Viz の作成が可能

前提条件
表拡張機能を使用する前に、次の操作を行う必要があります。
l

分析拡張機能を構成する
o

l

分析拡張機能の接続を構成する手順については、「 分析拡張機能を使用した

接続の構成 」を参照してください。
ワークブックをパブリッシュする

表拡張機能の作成
新しい表拡張機能を作成するには、次の手順を実行します。
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1. パブリッシュされたワークブックを開きます。

注: 表拡張機能を追加する前に、ワークブックをパブリッシュする必要があります。

2. [シート] の下にある [New Table Extension (新しい表拡張機能)] を選択します。

3. (オプション) シートを[表拡張機能] ペインにドラッグします。
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4. [Choose a Connection (接続の選択)] の下で、分析拡張機能を選択します。

5. [Script (スクリプト)] にスクリプトを入力します。
6. [Apply (適用)] を選択します。
7. [今すぐ更新] を選択すると、[Output Table (出力表)] タブに結果が表示されます。

8. [名前] フィールドに、新しい表拡張機能の一意の名前を入力します。
9. [シート] タブに移動して、ワークブックをパブリッシュして保存します。

注: 入力表を編集した場合は、更新された出力表データを表示または使用する前に、
[Apply (適用)] をもう一度押す必要があります。

トラブルシューティングのヒント: 表拡張機能にエラーが発生した場合は、[保存] ボタンの横に
ある円形の[Refresh Data Source (データソースの更新)] ボタンを使用してみてください。
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表 拡 張 機 能 と分 析 拡 張 機 能
表には、名前に「拡張機能」が付いた機能がいくつかあります。一部の機能は相互に関連し
ていませんが、表拡張機能と分析拡張機能は関連しています。表拡張機能は、分析拡張
機能との接続を介して機能します。それぞれの機能を詳しく見てみましょう。
表拡張機能

表拡張機能では、ワークブックの計算を作成し、分析拡張機能にデータと処理スクリプトを送
信することができます。返された結果は、[データソース] タブの表として、およびワークブックのメ
ジャーとディメンションとして表示されます。
分析拡張機能

分析拡張機能では、Python などのプログラミング言語、外部ツール、外部プラットフォームを
使ってTableau の動的な計算を拡張することができます。分析拡張機能への接続を作成す
ると、計算フィールドを介して外部サーバーと通信できるようになります。詳細については、「分
析拡張機能を使用した接続の構成」を参照してください。

Einstein Discovery 統 合 の構 成
2021 年 3 月以降、Tableau Cloud では Einstein Discovery との統合をサポートしています。
ダッシュボードの作成者と閲覧者がEinstein Discovery の予測を利用できるようになりました。
バージョン2021.2.0 以降では、Web 上でフローを作成するときにEinsteinDiscovery 予測も利
用できるようになりました。
Tableau のEinstein Discovery は salesforce.com が提供しています。適用条件については、
salesforce.com との契約を確認してください。
Tableau におけるEinstein Discovery 予測の使用方法 (ライセンス発行とパーミッションの要件
を含む) については、Tableau Desktop およびWeb 作成ヘルプの「Tableau のEinstein
Discovery 予測の統合」を参照してください。予測をフローに追加する方法については、
「Einstein Discovery 予測をフローに追加する」を参照してください。
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Einstein Discovery ダッシュボード拡張機能
Einstein Discovery のダッシュボード拡張機能を使用すると、ワークブックの作成者は Tableau
で予測をリアルタイムに表示できます。ダッシュボード拡張機能は、Tableau ワークブックのソー
スデータと、Salesforce にデプロイされたEinstein Discovery を利用したモデルを使用して、イ
ンタラクティブにオンデマンドで予測を提供します。
Tableau Cloud サイトの構成では、保存されたOauth アクセストークンはデフォルトで許可さ
れているため、Einstein Discovery をホストするSalesforce 組織側で、クロスオリジンリソース
シェアリング(CORS) を構成するステップだけが必要です。これには、Salesforce 組織のパー
ミッションが必要です。必要なライセンスとパーミッションの詳細については、「アクセス要件 Einstein Discovery」を参照してください。Salesforce でCORS を構成するための詳細につい
ては、「Salesforce.com でCORS を構成して、Einstein Discovery をTableau Cloud に統合
する」を参照してください。

Einstein Discovery 分析拡張機能
Einstein Discovery 分析拡張機能を使用すると、Tableau の計算フィールドに予測を直接埋
め込むことができます。Salesforce にデプロイされたモデルからの予測をテーブル計算スクリプト
で要求するには、関連する予測 ID とモデルに必要な入力データを渡します。Salesforce の
Model Manager を使用してTableau のテーブル計算スクリプトを自動生成し、そのスクリプトを
Tableau ワークブックで使用できるように計算フィールドに貼り付けます。
Tableau Cloud サイトの構成では、保存されたOauth アクセストークンはデフォルトで許可さ
れているため、Einstein Discovery をホストするSalesforce 組織側で、クロスオリジンリソース
シェアリング(CORS) を構成するステップだけが必要です。これには、Salesforce org の管理者
パーミッションが必要です。詳細については、「Salesforce.com でCORS を構成して、
Einstein Discovery をTableau Cloud に統合する」を参照してください。

Einstein Discovery TableauPrep の拡張機能
バージョン2021.2.0 以降の Tableau Server および Tableau Cloud でサポートされています
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Einstein Discovery Tableau Prep の拡張機能を使用すると、ユーザーはWeb 上でフローを作
成するときに、Einstein 予測をフローに直接埋め込むことができます。
Tableau Cloud サイト構成では、保存されたOAuth アクセストークンがデフォルトで許可されて
いるため、必要なステップはサーバーに対してTableau Prep 拡張機能を有効にすることだけで
す。これには、Salesforce org の管理者パーミッションが必要です。詳細については、「Tableau
Prep 拡張機能の有効化」を参照してください。

Salesforce.com で CORS を構成して、Einstein Discovery を
Tableau Cloud に統合する
バージョン2021.1.0 では、Einstein Discovery 予測をTableau ダッシュボードに統合する機能
が追加されました。これを行うには、Einstein Discovery ダッシュボードの拡張機能を使用しま
す。前提条件として、Tableau CRM をホストしていて、かつ、使用するモデルと予測が含まれ
るSalesforce org で、クロスオリジンリソース共有 (CORS) を構成する必要があります。
この手順では、Salesforce.com 組織の管理者がこの構成を行う方法について説明します。
CORS の詳細については、Salesforce ドキュメントの「クロスオリジンリソース共有 (CORS) の
設定」を参照してください。

Einstein Discovery 用 の CORS を構 成 します。
注: この手順では、Salesforce Lightning でのプロセスについて説明します。従来のイン
ターフェイスを使用している場合、ナビゲーションは異なる場合がありますが、設定は同じ
です。

1. Salesforce.com 開発者アカウントにサインインし、右上のユーザー名をクリックしてから
[設定] を選択します。
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2. 左側のナビゲーション列で「CORS」を検索し、[CORS] を選択します。

3. CORS の[Allowed Origins List (オリジン許可リスト)] セクションで、[New (新規)] を
クリックします。

4. [CORS Allowed Origin List Edit (CORS オリジン許可リストの編集)] ボックスに、
Tableau Cloud のURL を「https://」から入力します。
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URL パターンの詳細については、Salesforce 開発者向けドキュメント
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.chatterapi.meta/chatterapi/extend_
code_cors.htm を参照してください。
5. [保存] をクリックします。

Tableau とSlack ワークスペースの統 合
バージョン2021.3 以降、Tableau Server とTableau Cloud は Slack と統合することができ、ラ
イセンスを持つTableau ユーザーであれば Slack ワークスペースでTableau 通知を利用できる
ようになりました。
Tableau とSlack を統合すると、Tableau サイトをSlack ワークスペースに接続できます。この統
合を有効にすると、Tableau ユーザーは、チームメートがコンテンツを共有したとき、コメントでメ
ンションされたとき、またはデータがデータドリブンラートで指定されたしきい値に達したときなど
に、Slack で通知を表示できます。Tableau Cloud のサイト管理者または Tableau Server の
サーバー管理者がサイトで通知を有効にしていれば、ユーザーはアカウント設定を構成するこ
とで、どの通知をSlack で受信するかを制御できます。詳細については、「Slack でのTableau
通知」を参照してください。
使用するサイトで機能がオフになっている場合、一部の通知設定が利用できないことがありま
す。例えば、[ユーザーの表示状態] が[制限付き] に設定されている場合、通知はオフになりま
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す。詳細については、「サイト設定リファレンス」および「サイトユーザーの表示状態の管理」を
参照してください。
Tableau サイトとSlack を統合するには、いくつかの設定手順を実施する必要があります。手
順のいくつかは Tableau サイト側で必要であり、いくつかは接続先のSlack ワークスペース側で
必要です。この概要では、Tableau Cloud のサイト管理者または Tableau Server のサーバー
管理者と、Slack ワークスペースの管理者の両方の手順を説明します。
要件
Slack でTableau を有効にするには、Slack ワークスペースの管理者と、Tableau Cloud のサイ
ト管理者または Tableau Server のサーバー管理者の両方が必要です。

Tableau Cloud サイトをSlack ワークスペースに接続する
Tableau Cloud のサイト管理者は、1 つまたは複数のTableau Cloud サイトをSlack ワークス
ペースに接続できます。接続するには次のタスクを実施します。
l

l

l

Tableau サイト管理者 : Tableau のサイト設定を介して、Slack ワークスペースへアクセス
権をリクエストします。
Slack ワークスペース管理者 : Tableau 管理者からの Slack ワークスペースへのアクセス
権のリクエストを承認することにより、Slack ワークスペースにTableau アプリを追加します。
Tableau サイト管理者 : Tableau サイトをSlack に接続します。

ステップ1: Slack ワークスペースへアクセス権 をリクエストする
Tableau サイト管理者
1. Slack に接続しようとしているサイトにサインインします。サイトの [設定] ページで、[統合] タ
ブを選択します。

2. [Slack 接続] で、[Slack に接続] を選択します。
プロンプトに従って、Slack ワークスペースにサインインします。
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3. Tableau アプリをSlack にインストールするようにリクエストします。このリクエストは Slack
ワークスペース管理者に送信されます。必要に応じて、ワークスペース管理者にメッセージ
を追加できます。
4. [送信] を選択します。
Slack の管理者は、リクエストの通知を受け取ります。このプロセスの詳細については、
Slack のドキュメントにある「Slack 管理の管理者ガイド」を参照してください。
リクエストが承認されると、Slackbot (Slack の通知センター) から通知されます。

ステップ2: Tableau アプリをSlack ワークスペースに追 加 する
Slack ワークスペース管理者
[アプリの管理] でTableau サイト管理者からのリクエストを承認して、Tableau アプリをSlack
ワークスペースに追加します。
詳細については、Slack のドキュメントにある「Slack 管理の管理者ガイド」を参照してくださ
い。

ステップ3: Tableau サイトをSlack に接 続 する
Tableau サイト管理者
Slack ワークスペース管理者がTableau アプリケーションを承認すると、Tableau 管理者は
Tableau サイトへのアプリの接続を最後まで実施できます。
1. サイトの [設定] ページで、[統合] タブを選択します。

2. [Slack 接続] で、[Slack に接続] を選択します。
3. プロンプトに従って、Slack ワークスペースにサインインします。
4. [許可] を選択して、Tableau サイトが Slack ワークスペースにアクセスできるようにします。
これで、Tableau サイトとSlack ワークスペースが接続されました。
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Tableau Server サイトをSlack から切断する
サイト設定の[統合] タブで[Slack から切断] を選択すると、Tableau サイトをSlack ワークス
ペースから切断できます。ユーザーはしばらくの間、通知を受け取り続けます。ステップ2 で追
加したOAuth クライアントの情報は保持され、必要に応じて新しいワークスペースに接続する
ために使用できます。

Tableau Slack アプリケーションを更新する
Tableau Slack アプリケーションの新しいバージョンが利用可能になった場合、アプリのパフォー
マンスを維持し、新しい機能を使用するために、アプリケーションを再インストールすることをお
勧めします。
Tableau for Slack アプリを再インストールするには、サイト設定の[統合] タブでSlack からの
[切断] を選択し、Tableau Cloud サイトをSlack ワークスペースに接続するの接続手順を実
行します。

tabcmd を使 用 したタスクの自 動 化
tabcmd
注: tabcmd コマンドラインユーティリティバージョン2.0 は、Tableau tabcmd (新しいウィン
ドウ) で入手できます。この新バージョンでは、MacOS 上でtabcmd コマンドを実行し、個
人アクセストークンを使って認証することで、多要素認証に対応することができます。バー
ジョン2.0 は、Python ベースのTableau Server クライアント(TSC) で使用可能なパブリッ
クエンドポイントに基づいて構築されています。この最新バージョンは Tableau Cloud で
動作しますが、Tableau Server でのサポートは限定的です。

Tableau では、Tableau Cloud サイトでのサイト管理タスクの自動化に使用できるtabcmd コ
マンドラインユーティリティを提供しています。サイトの管理タスクを自動で実行できます (ユー
ザー、プロジェクト、グループの作成や削除など)

546

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
重要: tabcmd 1.0 は、多要素認証 (MFA) をサポートしていません。Tableau Cloud で
tabcmd を使用するには、Tableau tabcmd 2.0 (新しいウィンドウ) を使用します。Tableau
でMFA を使用する方法については、「多要素認証とTableau Cloud について」を参照し
てください。

tabcmd のインストール
注: これらの手順は、tabcmd 1.0 コマンドラインユーティリティをインストールするためのもの
です。tabcmd 2.0 コマンドラインユーティリティをインストールするには、Tableau tabcmd (新
しいウィンドウ) に移動します。

Tableau Server または Tableau Cloud を新しいバージョンにアップグレードする際に、更新後の
バージョンのtabcmd が必要な場合は、Tableau Web サイトのTableau Server リリースページ
からダウンロードできます。
Tableau Server の場合は、サーバーバージョンと一致するバージョンをダウンロードすることをお
勧めします。Tableau Cloud の場合は、バージョンの不適合によって生じる問題を避けるため
に、常に最新バージョンをダウンロードすることをお勧めします。どちらの場合でも、古いバージョ
ンのtabcmd を使用すると、エラーや予期しない結果を引き起こすことがあります。
1. Web ブラウザーを開き、Tableau Server リリースページに移動します。Tableau Online を
使用している場合でも、このページに移動します。
2. 次の製品を使用している場合:
l
l

Tableau Cloud では、Tableau tabcmd 2.0 (新しいウィンドウ) を使用します。
Tableau Server (Windows または Linux): お使いのサーバー バージョンと一致
するリリースを選択してください。

どちらの場合でも、展開された情報にメンテナンスリリースが表示されていれば、最新の
メンテナンスリリースまたはサーバーバージョンと一致するものを選択してください。
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これによりリリースノートページ(解決済みの問題) が表示され、セキュリティ改善と解決
した問題について読むことができます。
3. 解決した問題の下にある[ファイルのダウンロード] セクションまでスクロールして、tabcmd
コマンドを実行する予定のコンピューターと互換性のあるtabcmd ダウンロードリンクを選
択します。

残りの手順では、このコンピューターを"tabcmd コンピューター" と呼びます。
4. インストーラーをtabcmd コンピューターまたはそのコンピューターからアクセス可能な場所
に保存します。
5. tabcmd コンピューターのオペレーティングシステムで適切なインストール手順を完了しま
す。
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l

Windows
既定では、tabcmd は C:\Program Files\Tableau\Tableau
Server\<version>\extras\Command Line Utility にインストールさ
れています。これはインストール中に変更でき、C:\ドライブ(C:\tabcmd) の
tabcmd という名前のフォルダーにtabcmd をインストールすることを推奨します。
これにより、検索と実行が容易になり、Windows PATH にtabcmd ディレクトリを
追加すると、Windows オペレーティングシステムに関するいくつかの制限に対応で
きます。

注:tabcmd 設定プログラムは、tabcmdディレクトリをWindows PATH 変数に
追加しません。手動で追加するか、呼び出すたびにtabcmd への完全パスを
含めることができます。

tabcmd は、Windows に次の2 つの方法でインストールできます。
l

インストーラーをダブルクリックして、UI の手順に従います。
a. 使用許諾契約書に同意します。
b. 既定以外の場所にインストールする場合は、[カスタマイズ] をクリック
し、tabcmd をインストールする場所を入力または参照します。
c. [インストール] をクリックします。
Windows Defender ファイアウォールまたはユーザーアカウントによる
メッセージが表示される場合は、[アクセスを許可] をクリックします。

l

インストーラーをコマンドプロンプトから実行します。
a. tabcmd コンピューターで管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
b. Tabcmd インストーラーをコピーしたディレクトリに移動します。
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c. tabcmd のインストール:
tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1
既定以外の場所へのインストール:
tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1
INSTALLDIR="<path\to\install\directory>"
例:
tableau-setup-tabcmd-tableau-<version_code>x64.exe /quiet ACCEPTEULA=1
INSTALLDIR="C:\tabcmd"
tabcmd インストーラーで使用できるコマンドラインオプションの完全
な一覧については、/?を指定してインストーラーを実行します。
tabcmd インストーラーのコマンドラインオプションの詳細について
は、tabcmd 用のスイッチとプロパティのインストール(Windows)を参
照してください。
tabcmd のセットアッププログラムでは、tabcmd のインストールで問題が発生した
場合に使用できるログがC:\Users\<user>\AppData\Local\Temp 内
に作成されます。ログでは、Tableau_Server_Command_Line_
Utility_(<version_code>)_##############.log という命名規則
が使用されます。

l

Linux
注: Linux コンピューターでtabcmd を実行するには、Java 11 がインストール
されている必要があります。RHEL ライクなシステムでは、これは tabcmd の
インストール時に依存関係としてインストールされます。Ubuntu のようなシス
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テムでは、Java 11 がまだインストールされていない場合は個別にインストール
する必要があります。
2022 年 7 月の時点で、Debian ディストリビューションはサポートされなくなりま
した。詳細については、Tableau コミュニティのこの投稿を参照してください。

a. sudo アクセスのあるユーザーでtabcmd コンピューターにログインします。
b. ダウンロードした.rpm または .deb パッケージをコピーしたディレクトリに移
動します。
l

CentOS を含むRHEL のようなディストリビューションで、次のコマンド
を実行します。
sudo yum install tableau-tabcmd<version>.noarch.rpm

l

Ubuntu で次のコマンドを実行します。
sudo apt-get install ./tableau-tabcmd<version>_all.deb

Linux PC からtabcmd をアンインストールするには、実行中の各種 Linux に関するドキュ
メントを参照してください。
6. (オプション) tabcmd がインストールされている完全修飾場所をお使いのシステムパスに
追加すると、その場所へ変更したり、各コマンドで場所を指定したりせずにtabcmd コマ
ンドを実行できます。この手順は、オペレーティングシステムの種類とバージョンによって
異なります。詳細については、「PATH (変数)」を参照してください。

tabcmd の使 用 方 法
tabcmd を使用する基本的な手順は次のとおりです。
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1. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。

注: Windows では、PowerShell を使用してtabcmd コマンドを実行しないでくださ
い。PowerShell を使用すると、予期しない動作が発生することがあります。

2. Windows コンピューターで、最初のノード以外のコンピューターにtabcmd をインストール
した場合は、tabcmd をインストールしたディレクトリに変更します。
Linux コンピューターでは、インストールディレクトリに変更する必要はありません。
3. tabcmd コマンドを実行します。
tabcmd を使用する場合、認証されたサーバーセッションを確立する必要があります。セッショ
ンは、Tableau Server や Tableau Cloud サイト、およびセッションを実行しているユーザーを識
別します。最初にセッションを開始してコマンドを指定するか、セッションの開始とコマンドの実
行を一度に行うことができます。

重要: tabcmd を使用して複数のタスクを実行している場合、各タスクを同時に(並行し
て) ではなく、順番に(連続して) 実行する必要があります。

コマンド(login など) およびオプション( -s、-u など) は大文字と小文字を区別しません
が、ユーザーが指定する値 (User@Example.com など) は大文字と小文字を区別します。

例
次のコマンドは、セッションの開始を示します。
tabcmd login -s https://online.tableau.com -t mysite -u
authority@email.com -p password
次に、1 つのコマンドでセッションを開始し、ワークブックを削除する方法を示します。ここで
login は必要ありません。
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tabcmd delete "Sales_Workbook" -s https://online.tableau.com -t
campaign -u admin@email.com -p password
オプションの-s、-t、-u、-p などは、tabcmd間のグローバル変数であるため、任意のコマンド
と共に使用できます。
詳細については、tabcmd コマンドを参照してください。

tabcmd コマンド
注: tabcmd コマンドラインユーティリティバージョン2.0 は、Tableau tabcmd (新しいウィン
ドウ) で入手できます。この新バージョンでは、MacOS 上でtabcmd コマンドを実行し、個
人アクセストークンを使って認証することで、多要素認証に対応することができます。バー
ジョン2.0 は、Python ベースのTableau Server クライアント(TSC) で使用可能なパブリック
エンドポイントに基づいて構築されています。この最新バージョンは Tableau Cloud で動作
しますが、Tableau Server でのサポートは限定的です。

Tableau Cloud のtabadmin コマンドラインツールで、次のコマンドを使用することができます。
login
logout
get url
addusers (グループに対して)
creategroup
deletegroup
export
createproject
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deleteproject
publish
createextracts
refreshextracts
deleteextracts
runschedule
delete workbook-name または delete datasource-name
createsiteusers
deletesiteusers
removeusers
version

addusers group-name
指定したグループにユーザーを追加します。
例
tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"
オプション

--users
特定の .csv ファイル内のユーザーを指定されたグループに追加します。ファイルは、1 行に
ユーザー名が 1 つの簡単なリストでなければなりません。ユーザー名は大文字と小文字を
区別しません。ユーザーは、既にTableau Cloud で作成されている必要があります。
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詳細については、CSV インポートファイルのガイドラインを参照してください。

--[no-]complete
このオプションをcomplete に設定した場合、変更を正常に行うには、すべての行が有効で
なければなりません。指定しない場合、--complete が使用されます。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
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ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
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設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts
パブリッシュ済みワークブックまたはデータソースの抽出の作成。
オプション

-d, --datasource
抽出作成対象のデータソースの名前。

--embedded-datasources
ターゲットワークブック内の埋め込みデータソース名をスペースで区切ったリスト。データ
ソース名にスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲みます。ワークブックの抽出を
作成する場合にのみ使用できます。

--encrypt
暗号化された抽出の作成。

--include-all
ターゲットブック内のすべての埋め込みデータソースを含めます。ブックの抽出を作成する
場合にのみ使用できます。

--parent-project-path
ターゲットリソースを含むプロジェクトの親であるプロジェクトのパス。プロジェクト名を--
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project で指定する必要があります。

--project
ターゲットリソースを含むプロジェクトの名前。--workbook または --datasource が指定さ
れている場合にのみ必要です。指定されていない場合は、既定のプロジェクト'Default' が
使用されます。

-u, -url
URL に表示されるリソースの正規名です。

-w, -workbook
抽出作成先のブックの名前。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま

558

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスno-
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を使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup group-name
グループを作成します。Tableau Server グループを作成してActive Directory グループと同期
するには、グループの作成後にユーザーを追加するには、addusers を使用します。
例
tabcmd creategroup "Development"

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。
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-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
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指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject project-name
プロジェクトを作成します。
例
tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks
showing quarterly sales reports."
オプション

-n, --name
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作成するプロジェクトの名前を指定します。

--parent-project-path
-n オプションで指定されたネストされたプロジェクトで、親プロジェクトの名前を付けます。た
とえば、"Main (主)" プロジェクトにある"Nested (ネスト)" という名前のプロジェクトを指定す
るには、構文 --parent-project-path "Main" -n "Nested" を使用します。

-d, --description
プロジェクトの説明を指定します。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
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ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
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では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filename.csv
コンマ区切りの値 (CSV) で提供される情報に基づいて、サイトにユーザーを追加します。ユー
ザーがサーバー上に作成されていない場合、ユーザーをサイトに追加する前にコマンドによって
ユーザーが作成されます。
CSV ファイルには 1 つまたは複数のユーザー名が含まれる必要があります。また、(各ユーザー
用の) パスワード、フルネーム、ライセンスタイプ、管理者レベル、パブリッシャー(はい/いいえ)、
および電子メールアドレスを含めることができます。CSV ファイルの書式設定の詳細について
は、CSV インポートファイルのガイドラインを参照してください。
管理者レベルおよびパブリッシャーのパーミッションをCSV ファイルに含める他の方法として、-role オプションを含め、CSV ファイルにリストされているユーザーを割り当てたいサイトロールを
指定することにより、アクセスレベル情報を渡すことができます。
既定では、ユーザーはログインしているサイトに追加されます。異なるサイトにユーザーを追加
するには、広範囲の--site オプションを使用してそのサイトを指定します。(指定するサイト
上でユーザーを作成するには、パーミッションが付与されている必要があります。)
例
tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"
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オプション

--admin-type
非推奨です。代わりに、--role オプションを使用します。

--auth-type
すべてのユーザーの認証タイプ(TableauID または SAML) を、.csv ファイルで設定しま
す。指定がない場合、既定では TableauID です。

注: SAML 認証を使用するには、サイト自身でもSAML を有効化する必要があります。詳
細については、サイトでのSAML 認証の有効化 を参照してください。

--[no-]complete
非推奨です。既定のエラー動作: 10 行の範囲内に3 つ以上のエラーがある場合、コマンド
は失敗します。

--no-publisher
非推奨です。代わりに、--role オプションを使用します。

--nowait
非同期ジョブの完了まで待ちません。

--publisher
非推奨です。代わりに、--role オプションを使用します。

--role
.csv ファイルに含まれるすべてのユーザーに対して1 つのサイトロールを指定します。-role オプションで複数のサイトロールを割り当てる必要がある場合、各サイトロールに対応
する別個の CSV ファイルを作成します。
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有効な値は、ServerAdministrator、SiteAdministratorCreator、
SiteAdministratorExplorer、SiteAdministrator、Creator、
ExplorerCanPublish、Publisher、Explorer、Interactor, Viewer、および
Unlicensed です。
既定値は、新しいユーザーの場合は Unlicensed で、既存のユーザーの場合は変更され
ません。また、ユーザーベースのサーバー インストールを行っている場合、および
createsiteusers コマンドによって新しいユーザーが作成されたものの、ユーザーのライセ
ンス数が既に上限に達している場合、ユーザーはライセンスなしとして追加されます。

注: 複数サイトの Tableau Server で ServerAdministrator サイトロールを-role オプションを使用して割り当てる必要がある場合、createsiteusers ではなく
createusers コマンドを使用します。

--silent-progress
コマンドの進捗状況メッセージを表示しません。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

Tableau Software

567

Tableau Cloud ヘルプ
-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
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指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

delete workbook-name または delete datasource-name
指定のワークブックまたはデータソースをサーバーから削除します。
このコマンドは、パブリッシュ時のファイル名ではなく、サーバー上に表示されるワークブック名また
はデータソース名を取得します。
例
tabcmd delete "Sales_Analysis"
オプション

-r, --project
削除するワークブックまたはデータソースを含むプロジェクトの名前。未指定の場合は "既定
" プロジェクトが使用されます。
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--parent-project-path
-r オプションで指定されたネストされたプロジェクトで、親プロジェクトの名前を付けます。た
とえば、"Main (主)" プロジェクトにある"Nested (ネスト)" という名前のプロジェクトを指定す
るには、構文 --parent-project-path "Main" -r "Nested" を使用します。

--workbook
削除するワークブックの名前。

--datasource
削除するデータソースの名前。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。
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-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
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サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts
パブリッシュ済みワークブックまたはデータソースの抽出の削除。
オプション

-d, --datasource
抽出削除対象のデータソースの名前。

--embedded-datasources
ターゲットワークブック内の埋め込みデータソース名をスペースで区切ったリスト。データ
ソース名にスペースが含まれている場合は、二重引用符で囲みます。ブックの抽出を削除
する場合にのみ使用できます。

--encrypt
暗号化された抽出の作成。

--include-all
ターゲットブック内のすべての埋め込みデータソースを含めます。
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--parent-project-path
ターゲットリソースを含むプロジェクトの親であるプロジェクトのパス。プロジェクト名を-project で指定する必要があります。

--project
ターゲットリソースを含むプロジェクトの名前。--workbook または --datasource が指定され
ている場合にのみ必要です。指定されていない場合は、既定のプロジェクト'Default' が使
用されます。

-u, -url
URL に表示されるリソースの正規名です。

-w, -workbook
抽出削除先のブックの名前。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。
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-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
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指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletegroup group-name
指定のグループをサーバーから削除します。
例
tabcmd deletegroup "Development"

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
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だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
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しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject project-name
指定のプロジェクトをサーバーから削除します。
tabcmd を使用して、プロジェクト階層で上位のプロジェクトのみを指定できます。親プロジェク
ト内のプロジェクトに対して実行するタスクを自動化するには、同等のTableau REST API 呼
び出しを使用します。
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例
tabcmd deleteproject "Designs"
オプション

--parent-project-path
コマンドで指定されたネストされたプロジェクトで、親プロジェクトの名前を付けます。たとえ
ば、"Main (主)" プロジェクトにある"Designs (デザイン)" という名前のプロジェクトを指定す
るには、構文 --parent-project-path "Main" "Designs" を使用します。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
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ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
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は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filename.csv
ログインしているサイトからユーザーを削除します。削除するユーザーは、1 行に1 つのユーザー
名を指定した簡単なリストを含むファイルで指定されます。(ユーザー名以外の追加情報は必
要ありません。)
既定では、サーバーに1 つのサイトしかない場合、またはユーザーが1 つのサイトにのみ属して
いる場合、ユーザーはサーバーからも削除されます。Tableau Server Enterprise のインストー
ルでは、サーバーに複数のサイトが含まれる場合、サーバー管理者サイトロールを割り当てら
れたユーザーはサイトから削除されますが、サーバーからは削除されません。
ユーザーがコンテンツを所有している場合、ユーザーの役割はライセンスなしに変更されます
が、ユーザーはサーバーまたはサイトから削除されません。コンテンツの所有者はそのユーザー
のままです。ユーザーを完全に削除するには、コンテンツの所有者を変更してからユーザーの
削除を再試行する必要があります。
例
tabcmd deletesiteusers "users.csv"

グローバル オプション
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次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
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されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関
連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使
用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致し
ない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

export
Tableau Cloud からビューまたはワークブックをエクスポートして、ファイルに保存します。このコマ
ンドはビューに使用されるデータのみをエクスポートすることもできます。ビューデータは、集計レ
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ベルでエクスポートされます。詳細レベルのデータをエクスポートするには、Tableau Server UI を
使用する必要があります。詳細については、「「ビューとワークブックのダウンロード」を参照してく
ださい。
このコマンドを使用するときには、以下に注意してください。
l

パーミッション: エクスポートするには、[イメージのエクスポート] パーミッションが必要です。
既定では、このパーミッションはすべての役割で許可されているか継承されますが、ワーク
ブックまたはビューごとにパーミッションを設定することもできます。

l

データのエクスポート: ビューに使用されるデータのみをエクスポートするには、--csv オプ
ションを使用します。ビューで使用されるサマリーデータを.csv ファイルにエクスポートしま
す。

l

ビュー、ワークブック、またはエクスポートするデータの指定:
l

URL の一部をエクスポート対象を特定するために使用します。具体的にはワーク
ブックまたはビューのURL に現れる"workbook/view" 文字列を使用します。
「フレンドリー名」は使用せず、URL の最後にある:iid=<n> セッションID を除
外します。
例えば、Tableau サンプルビュー、Regional ワークブックのGlobal Temperatures
(世界の気温 ) のURL はこれに似ています: <server_
name>/#/views/Regional/GlobalTemperatures?:iid=3
Global Temperatures (世界の気温 ) ビューをエクスポートするには、
Regional/GlobalTemperatures 文字列を使用します。
Regional/Global Temperatures または
Regional/GlobalTemperatures?:iid=3 は使わないでください。

l

サーバーが複数のサイトを実行し、ビューまたはワークブックが"既定" 以外のサイ
トにある場合、-t <site_id> を使用します。

l

ワークブックをエクスポートするには、ワークブック内でビューを開いて、URL 文字列
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を取得し、使用するストリングにビューを含めます。
上の例では、Regional ワークブックをエクスポートするために、文字列
Regional/GlobalTemperatures を使用します。
l

ワークブックをエクスポートするには、[Tableau Desktop パブリッシュ] ダイアログボッ
クスで[シートをタブとして表示] を選択して、それをパブリッシュしておく必要があり
ます。
Note: 管理ビューを含むTableau ワークブックはエクスポートできません。

l

ダウンロードするデータをフィルターするには、次の形式を使用してパラメーター
フィルターを追加します。
?<filter_name>=value
または、パラメーターのフィルター処理で、そのパラメーターにメジャーまたはディメン
ションの名前と一致する表示名が含まれている場合は、次の形式を使用しま
す。
?Parameters.<filter_name>=value

l

ファイルの保存形式: 形式オプションは、エクスポートするファイルによって異なります。
ワークブックは --fullpdf 引数を使用してPDF としてエクスポートします。ビューは
PDF (--pdf) または PNG (--png) としてエクスポートできます。

l

保存するファイルの名前と場所 (省略可): 名前を指定しなければ、ビューまたはワーク
ブックの名前から生成されます。場所を指定しなければ、ファイルは現在の作業ディレク
トリに保存されます。それ以外の場合は、完全パスまたは現在の作業ディレクトリに対
して相対的なパスを指定できます。

注: .csv や .pdf などのファイル名拡張子を含める必要があります。コマンドは、
ユーザーが提供したファイル名に拡張子を自動追加しません。

l
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ドはオプションでWeb ページオブジェクトを含めることができます。Web ページオブジェクト
が含まれるダッシュボードの、PDFへのエクスポートを実行する場合、Web ページオブ
ジェクトは PDF に含まれません。
l

非 ASCII 文字と非標準の ASCII 文字、PDF のエクスポート: 名前にASCII 文字セッ
トや非標準のASCII 文字セット以外の文字が含まれるビューまたはワークブックをエクス
ポートする場合は、その文字をURL エンコード(パーセントエンコード) する必要がありま
す。
たとえば、コマンドに都市「Zürich」が含まれる場合、URL を「Z%C3%BCrich」とエン
コードする必要があります。
tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" fullpdf

リアルタイム データを使用するためのキャッシュのクリア
キャッシュからデータを取得する代わりに新しいデータクエリを強制的に実行するために、オプ
ションでURL パラメーターの?:refresh=yes を追加できます。自身のスクリプトと共に
tabcmd を使用している場合、またrefresh URL パラメーターが大量使用されている場合、
パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。リアルタイムデータが必要な場合は
refresh のみを使用することをお勧めします (ワークブック全体の代わりに1 つのダッシュボード
など)。
例

ビュー
tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "WeeklyReport.csv"
tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f
"C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"
tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png
tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

Tableau Software

585

Tableau Cloud ヘルプ

ワークブック
tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf
tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize
tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"
オプション

-f, --filename
指定したファイル名と拡張子でファイルが保存されます。

--csv
ビューのみ。ビューのデータ(サマリー データ) を.csv 形式でエクスポートします。

--pdf
ビューのみ。PDF としてエクスポートします。

--png
ビューのみ。イメージとして.png 形式でエクスポートします。

--fullpdf
ワークブックのみ。PDF としてエクスポートします。ワークブックは [シートをタブとして表示]
を有効にしてパブリッシュする必要があります。

--pagelayout
エクスポートするPDF のページの向き(landscape または portrait) を設定します。指
定しなければ、Tableau Desktopの設定が使用されます。

--pagesize
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エクスポートするPDF のページサイズを次のいずれかに設定します。unspecified、
letter、legal、note folio、tabloid、ledger、statement、executive、a3、
a4、a5、b4、b5、または quarto。既定は letter です。

--width
幅をピクセル単位で設定します。既定値は 800 px です。

--height
高さをピクセル単位で設定します。既定値は 600 px です。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
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ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
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では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url
指定した(部分的) URL によって表されるTableau Cloud からリソースを取得します。結果は
ファイルとして返されます。
このコマンドを使用するときには、以下に注意してください。
l

パーミッション: ファイルを取得するには、[ダウンロード/名前を付けて Web に保存] パー
ミッションが必要です。既定では、このパーミッションはすべての役割で許可されているか
継承されますが、ワークブックまたはビューごとにパーミッションを設定することもできます。

l

取得ビューまたはワークブックの指定: 取得するビューを指定するには
"/views/<workbookname>/<viewname>.<extension>" 文字列を使用し、
取得するワークブックを指定するには、
"/workbooks/<workbookname>.<extension>"文字列を使用します。
<workbookname> と<viewname> を、ブラウザーデビューを開いたときにURL に表
示されるワークブック名とビューに置き換え、<extension> を保存するファイル形式に置き
換えます。URL の末尾にセッションID (?:iid=<n>) を使用したり、"フレンドリー" 名を
ワークブックやビューに使用しないでください。
たとえば、"メトリクスサマリー" というワークブックでビュー"地域合計 " を開くと、URL は次
のようになります。
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/views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1
文字列 /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals.<extension> を
使用してビューを取得します。
文字列 /workbooks/MetricsSummary_1.<extension> を使用してビューを
取得ｓいます。
ワークブックやビューをTableau Cloud からダウンロードする場合、.twb または .twbx ファ
イルのコンテンツは、プレーンテキストで保存されます。ユーザーがファイルを開くと、デー
タの意味的な手がかりとなるフィルター値を含むすべてのデータを読むことができます。
l

ファイル拡張子: URL にはファイル拡張子を含める必要があります。拡張子によって返
される結果が異なります。ビューは、PDF、PNG、または CSV (サマリーデータのみ) 形
式で返すことができます。Tableau ワークブックは、パブリッシュされたデータソースに接続
するかライブ接続を使用する場合、TWBとして返されます。データ抽出に接続する場
合は TWBX として返されます。

注:ビューをPDF または PNG ファイルにダウンロードし、.pdf または .png 拡張子を
含む--filename パラメーターを含める場合、そのURL に.pdf または .png 拡張
子を含める必要はありません。

l

保存するファイルの名前と場所 (省略可): --filename に使用する名前に、ファイル
拡張子を含める必要があります。名前とファイル拡張子を指定しなければ、両方とも
URL の文字列から取得されます。場所を指定しなければ、ファイルは現在の作業ディ
レクトリに保存されます。それ以外の場合は、完全パスまたは現在の作業ディレクトリに
対して相対的なパスを指定できます。

l

PNG サイズ(オプション): 保存されているファイルがPNG の場合、ピクセル単位でURL
のサイズを指定できます。

キャッシュをクリアしてリアルタイム データを使用
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キャッシュからデータを取得する代わりに新しいデータクエリを強制的に実行するために、オプ
ションでURL パラメーターの?:refresh=yes を追加できます。自身のスクリプトと共に
tabcmd を使用している場合、またrefresh パラメーターが大量使用されている場合、パ
フォーマンスに悪影響を与える可能性があります。リアルタイムデータが必要な場合は
refresh のみを使用することをお勧めします (ワークブック全体の代わりに1 つのダッシュボード
など)。
例

ビュー
tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename
"Weekly-Report.png"
tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f
"Q1Growth.pdf"
tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"
tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"
tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480" f growth.png
tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -f
growth.png

ワークブック
tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_
Workbooks\Weekly-Reports.twb"

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
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--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプショ
ンを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分
間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
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定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関
連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用
する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない
場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されるこ
とがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

login
Tableau Cloud ユーザーをログインします。
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セッションを作成するために、--server、--site、--username、--passwordグローバ
ルオプションが使用されます。

注: tabcmd login コマンドを使用する場合は、サイトがSAML を使用するよう構成され
ている場合でもSAML シングルサインオン(SSO) を使用できません。ログインするには、
サイト上で作成されたユーザー名とパスワードを渡す必要があります。サインインしている
Tableau Server ユーザーのパーミッションを取得します。

セッションの作成で既に使用した情報を使用してログインする場合は、--password オプショ
ンだけを指定してください。cookie に保管されているサーバーとユーザー名が使用されます。
サーバーが80 (既定) 以外のポートを使用している場合は、ポートを指定する必要がありま
す。
サーバーで複数のサイトを実行し、既定以外のサイトにログインしている場合にのみ、-site(-t) オプションが必要になります。パスワードを指定しない場合、パスワードを要求する
プロンプトが表示されます。--no-prompt オプションを指定し、パスワードを指定しない場
合、このコマンドは失敗します。
ログインした後、セッションはサーバーで有効期限が切れるか、logout コマンドが実行される
まで継続されます。
例
指定されたサイトID を使用してTableau Cloud サイトにログインします。
tabcmd login -s https://online.tableau.com -t siteID -u
user@email.com -p password
オプション

-s, --server
ネットワーク上の Tableau Server コンピューターからコマンドを実行する場合は、
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http://localhost を使用できます。そうでない場合は、http://bigbox.myco.com ま
たは http://bigbox のようにコンピューターの URL を指定します。
サーバーが SSL を使用している場合は、コンピューターの URL で https:// を指定する必
要がありますにあります。
Tableau Cloud の場合、https://online.tableau.com というURL を指定します。

-t, --site
サーバーが複数のサイトを持っており、既定以外のサイトにログインしている場合、このオプ
ションを含めます。
このサイトID はサイトを一意に識別するためにURL で使用されます。たとえば、West
Coast Salesという名前のサイトには、west-coast-salesというサイトID が設定されている可
能性があります。

-u, --username
ユーザーがログインするユーザー名。Tableau Cloud の場合、ユーザー名はユーザーの電子
メール アドレスです。

-p, --password
--username 用に指定されたユーザーのパスワード。パスワードを指定しない場合、パス
ワードを要求するプロンプトが表示されます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定されたfilename.txt ファイルに保管し、セキュリ
ティを向上させることができます。

-x, --proxy
tabcmd 要求にHTTP プロキシ サーバーとポート(Host:Port) を指定するために使用しま
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す。

--no-prompt
パスワードを要求しないでください。パスワードを指定しないと、login コマンドが失敗しま
す。

--cookie
ログオン時のセッションID を保存します。後続コマンドには、ログインは必要ありません。この
値は、このコマンドで既定です。

--no-cookie
ログインが正常に完了した後はセッションID 情報を保存しないでください。後続コマンドに
はログインが必要です。

--timeout SECONDS
login コマンドの処理まで、サーバーが待機する秒数です。既定: 30 秒です。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。
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注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。
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--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

logout
サーバーからログアウトします。
例
tabcmd logout

filename.twb(x)、filename.tds(x)、またはfilename.hyper のパブリッシュ
指定したワークブック(.twb(x))、データソース(.tds(x))、または抽出 (.hyper) をTableau Cloud
にパブリッシュします。
ワークブックをパブリッシュしている場合、既定ではワークブック内のすべてのシートはデータベー
スのユーザー名またはパスワードなしでパブリッシュされます。
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ワークブックやデータソースに最初に割り当てられるパーミッションは、ファイルがパブリッシュされる
プロジェクトからコピーされます。パブリッシュされるリソースのパーミッションは、ファイルがパブリッ
シュされた後に変更できます。
ワークブックにユーザーフィルターが含まれている場合、いずれかのサムネイルオプションを指定
する必要があります。
例
tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"
--oauth-username "user-name" --save-oauth
ファイルがtabcmd と同じディレクトリにない場合、ファイルへの完全パスを含めます。
例
tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_
sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" -save-oauth
オプション

-n, --name
サーバー上のワークブックまたはデータソースの名前。省略した場合は、ワークブック、データ
ソース、またはデータ抽出がファイル名の後で指定されます。

-o, --overwrite
既にサーバー上に存在するワークブック、データソース、またはデータ抽出を上書きします。

-r, --project
指定されたプロジェクトにワークブック、データソース、データ抽出をパブリッシュします。未指
定の場合は "既定" プロジェクトにパブリッシュされます。
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--parent-project-path
-r オプションで指定されたネストされたプロジェクトで、親プロジェクトの名前を付けます。た
とえば、"Main (主)" プロジェクトにある"Nested (ネスト)" という名前のプロジェクトを指定す
るには、構文 --parent-project-path "Main" -r "Nested" を使用します。

--db-username
ワークブック、データソース、またはデータ抽出と共にデータベースユーザー名をパブリッシュ
するにはこのオプションを使用します。
保護されたOAuth 接続からデータに接続し、トークンにアクセスする場合、代わりに-oauth-username オプションを使用します。

--db-password
ワークブック、データソース、または抽出と共にデータベースパスワードをパブリッシュするに
はこのオプションを使用します。

--save-db-password
指定されたデータベースパスワードをサーバーに保存します。

--oauth-username
ユーザー アカウントの電子メール アドレス。--name に指定されたクラウドデータソースの
保存されたアクセストークンをユーザーが既に持っている場合、事前に構成されたOAuth
接続からユーザーに接続します。アクセストークンはユーザー設定で管理できます。
データソースへの既存の OAuth 接続では --db-username および --db-password で
はなく、このオプションを使用します。

--save-oauth
--oauth-username により指定された認証資格情報を、パブリッシュされたワークブックま
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たはデータソースと一緒に埋め込み認証資格情報として保存します。
その後、パブリッシャーまたはサーバー管理者がサーバーにサインインして、そのワークブックま
たはデータソースの接続を編集すると、接続設定ではこの OAuth 認証資格情報がコンテン
ツに埋め込まれているように表示されます。
パブリッシュ後に抽出更新をスケジュールする場合、--oauth-usernameを使用してこのオ
プションを含める必要があります。これは、従来のデータベース接続で --save-dbpassword を使用するのと似ています。

--thumbnail-username
ワークブックにユーザー フィルターが含まれている場合、指定されたユーザーが表示できる内
容に基づいてサムネイルが生成されます。--thumbnail-group オプションが設定されてい
る場合は、指定できません。

--thumbnail-group
ワークブックにユーザー フィルターが含まれている場合、指定されたグループが表示できる内
容に基づいてサムネイルが生成されます。--thumbnail-username オプションが設定され
ている場合は、指定できません。

--tabbed
タブ付きのビューと共にワークブックがパブリッシュされた場合、各シートはタブになります。
ビューアーはこのタブを使用して、ワークブック内のシートを切り替えることができます。シート
レベルのセキュリティは、この設定によってオーバーライドされます。

--append
既存のデータソースに抽出ファイルを追加します。

--replace
既存のデータソースを置換するために抽出ファイルを使用します。
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--disable-uploader
増分ファイル アップローダーを無効にします。

--restart
ファイルのアップロードを再開します。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
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Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
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設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextracts workbook-name または refreshextracts datasource-

name
指定されたワークブックまたはデータソースに属する抽出の完全更新または増分更新を実行
します。
このコマンドは、パブリッシュ時のファイル名ではなく、サーバー上に表示されるワークブック名ま
たはデータソース名を取得します。ワークブックまたはデータソースの管理者や所有者のみが
この操作を実行できます。
注:
l

サーバー管理者がサイトで [今すぐ実行] 設定を無効にしている場合、このメソッドは失敗

l

してエラーになります。詳細については、「サーバー設定」 を参照してください。
tabcmd を使用して、クラウドでホストされるサポート対象のデータソースを更新できます。
たとえば、SQL Server、MySQL、クラウドプラットフォーム上の PostgreSQL、Google

l

Analytics など。
tabcmd を使用してオンプレミスデータを更新するには、データソースが Tableau Bridge

推奨スケジュール用に構成できるタイプである必要があります。オンプレミスデータに接続
するその他すべてのデータソース、に対しては、Bridge またはコマンドラインデータ抽出
ユーティリティを使用できます。詳しくは、Bridge を使用してデータを最新に保つおよびコ

マンドラインからの抽出更新タスクの自動化 を参照してください。
例
tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds
tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource
sales_ds
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tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parentproject-path "Main" --project "Sales External" --datasource
sales_ds
tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"
tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis
tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" -addcalculations
tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds -removecalculations
オプション

--incremental
増分更新操作を実行します。

--synchronous
バックグラウンダー プロセスが使用できるとすぐに実行されるように、完全なリフレッシュ操作を
バックグラウンダー プロセスで使用されるキューに追加します。バックグラウンダー プロセスが
使用できる場合、操作はすぐに実行されます。リフレッシュ操作がバックグラウンドタスクレ
ポートに表示されます。
同期更新の間、tabcmd はリフレッシュ操作の実行中にサーバーとのライブ接続を保ち、バッ
クグラウンドジョブが実行されるまで毎秒ポーリングします。

--workbook
更新する抽出を含むワークブックの名前。ワークブック名にスペースが含まれる場合、名前
を引用符で囲みます。

--datasource
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更新する抽出を含むデータソースの名前。

--project
"既定 " 以外のプロジェクトのワークブックまたはデータソースを指定するには、-workbook または --datasource と共に使用します。未指定の場合は "既定" プロジェク
トが使用されます。

--parent-project-path
--project オプションで指定されたネストされたプロジェクトで、親プロジェクトの名前を付
けます。
例:
l

たとえば、"Main (主)" プロジェクトにある"Nested (ネスト)" という名前のプロジェクト
を指定するには、次の構文を使用します

l

--parent-project-path "Main" --project "Nested"

l

"ネスト" プロジェクト内でネストされている"Nested2" という名前のプロジェクトを指
定するには、次の手順を実行します。

l

--parent-project-path "Main/Nested" --project
"Nested2"

--url
URL に表示されるワークブック名です。"Sales Analysis" としてパブリッシュされたワークブッ
クの URL 名は "SalesAnalysis" になります。

--addcalculations
ワークブックの埋め込まれた抽出の計算をマテリアライズするには --workbook と一緒に使
用し、抽出データソースの計算をマテリアライズするには --datasource と一緒に使用し
ます。バックグラウンダー プロセスが使用するキューに操作を追加します。バックグラウンダー
プロセスが使用できる場合、操作はすぐに実行されます。この操作は [抽出でのバックグラ
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ウンドタスク] 管理ビューに表示されます。

--removecalculations
以前マテリアライズされた計算を削除するには、--workbook または --datasource と一
緒に使用します。バックグラウンダー プロセスが使用するキューに操作を追加します。バックグ
ラウンダー プロセスが使用できる場合、操作はすぐに実行されます。この操作は [抽出での

バックグラウンドタスク] 管理ビューに表示されます。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用されな
い場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があります。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
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Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定し
ないと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定
では、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
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設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers group-name
指定したグループからユーザーを削除します。
例
tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"
オプション

--users
指定されたグループから指定された.csv ファイル内のユーザーを削除します。ファイルは、1
行にユーザー名が 1 つの簡単なリストでなければなりません。

--[no-]complete
変更を正常に行うには、すべての行が有効であることが必要です。指定しない場合、-completeが使用されます。

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するには、
--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要があり
ます。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプション
を含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5 分間
だけ有効です。
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-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指
定されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに
関連付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを
使用する場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致
しない場合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示さ
れることがあります。
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--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

-コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンドで
-- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コマン
ドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

runschedule schedule-name
現在ログインしているサイトのタスクを指定されたスケジュールで実行します。これを、すべての
サイトに対してTabcmd を使用して実行することはできません。すべてのサイトのタスクをスケ
ジュールで実行するには、Web インターフェイスにログインし、[スケジュール] ページから[すべて
のサイト] を選択して、スケジュールで[今すぐ実行] を実行します。
このコマンドは、サーバーで指定したスケジュールの名前を使用します。
このコマンドは Tableau Cloud では使用できません。
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注: サーバー管理者がサイトで[今すぐ実行] 設定を無効にしている場合、このメソッドは
失敗してエラーになります。詳細については、「サーバー設定」を参照してください。

例
tabcmd runschedule "5AM Sales Refresh"

グローバル オプション

次のオプションは、すべてのtabcmd コマンドによって使用されます。セッションを開始するに
は、--server、--user、および--password オプションを少なくとも1 回使用する必要が
あります。認証トークンは保管されているため、後続のコマンドを実行するときに、これらのオプ
ションを含める必要はありません。このトークンは、それを使用した最後のコマンドの実行後、5
分間だけ有効です。

-h, --help
コマンドのヘルプを表示します。

注: リスト上の一部のコマンドは、Tableau Cloud で tabcmd を使用する場合は適用され
ない場合があります。

-s, --server
Tableau Cloud URL。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要がありま
す。

-u, --user
Tableau Cloud ユーザー名。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があ
ります。
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-p, --password
Tableau Cloud パスワード。セッションを開始するために少なくとも1 回指定する必要があり
ます。

--password-file
パスワードを、コマンドラインではなく指定された.txt ファイルに保管し、セキュリティを向上
させることができます。

-t, --site
コマンドを、単一引用符または二重引用符で囲んだTableau Cloud サイトID によって指定
されたサイトに適用することを示しています。指定されたユーザーが 2 つ以上のサイトに関連
付けられている場合に、このオプションを使用します。キャッシュされた認証トークンを使用す
る場合、サイトID では大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字が一致しない場
合、トークンがまだ有効であっても、パスワードの入力を求めるメッセージが表示されること
があります。

--no-prompt
指定した場合、このコマンドではパスワードが要求されません。有効なパスワードを指定しな
いと、コマンドが失敗します。

--[no-]cookie
指定した場合、セッションID はログイン時に保存されるため、その後にコマンドを実行すると
きにログインする必要はなくなります。セッションID を保存しない場合は、プレフィックスnoを使用します。既定ではセッションは保存されます。

--timeout
サーバーがコマンドの処理を完了するまで、指定された時間 (秒単位) 待機します。既定で
は、プロセスはサーバーが応答するまで待機します。

--
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コマンドラインでオプションの最後を指定します。-- を使用し、-- の後に続く値はオプション
設定ではなく、コマンドの値として解釈することをtabcmd に示すことができます。ハイフンを
含むコマンドで値を指定する必要がある場合に便利です。次の例では、tabcmd コマンド
で -- の使用が必要になる場合を示しています。ここで、-430105/Sheet1 は export コ
マンドで必要な値です。
tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

ヒント: Tableau Server で使用できるTabcmd 1.0 コマンドについては、「 tabcmd コマンド」を参
照してください。

tabcmd 用のスイッチとプロパティのインストール (Windows)
注: tabcmd コマンドラインユーティリティバージョン2.0 は、Tableau tabcmd (新しいウィン
ドウ) で入手できます。この新バージョンでは、MacOS 上でtabcmd コマンドを実行し、個
人アクセストークンを使って認証することで、多要素認証に対応することができます。バー
ジョン2.0 は、Python ベースのTableau Server クライアント(TSC) で使用可能なパブリッ
クエンドポイントに基づいて構築されています。この最新バージョンは Tableau Cloud で
動作しますが、Tableau Server でのサポートは限定的です。

Tableau Server コマンドラインユーティリティ(tabcmd) バージョン2019.4.0 以降をWindows
のコマンドラインからインストールする場合は、次のスイッチを使用できます。

注: Linux バージョンのtabcmd インストーラーでは相当するスイッチはありません。

スイッチ

説明

コメント

/install |

セットアップを

既定では、UI とすべてのプロンプトをインストールして表示

/repair |

実行してイン します。新規インストールでディレクトリが指定されていな
い場合は、C:\Program
ストール、修
Files\Tableau\Tableau
復、またはア
Server\<version>\extras\Command Line

/uninstall |
/layout "
<directory>
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"

ンインストー

Utility が使用されます。

ルするか、
/layout を
使用して、
指定したディ
レクトリにイン
ストールバン
ドルの完全
なローカルコ
ピーを作成し
ます。
/passive

最小限のUI
を使用して
セットアップを
実行します。
プロンプトは
表示されま
せん。

/quiet |

無人の完全

/silent

なサイレント

注: /silent または /quiet のいずれか(両方で

モードでセッ

はない) を使用します。

トアップを実
行します。UI
もプロンプト
も表示されま
せん。
/norestart

再起動が必
要な場合で

注: まれに、このオプションを使用しても再起動を抑

も、
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Windows を
再起動せず

制できない場合があります。これは、他のソフトウェ

にセットアップ

アのインストール中など、以前のシステムの再起動

を実行しま

がスキップされた場合に生じる可能性が最も高くな

す。

ります。

/log "<log-

指定したファ ファイルの場所を指定しない場合、ログファイルはユー

file>"

イルおよびパ

ザーのTEMP フォルダーに書き込まれます(

スに情報を

C:\Users\<username>\AppData\Local\Tem-

記録します。 p)。インストール後、このログファイルでエラーを確認しま
既定では、

す。

ログファイル

例: <Setup file> /silent /log

はユーザーの

"C:\Tableau\Logs\tabcmd-Install"

%TEMP%

ACCEPTEULA=1

フォルダーに
作成され、
Tableau_
Server_
Command_
Line_
utility_
<version_
code>.log
という命名規
則が使用さ
れます。

プロパティ
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ACCEPTEULA=1|0

エンド /passive、/silent、
ユー
または /quiet の使用
ザー
使用
許諾
契約
書
(EULA) に

時に含まれていない場合
は、セットアップはダイアロ
グを表示せずに失敗しま
す。
含まれているが0 に設定

同意

されている場合、セット

しま

アップは失敗します。

す。ク
ワイ
エッ
ト、サ
イレン
ト、お
よび
パッシ
ブイ
ンス
トー
ルに
必要
で
す。1
=
EULAを
受け
入れ
る、0
=
EULAを
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受け
入れ
な
い。

INSTALLDIR="<path\to\installation\di- 指定
した
rectory>"
既定
以外
のイン
ス
トー
ル場
所に
tabcmd を
インス
トー
ルし
ます。

Tabcmd をインストールす
る場所を指定します。使
用されていない場合、
tabcmd は C:\Program
Files\Tableau\Tableau
Server\<version_
code>\extras\Command Line Utility
にインストールされます
例: <Setup file>
/silent
INSTALLDIR="C:\tabcmd"

Tableau Cloud でのバックグラウンドジョブの管
理
Tableau Cloud では、定期的に実行される抽出更新、サブスクリプション、またはフローをユー
ザーがスケジュールできます。これらのスケジュールされた項目はタスクと呼ばれます。バックグラ
ウンダープロセスは、これらのタスクの固有のインスタンスを開始して、スケジュールされた時刻
に実行します。結果として開始されたタスクの固有インスタンスはジョブと呼ばれます。Web イ
ンターフェイスで[今すぐ実行] オプションをクリックしたり、プログラムでREST API を使用した
り、tabcmd コマンドを使用したりして手動で実行を開始した場合も、ジョブが作成されます。
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たとえば、毎日午前 9 時に実行される抽出更新タスクを作成するとします。この抽出更新タス
クについて、毎日午前 9 時にバックグラウンダーが実行するジョブが作成されます。
これらのジョブをすべて実行するため、バックグラウンダーは日中のさまざまな時刻に多くのリソー
スを使用する可能性があります。ジョブ管理機能を使用すると、サイトの管理者は自身のサイ
トで実行されるジョブの詳細を取得し、それらのジョブに対してアクションを実行してリソースの使
用量をより適切に管理できます。
[全般] 設定ページの [今すぐ実行] 設定でユーザーによるジョブの手動実行を許可またはブ
ロックすることによっても、リソースを管理できます。既定では、このオプションはユーザーが手動
でジョブを実行できるように設定されています。ユーザーによるジョブの手動実行を防止するに
は、このチェックボックスをオフにします。
ジョブに関する情報を含まれる[ジョブ] ページには、左側のナビゲーションメニューの[Existing
Tasks (既存のタスク)] メニューに移動してアクセスできます。
注: ジョブに関する情報は、サイトの管理者だけが表示できます。

概要
このトピックでは、[ジョブ] ページに表示される情報を理解する方法について説明します。
Tableau Cloud サイトは、すべてのユーザーの分析ニーズに対応するための容量を備えていま
す。サイトの容量には、ストレージの容量と、抽出、メトリクス、サブスクリプション、フローのため
にサイトで実行する必要があるタスクの容量が含まれます。ジョブページでは、Tableau Cloud
サイトのタスクを監視できます。詳細については、Tableau Cloud サイトの容量を参照してくださ
い。
ページの最上部には、過去 24 時間内に失敗したジョブ、完了したジョブ、およびキャンセルさ
れたジョブの数を示す高度な統計が表示されます。フィルターを適用してもこれらの値は変化
しません。
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生成されたジョブごとに、ジョブID、ジョブのステータス、優先度、ジョブが生成されたタスクのタ
イプ、現在の実行時間、ジョブが進行中の場合は現在までのキュー時間、キューに入ってい
る場合は平均実行時間と平均キュー時間が示されます。
Tableau は、過去の実行時間とキュー時間を記録し、平均実行時間と平均キュー時間を計
算します。平均実行時間と平均キュー時間はどちらも、次の式を使用して加重平均として
計算されます。((現在の実行時間またはキュー時間の平均 x 4) + 最新の実行時間または
キュー時間)/5
ジョブID は管理ビューでジョブを表示する際に役立ち。ジョブID をクリックすると、ジョブに関す
る詳細情報 (ジョブLUID、プロジェクト名、スケジュール、コンテンツ名、コンテンツ所有者、
ジョブ作成者、最後に成功したジョブ実行時間) が表示されます。

注: [データソース] ページから[今すぐ更新] を実行すると、[Job Details (ジョブの詳細)] ダイ
アログボックスにLUID のみが表示されます。
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タスクのタイプ
タスクには次のいくつかのタイプがあります。
l

Bridge の更新: Cloud スケジュールを使用する完全抽出および増分抽出の更新が含ま
れます。詳細については、Bridge の更新ジョブについてを参照してください。

l

抽出: これには抽出の作成、増分抽出の更新、完全抽出の更新が含まれます。。

l

サブスクリプション: ワークブックとビューのサブスクリプションが含まれます。詳細について
は、「ビューまたはワークブックへのサブスクリプションの作成」を参照してください。

l

フロー: スケジュールされたフローと手動のフロー実行が含まれます。

l

暗号化: 次のものが含まれます。
l
l
l

抽出の暗号化と復号化
フローの暗号化と復号化
抽出とフローのキー更新

フィルター
フィルターを実行すると、特定のジョブだけを表示できます。使用できるフィルターは、ジョブのス
テータスのタイプ、タスクのタイプ、および時間範囲です。時間範囲フィルターでは、過去 1 ～
24 時間を4 時間ごとに区切った時刻から選択できます。

ジョブのキャンセル
抽出更新、サブスクリプション、およびフロー実行ジョブはキャンセルできます。一度にキャンセル
できるのは 1 つのジョブだけであり、一度に複数のジョブをキャンセル用に選択することはできま
せん。
ジョブをキャンセルすると、ジョブがキャンセルされた時刻、影響を受けたコンテンツ、キャンセル
前のジョブ実行時刻が記載されたメールが、[ジョブのキャンセル] ダイアログボックスで選択した
受信者に送信されます。さらに、メールに含めるカスタマイズした注記を追加することができま
す。
受信者を選択しない場合、ジョブはキャンセルされますが、メールは送信されません。
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ジョブをキャンセルするには、ジョブID の横にある省略符号 (...) をクリックし、ダイアログを使用
してジョブをキャンセルします。

ステータス
ジョブには 7 種類のステータスがあり、各ステータスにカーソルを合わせるとより多くの関連情報
が表示されます。
l

完了しました: このジョブは正常に完了しました。ステータスにカーソルを合わせたときに
表示されるツールヒントでジョブの完了時刻を確認できます。

l

進行中: このジョブは進行中です。ステータスにカーソルを合わせたときに表示される
ツールヒントには、ジョブがこれまでの実行された時間が表示されます。

l

進行中: このジョブは進行中ですが、遅れて実行されています。Tableau では同じジョ
ブの平均実行時間が追跡されており、現在の実行時間が平均実行時間より長い場
合は遅れて実行されているとみなされます。ステータスにカーソルを合わせたときに表示
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されるツールヒントには、ジョブの平均実行時間と、ジョブが現在平均よりどれほど長く実
行されているかが表示されます。

l

保留中: このジョブは現在保留中であり、使用可能なバックグラウンダーの容量が確保
されたときに実行されます。ステータスにカーソルを合わせたときに表示されるツールヒン
トには、ジョブがキュー内にある時間が表示されます。

l

保留中: このジョブは現在保留中ですが、遅れて実行されています。Tableau では同じ
ジョブの平均キュー時間が追跡されており、現在のキュー時間が平均キュー時間より長
い場合は遅れて実行されているとみなされます。ステータスにカーソルを合わせたときに
表示されるツールヒントには、ジョブが現在平均よりどれほど長くキューに入っているかが
表示されます。

l

キャンセルされました: このジョブはサイトの管理者によってキャンセルされました。ステータ
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スにカーソルを合わせたときに表示されるツールヒントには、ジョブがキャンセルされた時
刻と、キャンセルされるまで実行された時間が表示されます。

l

失敗しました: このジョブは失敗しました。ステータスにカーソルを合わせたときに表示さ
れるツールヒントには、ジョブが失敗した時刻、失敗するまで実行された時間、および
失敗した理由が表示されます。

l

一時停止: このジョブには一時停止アイコンと一緒に[失敗しました] との表示がされま
す。ジョブが5 回連続して失敗すると、ジョブは一時停止します。一時停止したタスク
は引き続き使用できますが、ユーザーがそれらのタスクを再開するまで、バックグラウン
ダーによりそのタスクのジョブが作成されることはありません。
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Bridge の更 新 ジョブについて
Bridge の更新ジョブは他のジョブタイプと同じステータスを生成できますが、他のジョブタイプと
は次の点で異なります。
l

ジョブのキャンセル: Bridge の更新ジョブは、[ジョブ] ページからはキャンセルできません。
代わりに、更新の誤用を防ぐためにBridge クライアントに適切なタイムアウト制限が構
成されていることを確認します。詳細については、更新のタイムアウト制限の構成を参
照してください。

l

[Sent to Bridge (Bridge に送信済み)] ジョブステータス: [Sent to Bridge (Bridge に送
信済み)] ジョブステータスは、Bridge 更新ジョブが完了したことを示します。Bridge 更新
ジョブの完了は、更新ジョブがプール内のBridge クライアントに正常に送信されたことを
示します。Bridge 更新ジョブの完了は、更新自体が正常に完了したかどうかを示すも
のではありません。何らかの理由で更新が失敗した場合、パブリッシャー(データソースの
所有者) は、アカウントのアラートおよび更新失敗のメールアラートの両方により通知さ
れます。これらのアラートには、パブリッシャーに問題を解決するトラブルシューティングの
手順が示されています。

l

サブスクリプションジョブとBridge 更新ジョブ: サブスクリプションジョブは、Bridge 更新ジョ
ブの完了によって開始することはできません。これは、Bridge 更新ジョブの完了は、更新ジョ
ブがプール内の Bridge クライアントに正常に送信されたかどうかのみを示し、更新ジョブが
正常に完了したかどうかを示すわけではないためです。

注:
l

Bridge (レガシー) スケジュールから発生した更新ジョブは、[ジョブ] ページではキャプチャされ
ません。Bridge (レガシー) スケジュールの更新ジョブを監視するには、[Bridge の抽出] 管理
ビューを参照できます。詳細については、Bridge の抽出 を参照してください。

l

[ジョブ] ページに表示されるBridge エラーのトラブルシューティングについては、プールのトラ

ブルシューティングを参照してください。
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データの管 理
Tableau Cloud サイトでロゴと認証のオプションを構成したら、管理者とユーザーが必要とする
Tableau データの共有方法になるようにコンテンツフレームワークの整理を開始できます。
Tableau Cloud サイトにコンテンツ(データ、レポートなど) を入力するには、組織のデータプロ
フェッショナルがそのコンテンツをパブリッシュします。ライセンスタイプによっては、ユーザーは
Tableau Desktop から、または Tableau Cloud Web 編集環境からコンテンツに接続したり、パ
ブリッシュしたりできます。
パブリッシュ可能なコンテンツのタイプとしては、ユーザーが複数ワークブックで共有可能なスタ
ンドアロンデータソースや、そのデータに基づく視覚化を使用した埋め込みデータソースを含
むワークブックがあります。これらのタイプにはいずれも長所と短所があり、この点については以
下のパブリッシュのリソースで説明しています。

組 織 でのパブリッシュニーズを判 断 する
サイト管理者はサイトを開いてパブリッシュする前に、Tableau Cloud の使用レベルに対してど
の程度の準備が適切であるかを評価します。
l

データアクセスに関して厳格な要件がない場合 (同じデータをすべて共有するユーザー
が少人数しかいないなど)、パブリッシュのリソースに移動してパブリッシュ手順を開始し、
手順を進めながらパブリッシュやコンテンツ管理の方法を調整できます。

l

組織の特定領域でTableau が使用されている場合や、Tableau を使用する人数が
多い場合は、パブリッシュのリソースを使用してテスト環境を作成し、アクセス権や検出
可能性の不都合を解決します。手順を進めながら方法を調整することができるとはい
え、大きなグループのアクティブユーザーに向けてサイトを開設をした後にこれを行うの
は簡単ではありません。
検討の必要があるかもしれない他の要素の例としては、認可 (だれが何に対するパー
ミッションを取得するか)、データセキュリティ、コンプライアンス要件があり、これにより、
ユーザーがパブリッシュ先やデータの場所を理解できない場合などにサポートを求めて
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連絡を取る必要性が最小限になります。詳細については、マネージドセルフサービスに
向けたプロジェクト、グループ、パーミッションの設定を参照してください。

パブリッシュプロセスの概要
Tableau Desktop でTableau Cloud にアップロードするワークブックやデータ接続を開き、[サー
バー] メニューに移動してそれをパブリッシュします。
パブリッシュ手順の際、Tableau Cloud にサインインし、Tableau Cloud のアドレス
(https://online.tableau.com) と認証資格情報を入力します。
パブリッシュ手順では、自分や組織内の他のメンバーによるデータソースまたはワークブックへの
アクセス方法に関する決断を行う必要があります。場合によっては数レイヤーの複雑さが関係
することがあり、これらのレイヤーが適合するしくみを理解するのに役立ちます。必要な複雑さ
のレベルを判断し、適切なパブリッシュガイドラインを確立するには、以下に記載されたトピック
を使用してください。

パブリッシュのリソース
これらのリソースは Tableau ユーザーヘルプに含まれ、新しいブラウザーウィンドウで開かれま
す。
l

パブリッシュの概念
ワークブックのパブリッシュの準備
データソースとワークブックのパブリッシュ
パブリッシュされたデータソースのベストプラクティス

l

正式でないコラボレーションのための基本的なパブリッシュ手順
ワークブックを共有するためのシンプルな手順

l

コンプライアンスとセキュリティ標準を満たし、データの「真のソース」を作成し、ベストプラ
クティスを活用するための包括的なデータソース計画およびパブリッシュ手順
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データソースの計画
データソースのパブリッシュ
ワークブックのパブリッシュ

Tableau Cloud のストレージ制 限
1 つのサイトでワークブックや抽出に使用できるストレージには、100 GB の制限があります。こ
のストレージ制限は構成できません。Tableau Cloud のその他の技術仕様については、
Tableau Web サイトで技術仕様を参照してください。

Tableau Cloud のデータ接 続 サポート
直接 (ライブ) 接続または抽出の接続を使用して、ワークブックおよびデータソースを参照元
データベースにパブリッシュできます。接続のいずれかまたは両方のタイプを使用する、マルチ接
続データソースもパブリッシュできます。ワークブックまたはデータソースで定義されるデータベー
ス接続は、Tableau Cloud でデータの更新をパブリッシュまたは維持する方法によって決まりま
す。
接続タイプに精通しておらず、データ型やサポートされる接続についてのより詳しいリストが必
要な場合は、データを最新に保つを参照してください。そうでない場合には、先に読み進んで
ください。

Tableau Cloud への直接 (ライブ) 接続をサポートするコネクタタ
イプ
ライブ接続、パブリッシュされたワークブック、データソースを使用する場合は、参照元データ
ベースで現在実行されている内容が常に反映されます。
Tableau Cloud でサポートされるライブ接続:
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l

クラウドプラットフォーム上でホストされているGoogle BigQuery、Amazon Redshift デー
タ、または SQL ベースのデータ。Amazon RDS、Microsoft SQL Azure など類似のサービ
ス。
クラウドデータへの直接接続の場合、通常は Tableau Cloud をデータプロバイダーの承
認済みリストに追加する必要があります。

l

Tableau Bridge を使用して接続を保持するSQL Server や Oracle などオンプレミスのリ
レーショナルデータ。
Tableau Bridge の詳細については、「Tableau Bridge を使用してデータを最新に保つ」
を参照してください。

データベースのクレデンシャルをライブ接続に埋め込んで、パブリッシュされたコンテンツにアクセス
するすべてのユーザーが参照元データを表示できるようにします。または、ユーザーに独自の
データベースのクレデンシャルを指定するよう要求することもできます。この場合、サーバーでパブ
リッシュされたコンテンツを開くことができても、表示するには参照元データベースにサインインす
る必要があります。

抽出接続をサポートするコネクタタイプ
Tableau で接続可能なあらゆるタイプのデータで、ユーザーは埋め込みデータベース認証資格
情報を使用する抽出をパブリッシュし、反復する更新スケジュールを設定できます。
パブリッシュプロセスを開始する前にTableau Desktop で抽出を作成して、接続の定義をより
詳細に制御することができます。データのサンプルをパブリッシュする場合や更新を追加する機
能を設定する場合に実行します。それ以外の場合、Tableau ではパブリッシュ時に抽出が作
成され、完全更新のみ実行できます。
Tableau でパブリッシュ手順が完了したら、手順に従ってデータの更新スケジュールを設定しま
す。Tableau データソースまたはワークブックがクラウドにある参照元データに接続する場合、
Tableau Cloud から直接更新が実行されます。参照元データがローカルネットワークにある場
合は、Tableau Bridge を使用します。
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Tableau Bridge の詳細については、「Tableau Bridge を使用してデータを最新に保つ」を参
照してください。

Creators: Web 上 のデータへの接 続
新しいワークブックを作成し、Web 上でビューを構築してデータを分析する前に、データに接
続する必要があります。Tableau では、Tableau Desktop からパブリッシュされたWeb 上の
データソースへの接続や、Tableau Online、Tableau Server、Tableau public からデータへの
直接接続がサポートされています。
2019.3 以降、Tableau Catalog は、Tableau Server とTableau Online のデータ管理 製品の
一部として使用できます。Tableau Catalog がお使いの環境で有効な場合は、[Explore (探
索)] からデータに移動および接続するだけでなく、Tableau Catalog から、データベースやテー
ブルなどのさまざまなタイプのデータに移動して接続することもできます。Tableau Catalog につ
いての詳細は、Tableau Server または Tableau Online ヘルプの「Tableau Catalog について」
を参照してください。2021.4 より、データ管理 には、データへの中心的なアクセスポイントであ
る仮想接続が含まれています。詳細については、Tableau Server または Tableau Online ヘ
ルプの「仮想接続とデータポリシーについて」を参照してください。

[データに接続] ページを開く
Web では接続するデータにアクセスするのに[データに接続] ページを使用します。Tableau
Server または Tableau Cloud にサインインした後、次の2 つの方法でこのページを開くことがで
きます。
l
l

[ホーム] > [新規作成] > [ワークブック]
[探索] > [新規作成] > [ワークブック]

Tableau Public を使用している場合は、作成者プロフィールからこのページを開くことができま
す。
l
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[マイプロフィール] > [Viz の作成]
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[接続の種類] と[認証済み] でフィルターを適用するフィルターアイコンを選択します。

データソースへの接続に加えて、データ管理 がある場合は、仮想接続を使用してデータに接
続できます。Tableau Catalog を有効にすると、データベース、ファイル、およびテーブルにも接
続できます。
l

データは、[データソース]、[仮想接続]、[データベースとファイル]、または [テーブル] から検
索できます。
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l

[データベースとファイル] または [テーブル] を選択すると、データ品質警告 : [すべての資
産]、[警告なし資産]、[警告付き資産] で資産をフィルター処理できます。

[データに接続] ページに表示されるタブは、使用している製品によって異なります。
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Tableau Server では、[このサイト上]、[ファイル]、[コネクタ] のタブから選択してデータへの接続
を行います。

[このサイト上 ] のデータへの接 続
1. [このサイト上] は、パブリッシュされたデータソースの参照や検索を行う場合に選択します。
2. [名前] よりデータソースを選択し、[接続] ボタンをクリックします。

注: データソースへの接続に加えて、データ管理 がある場合は、[このサイト上] を選択す
ると、仮想接続を使用してデータに接続できます。Tableau Catalog を有効にすると、デー
タベース、ファイル、およびテーブルにも接続できます。

ファイルへの接 続
Tableau は、Excel、テキストベースのデータソース(.xlsx、.csv、.tsv)、およびブラウザーで直接
1 つのファイル(.kml、.geojson、.topojson、.json、.zip にパッケージ化されたEsri シェープファイ
ルおよびEsri File Geodatabases) のみを必要とする空間ファイル形式のアップロードをサポート
しています。[データに接続] ウィンドウの[ファイル] タブで、ファイルをフィールドにドラッグアンドド
ロップして接続するか、[コンピューターからアップロード] をクリックします。アップロードできるファイ
ルの最大サイズは 1 GB です。

コネクタの使 用
[コネクタ] タブより、クラウドデータベースやエンタープライズのサーバーに格納されているデータに
接続できます。作成する各データ接続に接続情報を入力する必要があります。たとえば、ほと
んどのデータ接続では、サーバー名とサインイン情報を提供する必要があります。
「サポートされるコネクタ」には、Tableau をこれらの各コネクタタイプに接続してデータソースを
設定する方法についての情報が記載されています。[コネクタ] タブに必要なコネクタが表示され
ない場合、Tableau Desktop からデータに接続し、Web 作成用にTableau Clopud や
Tableau Server にデータソースをパブリッシュできます。Tableau Desktop で「データソースをパ
ブリッシュする」方法の詳細をご覧ください。

Tableau Software

633

Tableau Cloud ヘルプ
Tableau でデータへの接続に成功すると[データソース] ページが開かれ、分析用データの準
備を行ったり、ビューの構築を開始できます。詳細については、「Creators: Web 上のデータの
準備」を参照してください。
Tableau Server コネクタ

Actian Matrix*

Google Drive‡

OData

Alibaba AnalyticDB for

Impala‡

OneDrive

Kognito*

Oracle‡

Kyvos

Pivotal Greenplum

MySQL‡
Alibaba Data Lake
Analytics‡

Database‡
Alibaba MaxCompute‡

Hortonworks Hadoop Hive
PostgreSQL‡

Amazon Athena‡

IBM BigInsights
Progress OpenEdge*

Amazon Aurora for

IBM DB2
Presto‡

MySQL‡

IBM PDA (Netezza)*

Amazon Redshift‡

MapR Hadoop Hive

Apache Drill

MariaDB‡

Aster Database*

MarkLogic*

Qubole Presto
SAP HANA (仮想接続

Azure Data Lake Storage

Microsoft Azure SQL データ

Gen2‡

ベース‡

Box‡

Microsoft Azure Synapse

Cloudera Hadoop
Databricks

のみ)‡
SAP Sybase ASE*
SAP Sybase IQ*
Salesforce

Analytics‡

SharePoint リスト

Microsoft SQL Server‡

SingleStore (旧
MemSQL)‡

Denodo‡

MonetDB*
Snowflake‡

Dropbox‡
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MongoDB BI Connector‡
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Exasol‡

MySQL‡

Spark SQL

Google BigQuery**‡

Teradata***‡

Google Cloud SQL‡

Vertica‡

* Linux サーバーでは利用できません。
**Google BigQuery では、Web からデータソースを作成するときにOAuth が必要です。サー
バー管理者がGoogle 用にOAuth を設定する方法の詳細をご覧ください。
Teradata Web 作成では、現在クエリバンディング機能はサポートされていません。詳細につい
ては、「Teradata」を参照してください。
‡データ管理 をお持ちの場合は仮想接続をサポートします。詳細については、Tableau Server
ヘルプの「仮想接続とデータポリシーについて」を参照してください。
Tableau Catalog サポートされるコネクタ

Tableau Catalog は、Tableau Server がサポートする一部のデータコネクタとの接続をサポート
しています。データソース、データベース、ファイル、または表がグレー表示されている場合は、
Tableau Server から接続することができません。ただし、適切なパーミッションがある場合は、
Tableau Desktop の[接続] ペインから接続することができます。

Tableau Cloud
Tableau Cloud では、[このサイト上]、[ファイル]、[コネクタ]、[ダッシュボードスターター] のタブから
選択してデータへの接続を行います。

[このサイト上 ] のデータへの接 続
1. [このサイト上] は、パブリッシュされたデータソースの参照や検索を行う場合に選択します。
2. [名前] よりデータソースを選択し、[接続] ボタンをクリックします。
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注: データソースへの接続に加えてデータ管理 がある場合は、[このサイト上] を選択す
ると仮想接続を使用してデータに接続できます。Tableau Catalog を有効にすると、デー
タベース、ファイル、およびテーブルにも接続できます。

ファイルへの接 続
Tableau はブラウザーからのExcel またはテキストベースのデータソース(.xlsx、.csv、.tsv) の直
接アップロードをサポートしています。[データに接続] ウィンドウの[ファイル] タブで、Excel また
はテキストファイルをフィールドにドラッグアンドドロップして接続するか、[コンピューターからアッ
プロード] をクリックします。アップロードできるファイルの最大サイズは 1 GB です。

コネクタの使 用
[コネクタ] タブより、クラウドデータベースやエンタープライズのサーバーに格納されているデータ
に接続できます。作成する各データ接続に接続情報を入力する必要があります。たとえば、
ほとんどのデータ接続では、サーバー名とサインイン情報を提供する必要があります。
「サポートされるコネクタ」には、コネクタを使用してデータをTableau に接続する方法について
の情報が記載されています。[コネクタ] タブに必要なコネクタが表示されない場合、Tableau
Desktop からデータに接続し、Web 作成用にTableau Clopud や Tableau Server にデータ
ソースをパブリッシュできます。Tableau Desktop で「データソースをパブリッシュする」方法の詳
細をご覧ください。

注: Tableau Cloud のデータに接続できない場合は、データベースが公にアクセス可能か
どうかを確認してください。Tableau Cloud は、パブリックインターネットからアクセス可能な
データにのみ接続できます。データがプライベートネットワークの背後にある場合、
Tableau Bridge を使用して接続可能です。詳細については、「パブリッシャー: Tableau
Bridge を使用してTableau クラウドのデータを最新の状態に維持する」を参照してくださ
い。
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Tableau Cloud コネクタ

Alibaba AnalyticsDB for MySQL‡

Exasol‡

OData

Alibaba Data Lake Analytics‡

Google BigQuery*‡

OneDrive*

Amazon Athena‡

Google Cloud SQL (MySQL

Oracle‡

互換)‡§
Amazon Aurora for MySQL‡

PostgreSQL‡
Google Drive‡

Amazon EMR Hadoop Hive

Presto‡
Hortonworks Hadoop Hive

Amazon Redshift‡

SAP HANA (仮想接
Impala‡

続のみ)‡

MapR Hadoop Hive

SharePoint リスト

Microsoft Azure SQL データ

SingleStore (旧

ベース‡

MemSQL)‡

Microsoft Azure Synapse

Snowflake‡

Azure Data Lake Storage Gen2‡
Azure Synapse Analytics (SQL
Server 互換)
Box‡
Cloudera Hadoop

Analytics‡
Spark SQL

Databricks

Microsoft SQL Server‡
Teradata**‡

Denodo‡

MongoDB BI Connector‡
Vertica‡

Dropbox*‡

MySQL‡

*Tableau Cloud でGoogle BigQuery、OneDrive、Dropbox 接続にOAuth 2.0 標準を使用す
る方法の詳細については、「OAuth 接続」を参照してください。
**Teradata Web 作成では、現在クエリバンディング機能はサポートされていません。詳細につ
いては、「Teradata」を参照してください。
‡データ管理 をお持ちの場合は仮想接続をサポートします。詳細については、Tableau Cloud
ヘルプの「仮想接続とデータポリシーについて」を参照してください。
§Tableau Cloud は、Google Cloud SQL を使用したSSL をサポートしていません。
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Tableau Catalog サポートされるコネクタ

Tableau Catalog は、Tableau Cloud がサポートする一部のデータコネクタとの接続をサポート
しています。データソース、データベース、ファイル、または表がグレー表示されている場合は、
Tableau Cloud から接続することができません。ただし、適切なパーミッションがある場合は、
Tableau Desktop の[接続] ペインから接続することができます。

ダッシュボードスターターを使 用 する
Tableau Cloud でダッシュボードスターターを使用してLinkedIn Sales Navigator、Oracle
Eloqua、Salesforce、ServiceNow ITSM、QuickBooks Online のデータを作成および分析す
ることができます。[ダッシュボードスターター] タブの事前作成されたデザインのリストよりオプショ
ンを選択し、[ダッシュボードを使用] をクリックします。詳細については、「クラウドベースのデー
タソースのダッシュボードスターター」を参照してください。

Tableau Public
Tableau Public では、サポートされているファイルをアップロードしてデータに接続できます。

ファイルへの接 続
Tableau はブラウザーからのExcel またはテキストベースのデータソース(.xlsx、.csv、.tsv) の直
接アップロードをサポートしています。[データに接続] ウィンドウの[ファイル] タブで、Excel また
はテキストファイルをフィールドにドラッグアンドドロップして接続するか、[コンピューターからアッ
プロード] をクリックします。アップロードできるファイルの最大サイズは 1 GB です。
データセットがない場合は、Tableau Public Web サイトで、無料のサンプルデータセットを確認
してください。

コネクタの使 用
[コネクタ] タブから、クラウドデータベースに格納されているデータに接続できます。作成する各
データ接続に接続情報を入力する必要があります。たとえば、ほとんどのデータ接続では、サ
インイン情報を入力する必要があります。

638

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
「サポートされるコネクタ」には、コネクタを使用してデータをTableau に接続する方法について
の情報が記載されています。[コネクタ] タブに必要なコネクタが表示されない場合は、Tableau
Desktop からデータに接続し、抽出を作成できます。

注: Tableau Public のデータに接続できない場合は、データベースが公にアクセス可能かど
うかを確認してください。Tableau Public は、パブリックインターネットからアクセス可能な
データにのみ接続できます。

Tableau Public コネクタ

Google Drive
OData

接続後
Tableau でデータへの接続を行うと[データソース] ページが開かれ、分析用データの準備を行っ
たり、ビューの構築を開始できます。詳細については、「Creators: Web 上のデータの準備」を
参照してください。

Web 作成でデータを最新に保つ
Tableau Cloud または Tableau Server のアップロード済みファイルを更新する: Web 作成用
のファイル(Excel またはテキスト) を手動でアップロードする場合、Tableau ではそのファイルを自
動的に更新できません。データを更新するには、[接続の編集] を選択して新しいバージョンの
ファイルをアップロードします。
Tableau Public でVz に移動し、[更新の要求] をクリックします。Tableau Desktop Public
Edition で[Keep this data in sync (このデータを同期)] を選択して、データを自動的に最新の
状態に保つこともできます。
Tableau Cloud のファイルベースのパブリッシュ済みデータソースを更新する: ファイルベースの
データを使用するパブリッシュ済みのデータソース(Tableau Desktop よりパブリッシュ) が
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Tableau Cloud にある場合は、Tableau Bridge を使用して最新に保つことができます。詳細
については、「Tableau Bridge を使用したデータの鮮度に関するオプションの拡張」を参照して
ください。

初 期 SQL の実 行
注: Tableau Prep Builder バージョン2019.2.2 以降では初期 SQL の使用がサポートされてい
ますが、Tableau Desktop でサポートされているオプションと同じオプションがすべてサポートされ
ているわけではありません。Tableau Prep Builder での初期 SQL の使用については、Tableau
Prep Builder オンラインヘルプの「初期 SQL を使用した接続のクエリ」を参照してください。
一部のデータベースに接続する場合は、データベースに接続する時、たとえば、ワークブックを
開く、抽出の更新、Tableau Server へのサインイン、または Tableau Server へのパブリッシュ
時に実行する初期 SQL コマンドを指定できます。ビューの更新時には初期 SQL は実行され
ません。この初期 SQL はカスタムSQL 接続とは異なります。カスタムSQL 接続はクエリの発
行対象となる関係 (表) を定義します。詳細については、「カスタムSQL クエリへの接続」を参
照してください。
このコマンドを使用すると、次を実行できます。
l

セッション中に使用する一時表の設定。

l

カスタムデータ環境の設定。

[サーバー接続] ダイアログボックスまたは [データソース] ページでは初期 SQL コマンドを追加
するオプションを利用できます。

注: データソースが初期 SQL ステートメントの実行をサポートしている場合、[サーバー接
続] ダイアログボックスの左下隅に[初期 SQL] リンクが表示されます。データソースの詳
細については、「サポートされるコネクタ」を参照してください。
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初期 SQL を使用するには
1. [サーバー接続] ダイアログボックスで、[初期 SQL] をクリックします。または [データソース]
ページで、接続先のデータベースに応じ、[データ] > [初期 SQL] か、[データ] > [クエリバ
ンディングおよび初期 SQL] を選択します。
2. [初期 SQL] ダイアログボックスにSQL コマンドを入力します。[挿入] ドロップダウンメ
ニューを使用してデータソースにパラメーターを渡すことができます。

注: Tableau はステートメントのエラーを調べません。このSQL ステートメントは、接続時に
データベースにそのまま送信されます。

ソフトウェアライセンスにより、接続への初期 SQL の使用が制限される場合があります。
Tableau Server にパブリッシュする場合、初期 SQL ステートメントを許可するようにサーバーが
設定されている必要があります。既定では、ワークブックをWeb ブラウザーに読み込んだときに
これらのステートメントを実行できるようにサーバーソフトウェアが設定されています。
管理者は、tsm configuration set コマンドを使用してサーバーを構成し、初期 SQL
ステートメントを無視することができます。
tsm configuration set -k vizqlserver.initialsql.disabled -v true
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サーバーで初期 SQL ステートメントが許可されていない場合、ワークブックは開きますが、初
期 SQL コマンドは送信されません。
tsm configuration set コマンドの詳細については、「Tableau Server ヘルプ」を参照
してください。

初期 SQL ステートメントのパラメーター
初期 SQL ステートメントのデータソースにパラメーターを渡すことができます。これが役立つ理
由は複数あります。
l

TableauServerUser または TableauServerUserFull パラメーターを使用して偽装を
設定できます。

l

データソースがサポートしている場合は、ユーザーが表示する権限を持つデータのみを
表示するよう、低レベルのセキュリティ(たとえば、Oracle VPD や SAP Sybase ASE な
ど) を設定できます。

l

ログに、Tableau バージョンやワークブック名などの詳細を提供できます。

次のパラメーターは初期 SQL ステートメントでサポートされます。
パラメーター

説明

返される値の例

TableauServerUser

現在のサーバー ユーザーのユーザー名。

jsmith

サーバーでの偽装の設定時に使用しま
す。ユーザーが Tableau Server にサインイ
ンしていない場合は、空の文字列を返しま
す。

TableauServerUserFull

現在のサーバー ユーザーのユーザー名お

domain.lan\jsmith

よびドメイン。サーバーでの偽装の設定時
に使用します。ユーザーが Tableau Server
にサインインしていない場合は、空の文字
列を返します。
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Tableau アプリケーションの名前。
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Professional
Tableau Server
TableauVersion

Tableau アプリケーションのバージョン。

9.3

WorkbookName

Tableau ワークブックの名前。埋め込み

財務分析

データソースが入ったワークブックでのみ使
用します。

例
次の例は、初期 SQL ステートメントでパラメーターを使用できるさまざまな方法を示していま
す。
l

この例では、Microsoft SQL Server でセキュリティコンテキストを設定します。

EXECUTE AS USER = [TableauServerUser] WITH NO REVERT;
l

この例では、DataStax データソースでパラメーターを使用して、ログに詳細を追加した
り、データを追跡するためのセッション変数を設定する方法を説明しています。
SET TABLEAUVERSION [TableauVersion];

l

この例を使用すると、Oracle VPD に低レベルのセキュリティを設定する際に役立ちま
す。
begin
DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER([TableauServerUser]);
end;
注:ブロックを終了するため、Oracle PL/SQL ブロックの最後にセミコロンを付ける必要が
あります。正しい構文については、Oracle ドキュメントを参照してください。
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サーバーに対 する実 行 の保 留
サーバー上でのみ実行されるよう、初期 SQL ステートメントを保留にすることができます。サー
バーへの実行を保留する理由の1 つに、偽装を設定したコマンドを実行するパーミッションを
持っていない場合があります。サーバー上でのみ実行されるコマンドを囲うには
<ServerOnly></ServerOnly> タグを使用します。
例:
CREATE TEMP TABLE TempTable(x varchar(25));
INSERT INTO TempTable VALUES (1);
<ServerOnly>INSERT INTO TempTable Values(2);</ServerOnly>

セキュリティと偽 装
初期 SQL ステートメントでTableauServerUser または TableauServerUserFull パラメー
ターを使用している場合、他のユーザーと共有できない専用接続を作成することになります。
これによりキャッシュの共有が制限され、セキュリティが向上し、低パフォーマンスにつながる可
能性があります。

MySQL および Oracle 接続で「表を作成する」際のトラブル
シューティング
MySQL 接続で、初期 SQL を使用して表を作成しても表が一覧表示されない

MySQL への接続時に、次のような初期 SQL ステートメントを実行すると、Tableau でのクエリ
の構築方法が理由で表が表示されない場合があります。
CREATE TABLE TestV1.testtable77(testID int);
この問題を解決するには、次のようにIF NOT EXISTS をSQL ステートメントに追加しま
す。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS TestV1.TestTable(testID int);
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Oracle 接続で、初期 SQL を使用して表を作成するとTableau が停止する

Oracle に接続して次のような初期 SQL ステートメントを実行すると、Tableau でのクエリの構
築方法が原因でTableau が車輪のマークが回転した状態のまま停止します。
CREATE TABLE TEST_TABLE (TESTid int)
この問題を解決するには、次のSQL ステートメントを使用します。
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'create table test_table(testID int)';
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN NULL;
END;

.hyper 形 式 への抽 出 のアップグレード
バージョン10.5 以降、新しい抽出は .tde 形式ではなく.hyper 形式を使用します。.hyper 形
式の抽出は、以前のデータエンジンと同じ高速分析とクエリパフォーマンスをサポートしますが、
より大きいサイズの抽出に対応する改善されたデータエンジンを使用します。
.hyper 抽出の使用には多くのメリットがありますが、主なメリットは次のとおりです。
l

より大きいサイズの抽出の作成: .hyper 形式の抽出には数十億行のデータを含めること
ができます。.hyper 抽出はより多くのデータをサポートできるため、Tableau Desktop 最
新 を使用して、以前は個別に作成する必要があった.tde 抽出を統合できます。

l

より高速な抽出の作成と更新: Tableau は常に抽出の作成と更新のパフォーマンスを
最適化していますが、このリリースでは大きいサイズのデータセットの場合でもより高速な
抽出の作成と更新をサポートしています。

l

より大きいサイズの抽出データソースを使用するビューの操作時のパフォーマンスの改
善: 抽出データソースを使用するビューは以前より高いパフォーマンスを実現します。小
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さいサイズの抽出は引き続き効率的に実行され、大きいサイズの抽出はさらに効率的
に実行されます。

何が抽出のアップグレードを引き起こすか
引き続きバージョン最新 で.tde 抽出を開いたり使用したりすることはできますが、.tde 抽出で
抽出タスクを実行すると、.tde 抽出が.hyper 抽出にアップグレードされます。抽出のアップグ
レード後は、以下の下位制限に注意する必要があります。
l

アップグレードされた抽出は .tde 抽出に変換し直すことはできない。

l

アップグレードされた抽出を以前のバージョンのTableau Desktop で開くことはできな
い。

l

Tableau Desktop で[バージョン名を付けてエクスポート] を使用して.hyper 抽出が含ま
れたワークブックをダウングレードすることはできない。

l

[Tableau ワークブックのダウンロード] オプションを使用してTableau Cloud からダウン
ロードされたワークブックは、.hyper 抽出が含まれている場合、Tableau Desktop 10.4
以前で開くことができません。

抽 出 のアップグレードを引 き起 こすタスク
.tde 抽出の.hyper 抽出へのアップグレードは、1.) 抽出の更新 (完全または増分)、2.) 抽出
へのデータの追加、3.) Tableau Desktop 最新 を使った手動による抽出のアップグレード、これ
ら3 つのタイミングで行われます。抽出がアップグレードされると、元の.tde 抽出は、他のワーク
ブックから参照されていない限り、自動的にTableau Cloud から削除されます。
Tableau Cloud で、以下のタスクにより.tde 抽出が.hyper 抽出にアップグレードされます。
l

手動による抽出の更新

l

Tableau Bridge を使用した抽出の増分更新
注: Tableau Bridge 10.4 以前を使用した.tde 抽出の完全更新では、抽出はアップグ
レードされません。
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l

スケジュールされた完全抽出または増分抽出の更新

l

Tableau Bridge を使用したスケジュールされた抽出の増分更新
注: Tableau Bridge 10.4 以前を使用した.tde 抽出の完全更新では、抽出はアップグ
レードされません。

l

Extract コマンドラインユーティリティを介して実行される自動更新タスク

l

tabcmd を使用したデータの抽出への自動追加

l

Extract コマンドラインユーティリティを使用したデータの抽出への自動追加

抽出のアップブレードによる影響
一般的に、Tableau では、最新バージョンのTableau Cloud に合わせてTableau Desktop 最
新 をアップグレードすることをお勧めします。最新バージョンのTableau Desktop を使用すること
により、以前のバージョンのTableau Desktop を使用して作成された抽出を使用する際に、抽
出に関する特定の互換性の問題を回避することができます。
Tableau Desktop を最新バージョンにアップグレードできない場合は、Tableau サポートページ
の「抽出の互換性シナリオ」の詳しい説明や以下の概要を確認し、抽出のアップグレードが行
われるタイミングやユーザーが経験する可能性のある互換性の問題について十分に理解してく
ださい。
注: 次の表では、「10.4」は Tableau 10.4 以前を表し、「10.5」は Tableau 10.5 以降を表しま
す。

Tableau Cloud でのタスクの実 行
以前のバージョンのTableau Desktop で作成された抽出を使用する場合、Tableau Cloud で
実行されるタスクについて、次のような抽出関連の互換性シナリオに注意する必要がありま
す。
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10.4 ワークブック

10.5 ワークブック

.tde 抽出

タスク

.tde 抽出

.hyper
抽出

√

不可

不可

√

√

√

更新またはス ワークブックバージョン
ケジュールさ は変わらないが、抽出

ワークブックバージョン

√

れた更新

は .hyper 形式にアップ

Tableau
Desktop
10.4 からの
パブリッシュ
Tableau
Desktop
10.5 からの
パブリッシュ

は .hyper 形式にアップ
グレードされる

Web 作成に

ワークブックバージョン

おける編集/

が 10.5 に変わるが、抽

保存

出は .tde 形式のまま

Web 作成に
おける編集/
保存後、更
新または追
加

は変わらないが、抽出
グレードされる
√

√

ワークブックバージョン

ワークブックバージョン

√

が10.5 に変わり、抽

は変わらないが、抽出

出は .hyper 形式に

は .hyper 形式にアップ

アップグレードされる

グレードされる

Tableau Bridge を使 用 した抽 出 の更 新
以前のバージョンのTableau で作成された抽出を使用する場合、Tableau Bridge を使用し
た更新について、次のような抽出関連の互換性シナリオに注意する必要があります。
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10.4 ワークブック

10.5 ワークブック

.tde 抽出

タスク

.tde 抽出

.hyper
抽出

完全

Tableau √

更新

Bridge

増分
更新

10.4 か
ら

√

√

ワークブックバージョン

ワークブックバージョン

√

は変わらないが、抽出

は変わらないが、抽出

また

は .hyper 形式にアップ は .hyper 形式にアップ

は追

グレードされる

グレードされる

加
完全

Tableau ワークブックバージョン

ワークブックバージョン

更新

Bridge

は変わらないが、抽出

は変わらないが、抽出

10.5 か

は .hyper 形式にアップ は .hyper 形式にアップ

ら

グレードされる

グレードされる

増分

ワークブックバージョン

ワークブックバージョン

更新

は変わらないが、抽出

は変わらないが、抽出

およ

は .hyper 形式にアップ は .hyper 形式にアップ

び追

グレードされる

√

√

グレードされる

加

Tableau Cloud からのダウンロード
以前のバージョンのTableau で作成された抽出を使用する場合、Tableau Cloud からダウン
ロードする際に、次のような抽出関連の互換性シナリオに注意する必要があります。
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10.5 ワークブック

10.4
ワー
タスク

ク
ブッ
ク
.tde

.tde 抽出

.hyper 抽出

抽
出
ダウ

Tableau √

ワークブックを開けない。"this

ワークブックを開

ン

Desktop

workbook uses a .hyper

けない。"this file

ロー

10.4 で

extract and is not compatible

was created by

ドし

with this version; open the

a newer

て開

workbook in version 10.5 or

version;

く

later (このワークブックは

upgrade

.hyper 抽出を使用しているた

Tableau (この

め、このバージョンと互換性が

ファイルは新しい

ありません。このワークブックは

バージョンで作成

バージョン10.5 以降で開いて

されています。

ください)" というエラー メッセー

Tableau をアップ

ジが表示されて、抽出を見つ

グレードしてくださ

けるよう求められる

い)" というエラー
メッセージが表示
される

Tableau √

√

√

√

オプションがグ

Desktop
10.5 で

バー Tableau √
ジョ Desktop
10.5 か
ン
ら
名

レー表示になる

を
付
けて
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10.5 ワークブック

10.4
ワー
タスク

ク
ブッ
ク
.tde

.tde 抽出

.hyper 抽出

抽
出
エク
ス
ポー
ト

抽 出 の更 新 タスクと追 加 タスクの自 動 化
以前のバージョンのTableau で作成された抽出を使用する場合、tabcmd およびTableau コマ
ンドラインユーティリティを使用した更新タスクと追加タスクの自動化について、次のような抽出
関連の互換性シナリオに注意する必要があります。
10.4 ワークブック

10.5 ワークブック

.tde 抽出

タスク

.tde 抽出

.hyper
抽出

更

10.4

ワークブックバージョ

ワークブックバージョ

新

tabcmd を

ンは変わらないが、

ンは変わらないが、

また 使用
は

抽出は .hyper 形式
にアップグレードされ

追

る

加

抽出は .hyper 形式
にアップグレードされ
る

10.5

ワークブックバージョ

ワークブックバージョ

tabcmd を

ンは変わらないが、

ンは変わらないが、

使用

抽出は .hyper 形式
にアップグレードされ
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√

抽出は .hyper 形式
にアップグレードされ
る
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10.4 ワークブック

10.5 ワークブック

.tde 抽出

タスク

.tde 抽出

.hyper
抽出

る
抽

10.4

出

tabcmd を

の

使用

√

√

不可

不可

不可

√

√

不可

不可

パ
ブ

10.5

リッ tabcmd を
シュ 使用
更

10.4

新

Tableau コ

また マンドライン
は

ユーティリ

追

ティを使用

加

10.5

ワークブックバージョン ワークブックバージョ

Tableau コ

は変わらないが、抽

ンは変わらないが、

マンドライン

出は .hyper 形式に

抽出は .hyper 形式

ユーティリ

アップグレードされる

にアップグレードされ

ティを使用

√

る

抽出を.tde 形式で保持する理由
Tableau Desktop または Tableau Bridge を最新バージョンにアップグレードできない場合は、
抽出を.tde 形式のまま保持する必要があります。

抽 出 を.tde 形 式 で保 持 する方 法
抽出を.tde 形式で保持するには、抽出がアップグレードされないようにする必要があります。
抽出がアップグレードされないようにするために、抽出のアップグレードを引き起こすタスクセク
ションにリストされているタスクを.tde 抽出に対して実行しないようにしてください。
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その上で、.tde バージョンの抽出を維持する必要がある場合は、次の提案について検討してく
ださい。
l

Tableau Cloud を使用して抽出タスクを実行しますが、.tde 抽出を再度作成するには、
以前のバージョンのTableau Desktop と元のデータに接続する機能を維持します。

l

以前のバージョンのTableau Desktop を使用して、抽出の更新やデータの追加などの
抽出タスクを実行します。

l

どの抽出をアップグレードする必要があり、どの抽出をアップグレード対象外とするか特定
できるまで、Tableau Cloud または Tableau Bridge での既存の抽出更新スケジュールを
無効にします。
注: 抽出の更新スケジュールにアクセスするには、データソース所有者、サイト管理者、
またはプロジェクトリーダーのいずれかである必要があります。どのサイトロールで完全な
プロジェクトリーダー権限が許可されるかの情報については、プロジェクトレベルの管理を
参照してください。

抽出のアップグレード後に予測されること
抽出のアップグレード後、バージョン最新 で抽出を使用する際に予測される変更点がいくつか
あります。詳細については、Tableau ヘルプの「抽出のアップグレード後に予測されること」を参
照してください。

Web 上 での抽 出 の作 成
Web でデータソースを抽出して(Tableau Desktop を使用せずに)、データソースのパフォーマン
スを向上させたり、追加の分析機能をサポートしたりできます。データソースを抽出すると、
Tableau は、データをリモートデータストアからTableau Server または Tableau Cloud にコピー
します。データを抽出するメリットの詳細については、「データの抽出」を参照してください。Web
では、Web 作成またはコンテンツサーバーで抽出を実行できます。

Web 作成で抽出を作成する
既定の抽出設定を使用して、Web 作成で抽出を直接作成できます。
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Web 作 成 で埋 め込 みデータソースを抽 出 する

Web 作成で抽出を作成するには、次の手順を実行します。
ヒント: 抽出を作成する前にデータモデルを確定することをお勧めします。抽出の作成には時
間がかかる場合があり、新しい論理テーブルの追加など、データモデルに変更を加えると、抽
出が無効になります。
1. Web 作成ペインの左下隅にある [データソース] タブをクリックします。新しいワークブックの
場合は、[データソース] タブから開始します。

2. 右上隅で、接続タイプを [ライブ] から[抽出] に変更します。
3. [抽出の作成] をクリックします。[抽出を作成] ダイアログボックスが表示されます。
抽出の作成には時間がかかる場合があり、抽出の作成中に作成セッションを終了できます。
抽出の作成が失われないようにするには、ダイアログボックスで[完了時に通知する] をクリック
して、抽出したワークブックを保存する場所を指定します。抽出が成功すると、ワークブックは
指定した場所に保存され、Web 作成セッションを続行できることが通知されます。抽出の作
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成に失敗した場合は、抽出が作成されなかったことが通知され、Web 作成で元のワークブック
を再度開いて、保存されていない変更を復元できます。

抽 出 設 定 を定 義 する

オプションで、次のいずれか1 つまたは複数のオプションを構成して、Tableau で保存方法、フィ
ルター定義、および抽出のデータ量制限を設定します。

Tableau Software

655

Tableau Cloud ヘルプ
l

抽出データの保存方法を決定する
2 つの構造 (スキーマ)、つまり論理テーブル(非正規化されたスキーマ) または物理テー
ブル(正規化されたスキーマ) のいずれかを使用し、Tableau でデータを抽出に保存させ
ることもできます。論理および物理テーブルの詳細については、「Tableauデータモデル」
を参照してください。
選択するオプションは、目的に応じて異なります。
l

論理テーブル
データソース内の各論理テーブルに対して1 つの抽出テーブルを使用してデータ
を格納します。論理テーブルを定義する物理テーブルは、その論理テーブルと
マージされて保管されます。たとえば、データソースが1 つの論理テーブルで構成
されている場合、データは 1 つのテーブルに格納されます。データソースが3 つの
論理テーブル(それぞれに複数の物理テーブルを含む) で構成されている場合、
抽出データは 3 つのテーブル(論理テーブルごとに1 つずつ) に格納されます。
抽出フィルター、集計、上位 N、または非正規化データを必要とするその他の機
能などの追加の抽出プロパティを使用して、抽出内のデータの量を制限したい
場合は論理テーブルを選択します。また、データがパススルー関数 (RAWSQL)
を使用する場合にも使用します。抽出データの保存にTableau ではこの構造が
既定で使用されます。抽出に結合が含まれるときにこのオプションを使用する場
合は、抽出の作成時に結合が適用されます。

l

物理テーブル
データソース内の各物理テーブルに対して1 つの抽出テーブルを使用してデータ
を格納します。
抽出が1 つまたは複数の等価結合と組み合わされたテーブルで構成されてお
り、以下の物理テーブルオプションを使用する条件を満たす場合は、[物理テー
ブル] を選択します。このオプションを使用する場合、結合はクエリ時に実行され
ます。
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このオプションにより、パフォーマンスが向上し、抽出ファイルのサイズが小さくなる
可能性があります。Tableau が推奨する物理テーブルオプションの使用について
は、「物理テーブルオプションを使用する際のヒント」を参照してください。このオプ
ションは、行レベルのセキュリティの回避策として使用できる場合もあります。
Tableau を使用した行レベルのセキュリティに関する詳細は、Tableau Desktop ヘ
ルプの「データ行レベルでのアクセスの制限」を参照してください。

物 理 テーブル オプションを使 用 する条 件
物理テーブルオプションを使用する抽出を保存するには、抽出に含まれるデータ
が以下の条件すべてを満たしている必要があります。
l
l
l
l
l
l

物理テーブルの結合がすべて等価 (=) 結合である
関係プまたは結合に使用される列のデータ型は同一です。
パススルー関数 (RAWSQL) が使用されていない
増分更新が構成されていない
抽出フィルターが構成されていない
上位 N やサンプリングが構成されていない

抽出が[物理テーブル] として保存される場合、それにデータを追加することはでき
ません。論理テーブルでは、複数の論理テーブルが含まれる抽出にデータを追加
することができません。
注: [論理テーブル] オプションと[物理テーブル] オプションのどちらも、抽出のデータの保存
方法にしか影響しません。このオプションを使用しても、データソースページでの抽出の
表の表示方法には影響しません。
l

抽出するデータの量を決定する
[追加] をクリックして1 つまたは複数のフィルターを定義し、フィールドとその値に基づい
て、抽出するデータ量を制限します。

l

抽出のデータを集計する

Tableau Software

657

Tableau Cloud ヘルプ
[表示可能なディメンションのデータの集計] を選択し、既定の集計を使用してメジャー
を集計します。データの集計により、行を統合し、抽出ファイルのサイズを最小限に抑
え、パフォーマンスを向上させることができます。
データの集計を選択すると、年、月など指定した日付に[日付のロールアップ] を選択
することもできます。下記の例は選択できる各集計オプションでどのようにデータが抽出
されるかを示します。
元のデータ

各レコードは別々の行として表示されます。データには 7 行
が含まれます。

表示可能なディメン

同じ日付と地域のレコードが 1 行に集計されています。抽出

ションのデータの集計

には 5 行が含まれます。

(ロールアップなし)

表示可能なディメン

日付は月レベルにロールアップされ、同じ地域のレコードが 1

ションのデータの集計

行に集計されています。抽出には 3 行が含まれます。

(日付を月にロール

アップ)

l
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抽出する行数を選択します。
すべての行、または上位 N 行を抽出できます。Tableau では、最初にフィルターと集計
が適用され、次にフィルターおよび集計の結果から指定の行数が抽出されます。行数の
オプションは、抽出元のデータソースのタイプによって異なります。
注:
l

サンプリングをサポートしていないデータソースもあります。このため、[サンプリング]
オプションが[データの抽出] ダイアログボックスに見当たらない場合もあります。

l

[データソース] ページまたはシートタブで最初に非表示にしたフィールドはすべて
抽出から除外されます。

制限事項
l

パブリッシュされたデータソースを参照する埋め込みデータソースの抽出を作成することはで
きません。回避策として、パブリッシュされたデータソースに直接抽出を作成します。詳細に
ついては、コンテンツサーバーでパブリッシュされたデータソースを抽出するを参照してくださ
い。

l

ファイルベースのデータソースの抽出を作成することはできません。ファイルベースのデータ
ソースには既に特別なパフォーマンス機能があり、抽出を追加してもパフォーマンス上の利点
はありません。

l

この機能は、Tableau Cloud のブリッジベースのデータソースには適用されません。
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コンテンツサーバーで抽出を作成する
コンテンツサーバーでパブリッシュされたデータソースを抽 出 する

パブリッシュされたデータソースを抽出するには：
1. 管理者またはデータソースの所有者としてサインインします。
2. [ コンテンツ] タブで、[探索] > [データソース]を選択します。
3. データソース名をクリックして、データソースを選択します。
4. 画面上部の [データソース名] の下で、[ライブ] というドロップダウンメニューを選択します。
5. 接続タイプを [ライブ] から[抽出]に変更します。サイトで保存時の抽出の暗号化機能が
有効になっている場合は、[暗号化] または [暗号化なし]を選択します。

6. 埋め込みの認証資格情報に関するエラー メッセージが表示された場合は、認証資格情
報をデータソースに埋め込みます。これを行うには、[接続の編集] をクリックします。[接続
の埋め込みパスワード] を選択し、[保存] をクリックします。
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コンテンツサーバーで埋 め込 みデータソースを抽 出 する

パブリッシュされたワークブックに埋め込まれている1 つまたは複数のデータソースを抽出するに
は、次の手順を実行します。
1. 管理者またはデータソースの所有者としてサインインします。
2. パブリッシュされたワークブックに移動します。
3. データソースタブに移動します。
4. 1 つ以上のデータソースを選択します。
5. [アクション] ボタンをクリックします。
6. [抽出] をクリックします。サイトで保存時の抽出の暗号化機能が有効になっている場合は、
[暗号化] または [暗号化なし]を選択します。

制限事項
l

接続認証資格情報は、データソースに埋め込む必要があります。

l

Web では、増分更新や抽出フィルターなどの抽出設定を指定することはできません。

l

パブリッシュされたデータソースを参照する埋め込みデータソースの抽出を作成することはで
きません。回避策として、パブリッシュされたデータソースに直接抽出を作成します。
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l

ファイルベースのデータソースの抽出を作成することはできません。ファイルベースのデータ
ソースには既に特別なパフォーマンス機能があり、抽出を追加してもパフォーマンス上の利
点はありません。

l

この機能は、Tableau Cloud のブリッジベースのデータソースには適用されません。

抽出されたデータを最新に保つ
データを抽出した後、必要に応じて抽出更新スケジュールを設定して、データを最新に保つ
ことができます。詳細については、Tableau Cloud での更新のスケジュールを参照してくださ
い。

抽出の監視と管理
サーバー管理者は、[抽出でのバックグラウンドタスクク] 管理ビューで抽出の作成を監視でき
ます。詳細については、抽出でのバックグラウンドタスクを参照してください。
サーバー管理者は、[ジョブ] ページで抽出を管理できます。詳細については、Tableau Cloud
でのバックグラウンドジョブの管理を参照してください。

データを最 新 に保 つ
ワークブックおよびデータソースをTableau Cloud にパブリッシュ後、データを最新に保つ方法を
決定できます。パブリッシュされたデータを最新に保つためのオプションは、データソースの特性
によって異なります。

データソース別のデータ鮮度オプション
次の表には、データソースに応じて使用できるデータ鮮度オプション(および例外) が記載され
ています。
例外
l

Tableau Cloud はいずれのキューブベースのデータソースの接続もサポートしていませ
ん。
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l

Tableau Cloud は、Kerberos 認証を使用するパブリッシュされた接続はサポートしていま
せん。

l

SAP BW データの抽出をTableau Cloud にパブリッシュすることはできますが、更新はサ
ポートされません。SAP BW データソースを更新する最適な方法は、それらを再パブリッ
シュすることです。

オプション

ソース

パブリッ

鮮度オプション

認証

シュオ
プショ
ン
オンプレミスデータ(プライベートネットワークからのみアクセス可能)

ファイルベースのデータ
(Excel、.csv、.txt)

抽

Tableau Bridge の使用

出の

(推奨)

み

N/A

Tableau Desktop からの
手動の更新
自動コマンドラインスクリ
プト

統計ファイル

抽出

Tableau Bridge の使用

のみ

(推奨)

N/A

(SAS (*.sas7bdat))
Tableau Desktop からの
手動の更新
自動コマンドラインスクリ
プト
クラウドプラットフォームでホストされ

ライ

Tableau Bridge の使用

Tableau Bridge

ているデータ

ブ接

(推奨)

設定での埋め

(たとえば、Amazon RDS 上の
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込みクレデン
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ソース

パブリッ

鮮度オプション

認証

シュオ
プショ
ン
Oracle)

たは
抽
出
(デー

手動の更新

シャル

自動コマンドラインスクリ
プト

タ
ベー
スに
依
存)
リレーショナルデータベース
(Tableau Desktop が接続するリ
レーショナルデータベース。たとえ
ば、SQL Server、Oracle、
IBM DB2)

ライ

Tableau Bridge の使用

Tableau Bridge

ブ接

(推奨)

設定での埋め

続ま
たは
抽
出

Tableau Desktop からの
手動の更新

込みクレデン
シャル

自動コマンドラインスクリ

(デー プト
タ
ベー
スに
依
存)
クラウドデータ(公共のインターネットからアクセス可能)

クラウドプラットフォームでホストされ

ライ

るデータ

ブ接

(サポートされるプラットフォームのリス
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続ま

抽出:
Tableau Cloud で直接ス
ケジュールを設定

埋め込みクレデ
ンシャル+ IP
セーフリスト
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ソース

パブリッ

鮮度オプション

認証

シュオ
プショ
ン
トについては、

たは

Tableau Cloud

クラウドプラットフォームでホストされ

抽

で接続を編集

ているデータへの直接接続の許可

出

する

を参照してください)
Salesforce、Google アナリティクス

抽

Tableau Cloud で直接ス

出の

ケジュールを設定

み

OAuth 接続

保存した認証資格情報
を使用してデータを更新
する

Google BigQuery,
Google スプレッドシート

ライ
ブ接
続ま
たは

抽出:

OAuth 接続

Tableau Cloud で直接ス
ケジュールを設定

抽

保存した認証資格情報

出

を使用してデータを更新
する

クラウド(Box、Dropbox、

ライ

OneDrive、Google Drive) ファイル

ブ接

ベースデータ

続ま
たは

(Excel、.csv、.txt、.tab、.tsv、.json)

抽出:

OAuth 接続

Tableau Cloud で直接ス
ケジュールを設定

抽

保存した認証資格情報

出

を使用してデータを更新
する

Anaplan
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ソース

パブリッ

鮮度オプション

認証

シュオ
プショ
ン
Oracle Eloqua

出の

ケジュールを設定

資格情報

保存した認証資格情報

Tableau Cloud

を使用してデータを更新

で接続を編集

する

する

抽

Tableau Cloud で直接ス

埋め込み認証

出の

ケジュールを設定

資格情報

抽

基本的なユーザー名およ

Tableau Bridge:

出の

びパスワード認証資格情

埋め込みクレデ

み

報の場合は、Tableau

ンシャル

み
ServiceNow ITSM

Marketo

み
Web データコネクタ

Bridge を使用します。
カスタム(基本的なものと

その他: 該当な
し

異なる) のユーザー名およ
びパスワード認証資格情
報の場合、Tableau
Desktop の[ソースから更
新] コマンドを使用する
か、Tableau Desktop か
ら手動更新を実行しま
す。詳細については、
Tableau Web データコネ
クタAPI ヘルプの「WDC
Authentication」トピックを
参照してください。
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データプロバイダー認可用 Tableau Cloud IP アドレス
クラウドデータプロバイダーはセキュリティ対策として、認証済みのIP アドレスのリストの提出を
求める場合があります。外部アプリケーションはこのIP アドレスに基づいてユーザーのデータにア
クセスを要求します。明示的に承認されていないIP アドレスからの要求は却下されます。
Tableau Cloud にパブリッシュしているライブ接続が途切れないようにするには、Tableau Cloud
をデータプロバイダーの許可リスト(セーフリスト) に追加します。
表には、サイトの場所に応じてTableau Cloud が使用するIP アドレスの範囲を示しています。
Tableau Cloud にサインインした後に表示されるURL で場所を確認できます。
ホスト名 (インスタンス)

サイトの場所

IP アドレスまたは
範囲

10ax.online.tableau.com

米国西部 - オレゴン州

34.208.207.197
52.39.159.250

10ay.online.tableau.com

米国西部 - オレゴン州

34.218.129.202
52.40.235.24

10az.online.tableau.com

米国西部 - オレゴン州

34.218.83.207
52.37.252.60

us-west-2b.online.tableau.com

米国西部 - オレゴン州

34.214.85.34
34.214.85.244

us-east-1.online.tableau.com

米国東部 - バージニア

50.17.26.34

州
52.206.162.101
prod-useast-

米国東部 - バージニア

a.online.tableau.com

州

prod-useast-

米国東部 - バージニア

Tableau Software
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ホスト名 (インスタンス)

サイトの場所

IP アドレスまたは
範囲

b.online.tableau.com

州

dub01.online.tableau.com

ヨーロッパ西部 - アイル

34.246.74.86

ランド
52.215.158.213
eu-west-1a.online.tableau.com

ヨーロッパ西部 - アイル

34.246.62.141

ランド
34.246.62.203
prod-apnortheast-

アジア太平洋 - 日本

18.176.203.96/28

a.online.tableau.com
prod-apsoutheast-

アジア太平洋 - オースト 3.25.37.32/28

a.online.tableau.com

ラリア

prod-uk-a.online.tableau.com

西ヨーロッパ- UK

18.134.84.240/28

prod-ca-a.online.tableau.com

カナダ- ケベック

3.98.24.208/28

これらのアドレスは、Tableau 専用でTableau によって制御されます。

注: Tableau Cloud のIP 範囲で通信を可能にすることに加え、通信の種類 (HTTP また
は HTTPS) に応じて、適切なデータベースポート(80 または 443 など) へのアクセスを有
効にする必要がある場合があります。

お使いのデータプロバイダー用の認可手順を見つける
次のリンクをクリックすると、一般的なデータプロバイダーのWeb サイトに移動し、各プラット
フォームで外部アプリケーションを認証する手順が表示されます。
Amazon:
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l

Redshift

l

RDS

l

EC2

Microsoft Azure
Google Cloud Platform

免責条項: 上記のリストのリンクをクリックすると、Tableau.com の外に移動します。外部
Web サイトへのリンクが正確かつ最新で関連性が高いものであるように確保するために極
力努めていますが、Tableau では外部プロバイダーによって維持されているページの正確
性または新鮮度について責任は負いかねます。コンテンツに関する質問の答えを求める
場合、外部サイトにお問い合わせください。

Tableau Cloud への Tableau Bridge 接続
オンプレミスデータとTableau Cloud 間の接続を円滑にするため、Tableau Bridge は一般的な
ポート443 を使用して、Tableau Cloud へのアウトバウンドリクエストを行います。詳細について
は、「Tableau Bridge のインストール」トピックの「ネットワークアクセス」セクションを参照してくだ
さい。

関連項目
l

データの管理

l

パブリッシュされたデータソースのベストプラクティス(Tableau ヘルプ)

l

抽出の更新に失敗した場合に所有者に通知する

l

Tableau Cloud で接続を編集する
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クラウドプラットフォームでホストされているデータ
への直 接 接 続 の許 可
クラウドプラットフォーム上でSQL ベースのデータを維持する場合、ワークブックおよびデータ
ソースをTableau Cloud にパブリッシュすると、そのデータへの直接接続を維持することができま
す。直接接続を使用する場合、データの静的抽出をパブリッシュする必要はありません。参
照元データのタイプに応じて、データを最新の状態に維持する方法 (ライブ接続を使用する
か、スケジュールに従って抽出を更新する) を決定できます。また、コンテンツに接続するビュー
を開いたときに、データにアクセスするための認証資格情報を提供するようユーザーに要求す
ることもできます。

注: Tableau Cloud では、パブリッククラウドプラットフォームでホストされているデータへの
接続のみがサポートされます。

暗号化接続を有効にする
参照元データソースについては、SSL を使用した接続の暗号化が可能です。Tableau
Desktop で接続を作成するときに、ホストされているSQL データへの接続に対してSSL 暗号
化を有効にできます。暗号化された接続を有効にするには、次のステップを実行します。
ヒント: Tableau Cloud がデータプロバイダーの承認リスト(セーフリスト) に記載されていること
を確認します。
1. Tableau Desktop で、データに接続します。
2. [サーバー接続] ダイアログボックスで、[SSL が必須] チェックボックスを選択します。
3. PostgreSQL、SQL Server 互換の接続、およびデータソースに証明書を埋め込むオプ
ションがないその他の接続の場合は、[OK] をクリックして終了します。
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一部の互換接続では、リンクされているテキストは [SSL が必須] チェックボックスの下に
表示されます。これは、自己署名証明書などの代替証明書ファイルを指定できることを
示します。
4. (オプション) 自己署名またはその他のカスタム証明書を使用して、SSL 経由でこのデー
タを接続します。
a. 表示されるリンクを選択します。

b. [SSL 証明書の構成と使用] ダイアログで、証明書の.pem ファイルを指定しま
す。
たとえば、Amazon RDS でホストされているデータへのMySQL 接続の場合このア
ドレスでAmazon の自己署名証明書ファイルを示すことができます。

信 頼 できない証 明 書
自己署名証明書や社内 CA によって署名された証明書など、Tableau Cloud では信頼され
ない証明書を使用している場合は、Tableau Cloud からの接続に問題が発生する可能性が
あります。次のいずれかのソリューションを試してください。
l

コネクタでカスタム証明書の埋め込みが許可されている場合は、カスタム証明書を使用しま

l

す。これは、上記のソリューションです。
信頼できるパブリックCA によって署名された、データベース用の新しい証明書を取得しま
す。

l

Tableau の接続プロキシである Tableau Bridge を使用します。TDC ファイルやプロパティ
ファイルを使用するか、Windows システムの信頼ストアに証明書をインストールすることによ
り、Bridge を実行しているマシンで信頼されるように証明書を構成できます。

サポートされるコネクタ
サポートされているコネクタのリストについては、「Creators: Web 上のデータへの接続」トピックの
「Tableau Cloud」タブを参照してください。
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コネクタでサポートされる機能の詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「サポートされるコ
ネクタ」セクションの特定のコネクタトピックを参照してください。

注: このリスト内のすべてのコネクタがTableau Prep Conductor でサポートされているわけ
ではありません。サポートされているコネクタのリストを表示するには、Tableau Prep
Builder を開いて[接続] ペインを展開します。

関連項目
l

Tableau ヘルプの「サポートされるコネクタ」

Tableau の行 レベルのセキュリティオプションの概
要
データのフィルターリングを、データを必要としているユーザーに基づいて行いたい場合がありま
す。例えば、次のような場合です。
l
l
l

地域の営業担当者に、自分の地域の売上高のみを表示させたい。
営業マネージャーに、自分の部下の営業担当者の統計のみを表示させたい。
生徒に、自分の成績に基づいたビジュアライゼーションのみを表示させたい。

データをこのようにフィルターリングするアプローチは、行レベルのセキュリティ(RLS) と呼ばれま
す。行レベルのセキュリティを実現する方法は Tableau の内部と外部で複数あり、それぞれに
長所と短所があります。

手動でユーザー フィルターを作成し、ユーザーを値にマッピングす
る
Tableau で行レベルのセキュリティを実現する最も簡単な方法は、ユーザーを手動で値にマッ
ピングするユーザーフィルターを使用することです。たとえば、「Alice」という名前のユーザーを値
「東部」に手動でマッピングして、「地域」列が「東部」であるデータソースの行のみが表示され
るようにすることができます。
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この方法は便利ですが、メンテナンスに手がかかり、セキュリティに注意を払う必要があります。
ワークブックごとに行う必要があり、ユーザーベースが変更されるたびにフィルターを更新してデー
タソースをパブリッシュし直す必要があります。このタイプのユーザーフィルターを使用してアセット
をパブリッシュする場合、ユーザーがアセットを保存またはダウンロードしてフィルターを削除し、そ
の結果すべてのデータにアクセスできないようにパーミッションを設定する必要があります。
詳細については、Tableau Desktop およびWeb オーサリングヘルプの「手動でユーザーフィル
ターを作成し、ユーザーを値にマッピングする」を参照してください。

データのセキュリティフィールドを使用して動的ユーザー フィルター
を作成する
この方法を使用して、ユーザーをデータ値へマッピングするプロセスを自動化する計算フィールド
を作成します。この方法では、フィルターに使用するセキュリティ情報が参照元データに含まれ
ている必要があります。たとえば、データソースの計算フィールド、USERNAME() 関数、および
「マネージャー」列を使用して、ビューを必要としているユーザーがマネージャーであるかどうかを
判断し、それに応じてビューのデータを調整します。
フィルターリングはデータレベルで定義され、計算フィールドで自動化されるため、この方法は
ユーザーを手動でデータ値にマッピングするよりも安全です。このタイプのユーザーフィルターを使
用してアセットをパブリッシュする場合、ユーザーがアセットを保存またはダウンロードしてフィル
ターを削除し、その結果すべてのデータにアクセスできないようにパーミッションを設定する必要
があります。
詳細については、Tableau Desktop およびWeb オーサリングヘルプの「データのセキュリティ
フィールドを使用して動的フィルターを作成する」を参照してください。

データポリシーを使用する
Tableau 2021.4 以降、Tableau Server または Tableau Cloud でデータ管理 が有効になって
いる場合、Creator ライセンスを持つユーザーは、仮想接続のデータポリシーを通じて行レベル
のセキュリティを実装できるようになりました。仮想接続は一元化され再利用できるため、その
接続を使用するすべてのコンテンツにわたって、各接続の行レベルのセキュリティを1 か所で安
全かつ確実に管理できます。
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Tableau の行レベルのセキュリティに関する前述のソリューションとは異なり、この方法では、作
成者がワークブックやデータソースのパーミッションを適切に設定しなかったために情報が漏え
いするリスクはありません。すべてのクエリに対してサーバー上でポリシーが適用されるためで
す。
仮想接続のデータポリシーによる行レベルのセキュリティは、行レベルのセキュリティの他のソ
リューションの欠点に対処するために開発されました。このソリューションを選択できる場合は、
ほとんどの状況でこのソリューションを使用することをお勧めします。
仮想接続でデータポリシーを使用する行レベルのセキュリティの詳細については、仮想接続と
データポリシーについてを参照してください。

データベース内の既存の RLS を使用する
多くのデータソースには、RLS のメカニズムが組み込まれています。組織がすでにデータソース
内の行レベルのセキュリティの構築に力を入れている場合は、既存のRLS を利用できる場合
があります。
組み込み RLS モデルの実装は、Tableau を念頭においた構築に比べて、必ずしも簡単で
あったり優れたりするとは限りません。これらの手法は、一般に、組織が既にこれらのテクノロジ
に投資しており、投資を活用する場合に利用されます。
組み込まれているRLS を使用する主な利点は、管理者がデータセキュリティポリシーを1 か
所、つまりデータベースに実装して制御できることです。

行レベルのセキュリティオプションの比較
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分 析 拡 張 機 能 を使 用 した接 続 の構 成
分析拡張機能では、R や Python などの言語を含むワークブック、Einstein Discovery、その
他のツールやプラットフォームなどを使用して、Tableau の動的な計算を拡張できます。これら
の設定エンドポイントを使用すると、Tableau Cloud のサイトで分析拡張機能を構成できま
す。詳細については、「分析拡張機能 API」を参照してください。
ユーザーシナリオの詳細や、Tableau Desktop または web 作成での分析設定の詳細につい
ては、「 Tableau Desktop とWeb 作成のヘルプ」 の「分析拡張機能を使用した式の受け渡
し」を参照してください。

注: 2021 年 6 月以降、1 つのサイトに複数の分析拡張機能の接続を作成できます。こ
れには、同じタイプの拡張機能に対して複数の接続を作成することも含まれます。これま
で、1 つのサイトに作成できるEinstein Discovery 分析拡張機能は、1 つに制限されて
いました。詳細については、「Tableau Cloud の新機能」を参照してください。

このトピックでは、分析拡張機能を使用してTableau Cloud でサイトを構成する方法につい
て説明します。

セキュリティ要件と構成
Tableau Cloud では、セキュリティ強化のために、分析拡張機能で使用される外部サービスへ
の暗号化チャネルと認証アクセスが必要です。
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証明書
分析拡張機能の外部サービスを実行するサーバーは、信頼されたサードパーティ認証機関
(CA) で発行された有効な TLS/SSL 証明書を使用して構成する必要があります。Tableau
Cloud は、自己署名証明書、プライベートPKI からの証明書、確立されたサードパーティCA
が信頼していない証明書などを使用して構成された外部サーバーとの接続は確立しません。

ファイアウォール構 成 の承 認 リスト
多くの組織が展開するファイアウォールでは、ネットワーク外の既知のホストの承認リストに例外
を設定する必要があります。このシナリオでは、例外として2 つのTableau Cloud IP アドレスを
指定する必要があります。分析拡張機能サーバーへの接続に使用されるTableau Cloud IP
アドレスは 44.224.205.196 と44.230.200.109.です。

分析拡張機能設定の構成
1. Tableau Cloud にサイト管理者としてサインインします。
2.
3.
4.
5.
6.

[設定] をクリックします。
[設定] ページで [拡張機能] タブをクリックし、[分析拡張機能] までスクロールします。
[サイトの分析拡張機能を有効にする] を選択します。
[新しい接続の作成] をクリックします。
[新しい接続] ダイアログで、追加する接続タイプをクリックし、分析サービスの構成設定を
入力します。
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3. 構成する必要があるオプションは、選択した接続タイプによって異なります。
l
l

Einstein Discover 接続の場合は、[有効] をクリックします。
TabPy、RServer、および分析拡張機能 API 接続の場合は、次の情報を入力しま
す。
l

l

接続名 : (必須) 接続するサーバーのタイプを指定します。RSERVE は、
RServe パッケージを使用したR への接続に対応します。TABPY は、TabPy
を使用したPython への接続やその他の分析拡張機能への接続に対応しま
す。
SSL を必須にする(推奨): 分析サービスへの接続を暗号化するには、この
オプションを選択します。[ホスト名] フィールドで HTTPS URL を指定する場
合は、このオプションを選択する必要があります。

l

l
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ホスト名 : (必須) 分析サービスを実行しているコンピューター名や URL を指
定します。このフィールドでは大文字と小文字を区別します。
ポート: (必須) サービスのポートを指定します。
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l

ユーザー名およびパスワードを指定してサインイン(推奨): 分析サービスの認
証に使用するユーザー名とパスワードを指定するには、このオプションを選択し
ます。

7. [保存] をクリックします。

分 析 拡 張 機 能 接 続 の編 集 または削 除
構成を編集または削除するには、サイトの[拡張機能] タブにある[分析拡張機能] に移動し
ます。

[編集] アイコンまたは [削除] アイコンをクリックし、プロンプトに従って構成を変更します。

スクリプトエラー
Tableau では、分析拡張機能を使用するワークブックがTableau Cloud に適切にレンダリング
されることを確認できません。必須の統計ライブラリがユーザーのコンピューター上では使用でき
てもTableau Cloud で使用している分析拡張機能インスタンス上では使用できない場合があ
ります。
分析拡張機能を使用するビューがワークブックに含まれている場合、ワークブックをパブリッシュ
するときに警告が表示されます。

このワークシートには外部サービススクリプトが含まれており、管理者が外部サービス接
続を構成するまでターゲットプラットフォーム上では表示できません。
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表拡張機能
表拡張機能を使用すると、分析拡張機能スクリプトで新しいデータ表を作成できるようになり
ます。カスタムのTabPy または Rserve スクリプトを記述したり、オプションで1 つまたは複数の
入力表を追加したりできます。表拡張機能は、Tableau Cloud、Tableau Server、Tableau
Desktop でサポートされています。このドキュメントは、Tableau Cloud に焦点を合わせていま
す。

注: ワークブックを開いたり、データソースを更新したりするたびにデータが更新されます。

利点
表拡張機能は、新規ユーザーと経験豊富なユーザーの両方に次の利点を提供します。
l
l
l
l
l

より高速なデータ処理
ローコードエディター
「 データに聞く」 と「 データの説明を見る」の統合
TabPy や Rserve との統合
結果を使用してダッシュボードや Viz の作成が可能

前提条件
表拡張機能を使用する前に、次の操作を行う必要があります。
l

分析拡張機能を構成する
o

l

分析拡張機能の接続を構成する手順については、「 分析拡張機能を使用した

接続の構成分析拡張機能の接続を構成する手順については」を参照してくださ
い。
ワークブックをパブリッシュする

表拡張機能の作成
新しい表拡張機能を作成するには、次の手順を実行します。
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1. パブリッシュされたワークブックを開きます。

注: 表拡張機能を追加する前に、ワークブックをパブリッシュする必要があります。

2. [シート] の下にある [New Table Extension (新しい表拡張機能)] を選択します。

3. (オプション) シートを[表拡張機能] ペインにドラッグします。
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4. [Choose a Connection (接続の選択)] の下で、分析拡張機能を選択します。

5. [Script (スクリプト)] にスクリプトを入力します。
6. [Apply (適用)] を選択します。
7. [今すぐ更新] を選択すると、[Output Table (出力表)] タブに結果が表示されます。

8. [名前] フィールドに、新しい表拡張機能の一意の名前を入力します。
9. [シート] タブに移動して、ワークブックをパブリッシュして保存します。

注: 入力表を編集した場合は、更新された出力表データを表示または使用する前に、
[Apply (適用)] をもう一度押す必要があります。

トラブルシューティングのヒント: 表拡張機能にエラーが発生した場合は、[保存] ボタンの横に
ある円形の[Refresh Data Source (データソースの更新)] ボタンを使用してみてください。
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表 拡 張 機 能 と分 析 拡 張 機 能
表には、名前に「拡張機能」が付いた機能がいくつかあります。一部の機能は相互に関連し
ていませんが、表拡張機能と分析拡張機能は関連しています。表拡張機能は、分析拡張
機能との接続を介して機能します。それぞれの機能を詳しく見てみましょう。
表拡張機能

表拡張機能では、ワークブックの計算を作成し、分析拡張機能にデータと処理スクリプトを送
信することができます。返された結果は、[データソース] タブの表として、およびワークブックのメ
ジャーとディメンションとして表示されます。
分析拡張機能

分析拡張機能では、Python などのプログラミング言語、外部ツール、外部プラットフォームを
使ってTableau の動的な計算を拡張することができます。分析拡張機能への接続を作成す
ると、計算フィールドを介して外部サーバーと通信できるようになります。詳細については、「分
析拡張機能を使用した接続の構成」を参照してください。

ユーザーが信 頼 できるデータを見 つけやすくするた
め認 証 を使 用 する
複数のパブリッシャーの存在するセルフサービス環境では、しばしば同じような名前を持つ、同
じまたは類似の参照元データに基づく、あるいは説明情報なしでパブリッシュされているさまざま
なコンテンツがTableau Cloud 上のプロジェクトに含まれています。その場合、アナリストは使用
するデータについて自身を持てない場合があります。
ユーザーが自身の分析種別に合った、信頼され、推奨されるデータを見つけやすいように、所
属組織のデータ基準に準拠するデータを認定 することができます。
パブリッシュされたデータソースの認証に加えて、Tableau Server または Tableau Cloud のデー
タ管理 がある場合：
l

Tableau 2019.3 以降、Tableau Catalog が有効になっている場合、Tableau コンテンツに
関連付けられているデータベースとテーブルを認証できます。(Tableau Catalog の詳細につ

Tableau Software

683

Tableau Cloud ヘルプ
いては、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの「Tableau Catalog について」を
l

参照してください。)
Tableau 2022.1 以降では、仮想接続と仮想接続テーブルを認証できます。

認証はどのように信頼できるデータをユーザーから見つけやすくす
るか
アセットを認証する場合、アセットが表示されている場所に応じて、ユーザーに緑色のバッジま
たは緑色のチェックマークが表示されます。

認定されたデータソースは検索結果でより上位にランク入りし、推奨されるデータソースに加
えられます。
さらに、認証状態についての注記を設定できます。この注記は、ユーザーがバッジをクリックし
たときに表示されるか、Web 作成や Tableau Desktop でデータソースアイコンにカーソルを合
わせたときにツールヒントに表示されます。また、データソースが誰によって認証されているかに
ついての情報も表示されます。
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詳細については、下記のデータの認定方法の手順を参照してください。

認定するデータの選出ガイドラインを作成する
その他のTableau 機能と同様、認定には柔軟性があります。データソース(またはデータベース
か表) の認定の決定に使用する条件を所属する組織に定義することができます。これを行うと
同時に、ガイドラインを文書化して共有したいと希望されるかもしれません。新しいデータソー
スがパブリッシュされるとき、ガイドラインは作成者とその保管管理者またはプロジェクトリーダー
が認定対象の選出で一貫性を持つ助けになります。ガイドラインは、ユーザーが認定の意味
を理解するためにも役立ちます。
全プロジェクトで同じ認定条件を使用していても、各プロジェクトで固有の条件を定義してい
ても、重要なのは認定が今いる環境で何を意味するのかです。

データを認定できる人物
データソースを認定するには、次のことが必要です:
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または

l

Explorer (パブリッシュ可能) または Creator のサイトロールを持っており、かつ認証するデー
タを含むプロジェクトに対してプロジェクトの所有権またはプロジェクトリーダー権限を持って
いる必要があります。

仮想接続と仮想接続テーブルを認証するには、使用する環境にデータ管理 ライセンスがある
必要があります。また、
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または
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l

Explorer (パブリッシュ可能) または Creator のサイトロールを持っており、かつ認証する
データを含むプロジェクトに対してプロジェクトの所有権またはプロジェクトリーダー権限を
持っている必要があります。

データベースまたはテーブルを認証するには、使用する環境でTableau Catalog が有効になっ
ており、
l
l

サーバー管理者またはサイト管理者である、または
データベースまたはそのデータベース内のテーブルを認証するために、データベースのパー
ミッションを設定する権限を持っている必要があります。

データの認定方法
認証できるデータは、データ管理 ライセンスを使用しているか、および使用している場合に、
Tableau Catalog が環境で有効になっているかどうかによって異なります。

l

適切なパーミッションを持つすべてのユーザーが、データソースを認定できます。
データ管理 ライセンスがある場合、適切なパーミッションを持つユーザーは、仮想接続およ

l

び仮想接続テーブルを認証することもできます。
Tableau Catalog を有効にすると、適切なパーミッションを持つユーザーも、データベース、

l

テーブル、およびファイルを認証できます。

データを認証するには、次のステップを実行します。
1. Tableau Cloud にサインインします。
2. このステップは、認証するアセットのタイプによって異なります。
l データソースまたは仮想接続 - [探索] ページで、
[すべてのデータソース] または
l

l

[すべての仮想接続] を選択します。
仮想接続テーブル - [探索] ページで、[すべての仮想接続] を選択し、認証する
仮想接続テーブルを含む仮想接続を選択します。次に、仮想接続テーブルを選択
します。
データベースまたはテーブル - [外部アセット] ページで、[Databases and Files

(データベースおよびファイル)] または [テーブル] を選択します。
3. ページで、認定する資産名の隣にある[その他のアクション] メニュー (...) を選択します。
4. [証明書の編集] を選択し、以下を行います。
l [こ
のデータは認定されています] チェックボックスを選択します。
l ユーザーに認定状態についての背景情報、
想定されるデータの使用方法、その他
の有用な情報を知らせる注記を追加してから[保存] をクリックします。
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[注記] セクションに追加する情報は、認証はどのように信頼できるデータをユー
ザーから見つけやすくするかに前述した認証バッジのツールヒントに表示されま
す。

抽 出 の更 新 に失 敗 した場 合 に所 有 者 に通 知 す
る
スケジュールされた抽出の更新は、埋め込み認証資格情報やファイルパスが古いなど、さまざ
まな理由で失敗する可能性があります。Tableau Cloud から直接実行するスケジュール更新
の場合、更新が5 回連続で失敗すると、Tableau Cloud はサイト管理者またはデータソース
所有者が原因を解決する措置を講じるまでスケジュールを一時停止します。
サイト管理者は、Tableau Cloud を有効にし、スケジュールされた抽出更新が正常に完了し
なかった場合、データソースの所有者にメールを送信することができます。その後、データソース
所有者は、アカウント設定で個別にオプトアウトできます。
メールには、次の情報が含まれています。
l

抽出またはワークブックの名前。

l

前回成功した更新の日付と時刻。または、前回の更新が14 日以内の場合、メールに
は "not in the last N days (過去 N 日間更新されていません)" と表示されます。

l

連続して更新に失敗した回数。
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l

埋め込み認証資格情報やファイルパス、アクションを実行するTableau Cloud へのリン
クの更新など、障害の原因を解決するために提案されるアクション。

Tableau Bridge によるデータソースの更新に関するメールを受信する場合、いくつかの違いが
あります。詳細については、このトピックで後述するTableau Bridge 更新の違いも参照してく
ださい。

更新失敗メールを有効にする
サイト管理者は、以下の手順で、サイトの更新失敗メールを有効 (または無効) にすることが
できます。オプトインする場合、各ユーザーが個別のアカウントより更新失敗メールの受信から
オプトアウトする可能性があります。
1. サイト管理者としてTableau Cloud にサインインし、[設定] をクリックします。
2. [通知の管理] で、すべてのサイトユーザーに対して通知を許可または無効にするチェッ
クボックスを選択またはクリアします。

Tableau Bridge 更新の違い
Tableau Bridge を通して更新されるデータソースの場合、複数の通知方法があります。詳細
については、「Bridge のメールアラートの管理」を参照してください。

Tableau Cloud でのデータの更 新
データを手動で更新したり、データの更新をスケジュールしたりできます。

Tableau Cloud での更新のスケジュール
クラウドでホストされているデータの抽出については、Tableau Cloud で更新タスクのスケジュー
ルを直接設定できます。これには、次のタイプのデータの抽出が含まれます。
l
l

Salesforce.com または Google Analytics。
ライブ接続を使用しない場合は Google BigQuery または Amazon Redshift。オンプレミス
の Redshift の場合は、Tableau Bridge を使用する必要があります。
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l

ライブ接続を使用しない場合や、ライブ接続がそのデータソースをサポートしていない場
合は、クラウドプラットフォームでホストされるSQL ベースのデータまたはその他のデータ
(Amazon RDS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform など)。
サポートされるデータソースのリストについては、「クラウドプラットフォームでホストされてい
るデータへの直接接続の許可」を参照してください。

スケジュールは、Tableau Bridge で抽出更新を作成する場合にも使用できます。詳細につい
ては、「Bridge 更新スケジュールの設定」を参照してください。
注:
l

Tableau 10.4 以前で作成された抽出 (つまり、.tde 抽出) に対して更新を実行すると、抽
出は自動的に.hyper 抽出にアップグレードされます。.hyper 抽出にアップグレードする利点
は多数ありますが、Tableau Desktop の以前のバージョンではその抽出を開けなくなりま

l

す。詳細については、「 .hyper 形式への抽出のアップグレード」を参照してください。
Microsoft Excel や SQL Server の抽出、または Tableau Cloud が直接アクセスできないそ
の他のデータの抽出を更新する方法の詳細については、「 Bridge を使用した接続 」を参
照してください。

l

Tableau Cloud サイトは、すべてのユーザーの分析ニーズに対応するための容量を備え
ています。サイトの容量には、ストレージ容量のほかに、抽出などサイトで実行する必要
があるタスクの容量が含まれます。詳細については、Tableau Cloud サイトの容量を参
照してください。

更 新 スケジュールの作 成
重要!
l

[今すぐ実行] オプションは、[抽出更新の作成] ダイアログボックスで使用できなくなりまし

l

た。現在、[今すぐ実行] オプションは [アクション] ドロップダウンメニューに表示されます。
タスクを順次 (連続して) 実行するように構成することはできませんが、代わりに、タスクが順
次実行されるように抽出更新の開始時刻を調整する必要があります。

l

既存のタスクをカスタムスケジュールに移行した場合、これらのタスクの開始時刻を変更
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しない限り、タスクは並列実行されるため、想定外の結果になる可能性があることに注
意してください。
1. Tableau Cloud にサインインしたら、左側のナビゲーションペインから[検索] を選択し、
更新するコンテンツのタイプに応じてドロップダウンメニューから[すべてのワークブック] ま
たは [すべてのデータソース] を選択します。
2. 更新するワークブックまたはデータソースのチェックボックスを選択し、[アクション] > [抽
出の更新] を選択します。
3. [抽出の更新] ダイアログで[更新のスケジュール] を選択し、次の手順を実行します。
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l

更新のタイプ: 必要な更新のタイプを選択します。既定では、完全更新が実行され
ます。増分更新は、抽出のパブリッシュ前にTableau Desktop で構成している場合
にのみ使用できます。完全更新を実行するように設定されている1 つまたは複数の
ワークブックまたはデータソースを選択した場合、増分更新を選択するオプションは
無効になります。詳細については、Tableau ヘルプの「 抽出の更新 」を参照してくだ
さい。

l

更新の頻度: 抽出更新を実行する頻度を設定します。実行する頻度を毎時、
毎日、毎週、または毎月に設定できます。時間と曜日の間隔は、次に示すよう
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に、選択する繰り返し頻度によって異なります。
l

毎時: 利用可能な頻度は、特定の時間から特定の時間までの間の1 時
間ごとです。つまり、指定した時間範囲でタスクが1 時間ごとに実行され
ます。

l

毎日: 利用可能な頻度は、2 時間、4 時間、6 時間、8 時間、12 時間
ごと、または 1 日 1 回です。開始時刻と終了時刻に加えて、曜日を1 つ
または複数選択することもできます。つまり、毎日 1 日 1 回、または特定
の曜日に指定した時間間隔でタスクを実行できます。

l

毎週: 利用可能な頻度は、週 1 日または複数の曜日の指定した時刻
ごとです。つまり、特定の曜日の特定の時刻に週 1 回タスクを実行できま
す。

l

毎月: これは 2 つの異なる方法で設定できます。
1. 頻度間隔として[日] を選択すると、月の特定の日付を選択できま
す。たとえば、毎月 2 日、15 日、28 日の午後 2 時 45 分にタスク
を実行するように選択できます。
2. また、第 1～6 週目の特定の曜日の特定時刻を選択することもで
きます。たとえば、毎月第 2 水曜日の午後 2 時 45 分にタスクを実
行するように設定できます。

既 存 のスケジュールの更 新
既存のスケジュールに変更を加える場合、既存のスケジュールのリストから選択するのではな
く、スケジュール内の定期的なタスクを直接変更できます。

更 新 の抽 出 の時 間 制 限
長時間実行中の更新タスクがすべてのシステムリソースを使用して、サイトの他の抽出の更
新を妨げることがないようにするため, Tableau Cloud 更新タスクに対しては 7200 秒 (120 分
または 2 時間) のタイムアウト制限とも呼ばれる、時間制限があります。タイムアウト制限は、
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単一の抽出がキャンセルされるまでに更新を完了するべき最長許容時間です。タイムアウト制
限は設定可能ではありません。
タイムアウト制限を守る

タイムアウト制限に達することは一般的ではありませんが、抽出負荷の高い環境で作業してい
る場合にタイムアウト制限に達しないように、抽出にいくつかの修正を行うことができます。
l

抽出を.hyper 形式にアップグレードする

l

増分更新をセットアップする

l

抽出のサイズを小さくする

l

抽出の更新の代替方法を使用する

l

別の時間に更新をスケジュールする

抽出を.hyper 形式にアップグレードする

Tableau 10.5 から、新規抽出の形式が.tde から.hyper に変更されました。数々の最適化に
加えて、大規模な抽出の.hyper 形式での更新が早くなる場合があります。.tde 抽出を処理
している場合は、.tde 抽出を.hyper 形式に更新することを検討します。詳細については、
「.hyper 形式への抽出のアップグレード」を参照してください。
増分更新をセットアップする

更新タスクを実行する都度の完全更新ではなく、抽出を増分更新することを考慮します。
既定では、抽出は完全に更新されるよう構成されています。完全更新はデータの完全なコ
ピーを提供しますが、完了するのに長時間かかります。抽出の更新時間を短縮するには、抽
出の増分更新のセットアップを検討してください。詳細については、Tableau ヘルプの「抽出の
増分更新を構成する」を参照してください。
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注: 増分更新をセットアップしてから抽出をTableau Cloud にパブリッシュする必要があり
ます。パブリッシュした後、[抽出更新の作成] ダイアログで[増分更新] オプションを選択で
きるようになります。

抽出のサイズを小さくする

抽出のサイズを小さくすることで更新タスクを早期に完了することができます。
抽出のサイズを小さくするには 2 つの一般的な方法があります。使用していないフィールドを
すべて非表示にする方法と、データソースフィルターを使用する方法です。
l

使用していないフィールドをすべて非表示: データソースで非表示にしているフィールド
は、抽出作成時に除外されます。抽出の作成時にフィールドを非表示にする方法に
ついては、Tableau ヘルプの「抽出の作成」を参照してください。

l

データソースフィルターの追加: データソースフィルターを追加すると、抽出の行数を減
らすことができます。詳細については、Tableau ヘルプの「データソースからデータをフィル
ターする」を参照してください。

注: 使用していないフィールドをすべて非表示にするか、データソースフィルターを追加し
てから、抽出をTableau Cloud にパブリッシュする必要があります。

抽出の更新の代替方法を使用する

できれば、抽出をTableau Cloud 以外で更新することを検討してください。
l

Tableau Desktop: Tableau Desktop からパブリッシュされた抽出を手動で更新できま
す。詳細については、「Tableau Desktop からのパブリッシュされた抽出の更新」を参照
してください。

l

Tableau Bridge: データソースに応じて、Tableau Bridge を使用して抽出のパブリッ
シュをスケジュールにセットアップし更新できます。詳細については、「Bridge を使用して
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データを最新に保つ」を参照してください。
l

Tableau データ抽出コマンドラインユーティリティ: データソースに応じて、Tableau
Desktop に同梱されるコマンドラインユーティリティを使用してプログラムにより抽出のパ
ブリッシュを更新できます。詳細については、「コマンドラインからの抽出更新タスクの自
動化」を参照してください。

別の時間に更新をスケジュールする

更新タスクの実行時間の変更を考慮します。詳細については、「更新タスクの管理」を参照し
てください。
更新タスクがタイムアウト制限に達する時のエラー

更新タスクがタイムアウト制限に達すると、次のいずれかのエラーが表示される場合がありま
す。ユーザーが抽出をパブリッシュした場合、または抽出の所有者である場合は、次のいずれ
かのエラーがメールで通知される場合があります。ユーザーがサイト管理者の場合、「抽出での
バックグラウンドタスク」についての管理ビューに次のいずれかのエラーが表示される場合があり
ます。
l

The query time resource limit (7200 seconds) was exceeded. (クエリ時間リソース制限

l

(7200 秒 ) を超えました。)
com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: Operation cancelled.

l

(com.tableau.nativeapi.dll.TableauCancelException: 操作がキャンセルされました。)
The query time resource limit (8100 seconds) was exceeded. (クエリ時間リソース制限
(8100 秒 ) を超えました。)

エラーを解決し、将来的なエラーを防ぐには、上記の「タイムアウト制限を守る」を参照してくだ
さい。

保存した認証資格情報を使用してデータを更新する
Salesforce、Google アナリティクス、Google BigQuery、OneDrive、Dropbox、Quickbooks
Online、Anaplan、Oracle Eloqua およびServiceNow ITSM のデータを最新の状態に保つに
は、以下を実行する必要があります。
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1. データ接続に認証資格情報を埋め込む。その手順はこのトピックで説明されています
2. データソースまたはワークブックが抽出を含む場合、更新スケジュールに抽出を追加で
きます。更新をスケジュール設定する手順については、Tableau Cloud での更新のスケ
ジュールを参照してください。
データソースまたはワークブックがデータへの直接 (ライブ) 接続を含む場合、データは常
に最新であり、それを更新するためにスケジュール化されたタスクを作成する必要はあり
ません。

データ接 続 に認 証 資 格 情 報 を埋 め込 む
接続に認証資格情報を埋め込むには、以下の手順に従ってください。
1. Tableau Cloud にサインインし、[データソース] ページに移動します。
2. 更新したい接続のあるデータソースを選択し、[アクション] メニューで[接続の編集] を
選択します。
3. [接続の編集] ダイアログボックス内のオプションは選択したデータソースによって異なりま
す。利用可能なオプションを確認し、ニーズに合ったオプションを選択します。
「<コネクタ名> の認証資格情報の入力をユーザーに要求する」を選択した場合、デー
タを手動で更新する必要があります。これは、ユーザーにデータソースをTableau
Desktop から再パブリッシュするよう依頼するか、Tableau Cloud で更新タスクを開始す
ることで実行できます。

コネクター固 有 の認 証 資 格 情 報
OAuth の認証資格情報を使用する

Google Analytics、Google BigQuery、Google Sheets、OneDrive、Dropbox、Salesforce、
およびQuickBooks Online でOAuth アクセストークンを使用することで、安全なデータ接続が
確立されます。アクセストークンは Tableau Cloud からデータにサインインして、認証資格情
報が存在する限り(または手動でアクセスを取り消すまで) データへのTableau Cloud アクセス
を承認することで作成します。新しいアカウントを追加するとき、サインインページが表示され
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ます。サインインすると、送信する認証資格情報のための新しいアクセストークンが作成されま
す。

注: Dropbox は OAuth 資格認証情報を使用しますが、Tableau は現在 Google アカウン
トを使用したDropbox への認証をサポートしていません。

ユーザーのグループの専用データベースアカウントを使用する場合のように、共有認証資格情
報を埋め込むことができます。または、ユーザーの個別の認証資格情報を埋め込むことができ
ます。アクセストークンの作成に使用するアカウントでは、更新タスクを実行するためのアクセス
レベルを許可する必要があります。
その他の認証資格情報を使用する

Anaplan、Oracle Eloqua、およびServiceNow ITSM はそれぞれデータ接続のための保存され
た認証資格情報 (例えば、ユーザー名とパスワード) の使用をサポートします。
Salesforce セキュリティトークンを使用する

Salesforce の標準的な認証資格情報を埋め込む場合、データにアクセスするには、
Salesforce によりセキュリティトークンが要求される場合があります。組織の信頼できるIP リスト
に含まれていないIP アドレスからSalesforce 接続にアクセスする場合などです。このセキュリ
ティトークンをデータ接続で使用されているパスワードに追加する必要があります。
セキュリティトークンには有効期限があります。Tableau がセキュリティトークンの有効期限切れ
でSalesforce 接続を更新できない場合、Tableau は以下のユーザーにアラートを表示しま
す。
l

関連するワークブックおよびデータソースの作成者。

l

関連するデータソースに接続するワークブックの作成者。

l

サイト管理者。

サーバー上のデータ接続を編集すると、有効期限の切れたセキュリティトークンを更新すること
ができます。
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Salesforce 認証およびセキュリティトークンの詳細については、Salesforce.com のSOAP API

開発者ガイドの「セキュリティとAPI」を参照してください。

手動での更新タスクの開始
ほとんどのクラウドデータプロバイダーでホストされているデータの抽出は、Tableau Cloud で直
接更新できます。設定したデータソースのTableau Bridge から更新を実行できます。
データソースで更新がスケジュールされている場合、手動で更新を実行してもスケジュールに
は影響しません。

更 新 タスクを開 始 する前 に
抽出の更新がTableau 10.4 以前で作成された抽出 (つまり、.tde 抽出) で実行されると、抽
出は自動的に.hyper 抽出にアップグレードされます。.hyper 抽出にアップグレードする利点は
多数ありますが、Tableau Desktop の以前のバージョンでは抽出を開けなくなります。詳細に
ついては、「抽出の新機能」を参照してください。

Tableau Cloud で更 新 を実 行 する
1. データソースがパブリッシュされるTableau Cloud サイトにサインインします。
2. [データソース] ページで、更新するデータソースの横にある[その他のアクション] アイコン
(…) を選択し、メニューから[抽出の更新] を選択します。
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3. [今すぐ更新] で[完全更新] を選択します。

注: スケジュール済みの更新があるデータソースでは、サイト管理者が更新を[タスク] >
[抽出更新] ページの[アクション] メニューから実行することもできます。

Tableau Bridge クライアントで更 新 を実 行 する
l

Windows システムトレイからTableau Bridge を開き、データソースの[今すぐ実行] アイ
コン( ) を選択します。
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注: 抽出の更新がTableau 10.4 以前で作成された抽出 (つまり、.tde 抽出) で実行さ
れると、抽出は自動的に.hyper 抽出にアップグレードされます。.hyper 抽出にアップグ
レードする利点は多数ありますが、Tableau Desktop の以前のバージョンでは抽出を開
けなくなります。詳細については、「.hyper 形式への抽出のアップグレード」を参照してく
ださい。

更新タスクの管理
管理者は、抽出の更新またはスケジュールの削除を手動で実行できます。
1. 管理対象のスケジュールがあるサイトにサインインし、[タスク] をクリックします。
2. スケジュールされた抽出の更新を1 つ以上選択します。
3. [アクション] メニューから以下のいずれかを実行します。
l

[スケジュールの変更] を選択し、リストから新しいスケジュールを選択します。

l

[今すぐ実行] を選択して手動で更新を実行します。
注: スケジュールされたタスクが抽出にない場合、[データ接続] ページからオンデ
マンドで更新できます。

l

[削除] をクリックし、選択されたデータソースのスケジュールを完全に削除しま
す。

関連項目
抽出の更新に失敗した場合に所有者に通知する

非アクティブなワークブックの抽出更新を自動的に中断する
Tableau ではリソースを節約するために、非アクティブなワークブックの抽出更新タスクを自動
的に中断することができます。この機能は抽出の完全更新のみに適用され、抽出の増分更
新は対象外です。この機能は、週 1 回よりも多く実行される更新タスクにのみ適用され、それ
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よりも更新頻度が低いタスクには適用されません。この機能は、ワークブックに埋め込まれた抽
出にのみ適用され、パブリッシュされたデータソースには適用されません。
これらのイベントのいずれかが発生した場合、非アクティブなワークブックのカウントダウンタイ
マーがリセットされます。
l

ワークブックシートの表示

l

ワークブックにデータドリブンアラートまたはサブスクリプションが設定されている

l

ワークブックのダウンロード

l

ワークブックの場所の移動または所有者の変更

この機能は Tableau Server でのみ構成できます。Tableau Cloud ではこの機能は構成できま
せん。抽出更新タスクを一時停止するまでワークブックを非アクティブにできる日数は 32 日間
です。

通知
抽出更新スケジュールが一時停止される3 日前に、メール通知が送信されます。
抽出更新スケジュールが一時停止されると、別のメール通知が送信されます。

一 時 停 止 された抽 出 更 新 の再 開
一時停止された抽出更新は、ユーザーがワークブックを使用しても自動的には再開しません。
再開は手動で行う必要があります。
一時停止された抽出更新を表示および再開するには、次の手順を実行します。
1. サイトにサインインし、[タスク] をクリックします。
2. [抽出更新] タブをクリックします。
3. 1 つまたは複数のアイテムを選択します。
4. [アクション] メニューで、[再開] を選択します。

Tableau Bridge の使 用
はじめに
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l
l
l
l
l

Bridge を使用してデータを最新に保つ
Bridge のインストール
Bridge 更新スケジュールの設定
プライベートクラウドデータにBridge を使用する
Tableau Bridge FAQ

サイト管理者向けクイックリファレンス
l
l
l
l

Bridge クライアントについて
Bridge クライアントのプールの構成
Bridge クライアントのプールの管理
Bridge クライアントの設定の変更

パブリッシャー向けクイックリファレンス
l
l
l
l
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ライブ接続を使用したBridge データソースのパブリッシュ
Bridge を介したデータ更新の停止
Bridge のメールアラートの管理
Bridge の問題のトラブルシューティング
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エンタープライズ
l
l
l
l

Bridge の展開計画
ブリッジ抽出アクティビティの監視
ブリッジ接続されたデータソースへのトラフィックの監視
ブリッジ更新ジョブの監視

接続
l
l

Bridge を使用した接続
Bridge の接続情報の更新

セキュリティ
l

Bridge のセキュリティ

Bridge を使用してデータを最新に保つ
Tableau Cloud が直接アクセスできないデータソースまたは仮想接続データの場合は、
Tableau Bridge を使用してデータを最新の状態に保つことができます。たとえば、ファイアウォー
ルの背後でホストされているデータにデータソースが接続する場合は、Bridge を使用します。
注: パブリックインターネットからアクセス可能なクラウドでホストされている参照元データにデータ
ソースを接続する場合、ライブ接続と抽出接続は Tableau Cloud から直接実行されます。
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Bridge とは
Tableau Bridge は、お使いのネットワーク内のマシンで実行されるクライアントソフトウェアで
す。クライアントは Tableau Cloud と連携して、Tableau Cloud が直接アクセスできないプライ
ベートネットワークデータに接続するデータソースを最新の状態に維持します。プライベート
ネットワークデータには、オンプレミスデータと仮想クラウドデータが含まれます。

動作方法
Tableau Bridge は、Excel ファイルや SQL Server データなどのプライベートネットワークデータ
とTableau Cloud 間をつなぐ経路として機能します。クライアントは、アウトバウンド暗号化接
続を介してTableau Cloud と通信し、ファイアウォールの背後のデータとTableau Cloud サイト
間の接続を有効にします。

Bridge がTableau Cloud と通信する方法の詳細については、「Tableau Bridge のセキュリ
ティ」を参照してください。

使 用 できるユーザー
Tableau Cloud の承認ユーザーであれば誰でもBridge を使用できますが、Bridge は、組織で
職務を遂行するユーザー(サイト管理者とデータソースの所有者) 向けに最適化されていま
す。
サイト管理者 (または Tableau Cloud でサイト管理者またはサイト管理者 Creator ロールを
持つユーザー) は Bridge クライアントをインストールして管理します。詳細については、「Bridge
の展開計画」を参照してください。
コンテンツ所有者 (または Tableau Cloud でCreator または Explorer (パブリッシュ可能) ロール
を持つユーザー) は、通常、独自のコンテンツをパブリッシュして管理します。コンテンツの所有
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者は Bridge を使用して、Tableau Cloud とプライベートネットワークデータ間のライブ接続およ
び抽出接続を行います。
l

ライブ接続の場合、Bridge は、データソースまたは仮想接続のパブリッシュプロセスの一
部として自動的に検出されます。ライブ接続のサポートは、プールを通じて有効になりま
す。
データソースの詳細: ユーザーには、パブリッシュプロセス中にライブ接続を使用してデー
タソースをパブリッシュするオプションが表示されます。このオプションは、ネットワーク内から
のみアクセス可能なリレーショナルデータベースまたはクラウドデータベースに対してライブ
接続がサポートされている場合に使用できます。
ユーザーがデータソースをパブリッシュした後、プール内の使用可能なクライアントがライブ
クエリを実行します。それ以外の処理は必要ありません。
開始するには、データソースをTableau Cloud にパブリッシュし、ライブ接続を維持する
ためのオプションを選択します。または、ワークブックをパブリッシュし、データソースを個別
にパブリッシュするオプションを選択してから、ライブ接続を指定します。データソースのパ
ブリッシュの詳細については、「ライブ接続を使用したBridge データソースのパブリッシュ」
を参照してください。
注: プライベートクラウドデータベースに接続するデータソースをパブリッシュする場合は、
「プライベートクラウドベースのデータソースをパブリッシュする」で説明されている手順に
従って、Bridge を使用してデータの鮮度に関連するタスクを実行してください。

l

接続抽出の場合、ユーザーはデータソースまたは仮想接続の更新スケジュールを設定
できます。
データソースの詳細: ユーザーは、データソースまたはワークブックのパブリッシュプロセスを
実行するかどうかにかかわらず、データソースを個別にパブリッシュする必要があります。
詳細については、「Bridge 更新スケジュールの設定」を参照してください。
注: プライベートクラウドデータベースに接続するデータソースをパブリッシュする場合は、
「プライベートクラウドベースのデータソースのスケジュールを設定する」で説明されている
手順に従って、Bridge で実行される更新スケジュールを使用してください。
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Tableau Bridge FAQ
Tableau Bridge に関するよくある質問とその回答をご紹介します。

ブリッジの基 本
Tableau Bridge とは何ですか?

Tableau Bridge は、ご利用のネットワーク内のマシン上で稼動するプロキシクライアントであ
り、プライベートネットワークにあるご利用のデータをTableau Cloud に接続するために使用し
ます。Bridge は、組織のファイアウォールの背後にインストールされます。Bridge を使用する
と、ご利用のデータからTableau Cloud へ設定した安全なアウトバウンド接続を通じて、オン
プレミスや仮想クラウド(パブリッククラウド内にホストされた、隔離されたプライベートクラウド)
にあるデータにアクセスできます。
詳細については、「Tableau Bridge クイックスタート」 (動画) と「Tableau Bridge の利用」を参
照してください。
Tableau Bridge は何に使いますか?

一部またはすべてのデータがオンプレミスにある場合、またはファイアウォールの背後の仮想クラ
ウドにある場合、Bridge を使用すると、安全にアクセスしてデータをTableau Cloud に接続で
きます。接続できるデータは、プライベートネットワーク上の.csv ファイルから、データウェアハウ
スに保存されたものまで、多岐にわたります。
Bridge は、データを最新の状態に保つこともできます。データの変更に応じてViz を更新する
必要がある場合、Bridge は、自動的に抽出を更新するか、オンプレミスのデータソースにライ
ブクエリを行うことにより、Tableau Cloud でデータを最新の状態に保つことができます。
Tableau Bridge のコストはいくらですか?

Tableau Bridge は、Tableau Cloud と共に使用できる、無料のサポート対象クライアントで
す。
サポートしているオペレーティングシステムは何ですか?

現在、Bridge は Windows 64 ビットマシンに対応しています。
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Tableau Cloud サイトごとにTableau Bridge をインストールする必要がありますか?

はい。Tableau Bridge が接続できるTableau Cloud サイトは、一度に1 つのみです。
Tableau Cloud から直接データに接続できる場合でも、Bridge を使用できますか?

Tableau Cloud がデータに直接アクセスできる場合、Bridge を使用する必要はありません。
Bridge はプロキシとして機能し、スループットによっては、データソースへの直接接続よりも
Bridge のほうが遅くなる可能性があります。
Bridge のインストール方法は?

「製品ダウンロードおよびリリースノート」ページからインストーラーをダウンロードし、「Bridge のイ
ンストール」の手順に従ってください。
「推奨されるソフトウェアとハードウェア」を参照してください。

セキュリティ
Bridge はどのようにデータを安全に保ちますか?

Bridge とTableau Cloud の間のトラフィックは、すべてTLS を使用して保護されています。
Bridge はアウトバウンドの接続しか行いません。すべての通信は、ポート80 と443 を使用して
ファイアウォールの背後から開始されます。Tableau Bridge がやりとりする伝送中のデータは暗
号化されています。Bridge は、コンテンツで使用される接続の種類に応じて、次のプロトコルを
使用します。
l

ライブ接続とOnline スケジュールを使用した抽出更新の場合は、セキュアWebSockets

l

(wss://)。
Bridge (レガシー) スケジュールを使用した抽出更新の場合は、HTTP セキュア(https://)。

データがTableau Cloud だけに転送されることを確実にするために、ドメインに基づくフィルタリン
グをBridge クライアントからのアウトバウンド接続 (フォワードプロキシフィルタリング) に実装でき
ます。
「ブリッジセキュリティ」を参照してください。
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データを保護する方法は他にもありますか?

ホワイトリストを使用すると、データにアクセスできるサイトを特定できます。リストにないサイトか
らはアクセスできません。Amazon Athena、Redshift、Azure SQL Database、Google Cloud
SQL などのように、常に「クラウドネイティブ」なデータソースもあります。これらのデータソース
では、本来のコネクタを使用していると、Tableau Cloud はデフォルトでIP ホワイトリストを介し
て直接接続しようとします。
データがプライベートサブネットにあり、インターネットから分離されていれば (つまり、IP ホワイト
リストを選択することがなければ)、Tableau Bridge を「クラウドネイティブ」なデータソースと連
携するように設定することができます。
どのような権限が必要ですか?
l

Tableau Bridge クライアントへのログインに使用するTableau Cloud アカウントへのアクセ

l

ス権と、データに関連付けられたサイトへのアクセス権が必要です。
Bridge クライアントをプール (デフォルトプールまたは名前付きプール) に割り当てるには、

l

サイト管理者の Creator ロールまたはサイト管理者の Explorer ロールが必要です。
抽出更新を実行するには、以下が必要です。
l オンラインスケジュ
ールの場合、ユーザーは Creator または Explorer (公開可能) が
l

必要です。Bridge クライアントは、サイト管理者が正しく設定する必要があります。
レガシー スケジュールの場合、特定の Bridge クライアントにスケジュールを割り当て
る必要があるため、ユーザーはその Bridge クライアントの所有者であるか (お客様
が Creator または Explorer (公開可能) の権限しか持っていない場合) 、サイト管

l

理者である必要があります。
仮想接続をパブリッシュし、Bridge でデータを更新するには、Creator ロールまたは
Explorer (公開可能) ロールと、Data Management ライセンスが必要です。

l

Bridge を実行するWindows アカウントは、接続するすべてのデータソースへのアクセス権

l

を持っている必要があります。
クライアントをサービスモードで実行するには、Windows ユーザー アカウントがローカル管
理者グループのメンバーである必要があります。ユーザーがローカル管理者でない場合、
Bridge クライアントをアプリケーションモードで実行できますが、Windows マシンにログイン
したままにする必要があります。

708

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
データにアクセスする際に使用される認証情報は何ですか?

レガシースケジュールでの抽出の場合、アクセス権の情報をBridge クライアントに埋め込む必
要があります。Bridge クライアントの所有者は、Windows マシンにログインし、認証資格情報
を手動で入力する必要があります。このプロセスにより、データベースの認証資格情報が
Windows 資格情報マネージャーを使用してコンピューターに格納されることになります。
オンラインスケジュールの場合、認証資格情報は Tableau Cloud のパブリッシュされたデータ
ソースの埋め込むことができます。
Windows 認証を介してアクセスされるデータソースの場合、埋め込む認証資格情報はありま
せんが、Bridge を実行するWindows アカウントにはソースのデータベースへのアクセス権が必
要です。
Tableau Bridge では、OAuth を使用するプライベートデータに接続する場合と、プライベート
データに結合する際にOAuth を使用するパブリックデータに接続する場合に、OAuth がサポー
トされます。Oauth は、保存された認証資格情報と、管理されたキーチェーンコネクタの両方
をサポートしています。機能の種類は、使用するコネクタによって異なります。Bridge は、
OAuth 認証を使用したデータソースのライブ更新と抽出更新の両方をサポートしています。
Tableau Bridge は、Kerberos 認証を使用した接続はサポートしていません。
多要素認証の要件は何ですか?

Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、Bridge クライアントは Bridge
バージョン2021.1 以降を実行している必要があります。Bridge クライアントを無人で実行でき
るようにするには、サイトで[接続されたクライアント] オプションを有効にする必要があります。有
効にすると、Tableau 認証で多要素認証がサポートされます。サイトで[接続されたクライアン
ト] が無効になっている場合、Bridge では、Tableau のユーザー名とパスワードの認証のみがサ
ポートされます。
「接続されたクライアントからサイトへのアクセス」を参照してください。

Tableau Software

709

Tableau Cloud ヘルプ

接続
Bridge がサポートするコネクタと接続の種類は何ですか?

Bridge はライブデータと抽出データをサポートし、データを最新の状態に保ちます。
次のデータソースは、ライブクエリをサポートしていません。
l
l
l
l

Cubes
データソース(Web データコネクタなど) のみを抽出します。
ファイル ベースのデータソース(Excel、.csv など)
ワークブックに直接埋め込まれたデータソース

「Bridge を使用した接続」を参照してください。
Bridge を継続的に実行するように設定できますか?

Bridge は、アプリケーションモードとサービスモードの2 つの異なるモードで実行できます。デ
フォルトでは、クライアントはアプリケーションとして実行されます。つまり、スケジュールされた更
新を完了するには、Windows ユーザーはクライアントを実行しているコンピューターにログオン
している必要があります。サインイン後、システムトレイからBridge クライアントが開きます。ク
ライアントがサービスモードで実行するように設定されている場合、クライアントを実行している
コンピューターにログオンしている必要はありませんが、コンピューターがオンになっている必要が
あります。
「アプリケーションモードとサービスモード」を参照してください。
ワークブックに埋め込まれたデータソースに接続できますか?

Bridge はパブリッシュされたデータソースに対してのみ使用でき、ワークブックに埋め込まれた
データソースに対しては使用できません。埋め込みデータソースをダウンロードしてもう一度パ
ブリッシュし、パブリッシュされたデータソースとして使用すると接続することができます。
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負 荷 分 散 とプーリング
Bridge でデータ更新の負荷を分散するにはどうすればよいですか?

プールを構成すると、使用可能な Bridge クライアント間でデータ更新タスクを分散できます。
プールはドメインにマッピングされるため、プライベートネットワーク内の保護されたドメインにアク
セスを制限することで、特定のデータを最新の状態に保つためのプールとして専用化し、セキュ
リティを維持することができます。
「Bridge クライアントのプールの構成」を参照してください。

スケーリングとデプロイ
Bridge でスケーリングするにはどうすればよいですか?

まずはじめに、少なくとも2 つのTableau Bridge クライアントを最初に構成して、冗長化するこ
とをお勧めします。多くのBridge 展開では、データを最新に保つ要件を満たすために、複数の
Bridge クライアントが必要になります。
Bridge は、最大 10 件の抽出更新を同時にサポートできます。利用可能な時間枠の中で、
必要な抽出の数を決定します。通常、行う必要のある抽出が、いくつかの時間帯に集中する
ことよくがあります。その時間枠の中で、必要な抽出更新をすべて完了するには、十分な数の
Bridge クライアントが必要です。例えば、実行するのに7 時間かかる抽出更新があり、4 時間
の時間枠で実行する場合、使用するBridge クライアントの妥当な数は 2 つになります。
Bridge は、クライアントごとに16 件のライブクエリをサポートします。同時ユーザー数を決定しま
す。サイト管理者は、Tableau Cloud の組み込みの管理ビューを使用すると、データソースへ
のライブ接続によるトラフィックを監視できます。これにより、ライブ接続を使用する特定のデータ
ソースがどれくらいの頻度でアクセスされるのか、概要を把握できます。
パイロットとロールアウトの一環として、時間の経過とともに使用状況を監視する必要がありま
す。
「Bridge 展開の計画」を参照してください。

Tableau Software

711

Tableau Cloud ヘルプ

モニタリング
Bridge を監視するにはどうすればよいですか?

「ブリッジ接続されたデータソースへのトラフィック」の管理ビューを使用して、データソースの使
用状況をライブ接続で確認できます。このビューで、最もよく使用されているデータソースやあ
まり使用されていないデータソースを特定できます。
[Bridge の抽出] 管理ビューでは、過去 30 日分のTableau Bridge による抽出の更新アクティ
ビティを取り込みます。Bridge クライアントで正常に開始されたジョブのみが、Bridge Extract
管理ビューに記録されます。

Bridge のインストール
Tableau Bridge は、Tableau Cloud と組み合わせてインストールして使用できるソフトウェアで
す。常に最新バージョンのBridge をインストールして、最新のセキュリティ更新と機能更新を
利用できるようにしてください。

ブリッジをインストールする前 に
Bridge クライアントをインストールする前に、Bridge を問題なく使用し始めることができるよう
に、最小要件と一般情報を確認してください。
システムの推奨事項

Bridge は Windows オペレーティングシステムで使用可能です。仮想マシンにクライアントをイ
ンストールすることもできます。サポートされるWindows のバージョンやその他の推奨事項につ
いては、推奨されるソフトウェアとハードウェアを参照してください。
ライセンス要件

Bridge の使用にプロダクトキーは必要ありません。Bridge の使用はエンドユーザーライセンス
契約 (EULA) の対象となります。Bridge のユーザーは Tableau Cloud の認証ユーザーである
必要があります。
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ネットワークアクセス

Bridge はプライベートネットワークデータをTableau Cloud に接続するため、インターネット経由
でアウトバウンド接続を行う機能が必要です。Bridge にはインバウンド接続を行う機能は必
要ありません。つまり、通常、ネットワーク管理者がファイアウォールやネットワークの変更が機能
するようにする必要はありません。
必要なポート

Tableau Bridge は、Tableau Cloud へのアウトバウンドのインターネットリクエストにポート443 を
使用し、証明書の検証にはポート80 を使用します。
Tableau で MFA を使用

Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、Bridge クライアントは、
Tableau Bridge バージョン2021.1 以降を実行している必要があります。Tableau でMFA を使
用する方法については、「多要素認証とTableau Cloud について」を参照してください。
データベースドライバー

Bridge は異なるデータベースに接続するTableau コネクタを使用し、データの鮮度を維持しま
す。これらのコネクタの一部では、データベースと通信するためのドライバーが必要です。
既定では、以下のドライバーがクライアントにインストールされています。
l
l
l

Oracle (OCI)
Microsoft SQL Server
PostgreSQL

クライアントがサポートする他のコネクタのドライバーを取得するには、Tableau Web サイトの「ド
ライバーのダウンロード」ページを参照してください。Windows オペレーティングシステムのリストを
フィルターし、Tableau Desktop の最新バージョンに記載されている手順を使用してください。

Bridge のインストール
以下のステップに従い、Bridge クライアントをインストールします。クライアントのインストールまた
は使用にTableau プロダクトキーは必要ありません。
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1. Tableau Web サイトの「製品ダウンロードおよびリリースノート」ページからインストーラー
をダウンロードします。ページに記載されている最新バージョンをダウンロードして、最新
のセキュリティ更新と機能更新を利用できるようにすることをお勧めします。
2. インストーラーを実行します。Windows の共有サービスアカウントを使用して、クライア
ントをインストールすることができます。
3. プロンプトが表示されたら、ライセンス契約に同意してから続行します。
4. (オプション) [カスタマイズ] をクリックし、インストールをカスタマイズします。次のいずれか
のオプションを変更することができます。
l
l

l

l

インストールの場所: 異なる場所を指定してクライアントをインストールできます。
デスクトップショートカットの作成: Bridge のデスクトップショートカットを自動的に作
成しない場合は、このチェックボックスをオフにします。
[スタート] メニュー ショートカットの作成: Bridge のショートカットを[スタート] メ
ニューに自動的に追加しない場合は、このチェックボックスをオフにします。
エラー レポート作成の有効化: Bridge に問題が発生し、予期せず終了する場
合、クラッシュダンプファイルとログが生成され、Tableau に送信されます。このオプ
ションをオフにするには、インストール時にこのチェックボックスをオフにします。このオプ
ションは、インストール後にクライアントでオフにする(または再度オンにする) ことがで
きます。詳細については、エラーレポートを参照してください。

l

データベースドライバーのインストール: 既定のデータベースドライバーを自動でイ
ンストールしない場合は、チェックボックスをオフにします。

5. クライアントのインストールを開始するには、[インストール] をクリックします。
クライアントのインストール後、デスクトップのBridge ショートカットをダブルクリックするか、
Tableau Desktop (Bridge と同一のマシンにインストールされている場合) からクライアントを起
動できます。
My Tableau Bridge Repository について

Bridge のインストールでは、My Tableau Bridge Repository というフォルダーがクライアント
がインストールされているマシンに作成されます。このリポジトリフォルダーには、Logs や
Configuration など、Bridge が適切に動作するために必要な重要なサブフォルダーが含まれ
ています。
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リポジトリフォルダーは、ドキュメントフォルダーの下に、\Users\<user>\Documents\My Tableau
Bridge Repository のように作成されます。
重要: Bridge でリポジトリとして使用されるフォルダーは変更しないことを強くお勧めします。

Bridge のアップグレード
最新バージョンのBridge との同期を維持すると、Bridge クライアントの各最新バージョンに含ま
れる最新機能および修正を活用できます。
クライアントをアップグレードするには、以下の手順に従います。
重要:
l

Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、Bridge クライアントは、
Tableau Bridge バージョン2021.1 以降を実行している必要があります。Tableau で
MFA を使用する方法については、「多要素認証とTableau Cloud について」を参照し
てください。

l

最新リリースについては、「既存のBridge 展開」を参照してください。

1. クライアントがインストールされているマシンにログオンします。
2. サービスモードでクライアントを実行している場合は、クライアントの左下隅で、[モード]
の横にある[アプリケーション] を選択します。[アプリケーション] モードに変更すると、アップ
グレード前にTableau Bridge サービスが完全に停止します。
3. [設定] > [終了] を選択します。
4. Bridge のインストールセクションに記載されている手順に従って、クライアントをインストー
ルし、アップグレードを完了します。
インストールが完了すると、クライアントは通常どおり起動します。アップグレードの前にクライア
ントをサービスモードで実行していた場合は、サービスモードに戻します。
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エラー レポート
エラーレポートをTableau に自動的に送信することにより、Bridge の向上をサポートできま
す。エラーレポートには、Bridge クライアントが予想外に終了 (クラッシュ) したときにTableau
に送信されるクラッシュダンプファイルが含まれます。これらのファイルは、Tableau によって、ク
ライアントの予想外の終了を識別および解決するために使用されます。
重要: データがプライバシー規制の対象となる場合はこのオプションをオフにしてください。
エラー レポートに含まれる内容

暗号化されたパッケージはクラッシュ/コアダンプファイルおよびクラッシュに関連するマニフェスト
ファイルで構成されます。
ファイルには、次のようなデータが含まれる場合があります:
l

マシン固有の情報。ハードウェア、オペレーティングシステム、ドメインなど。

l

クラッシュ発生時のメモリコンテンツのスナップショット。抽出が更新されたデータソース、
ライブクエリを含むデータソースなど。

l

エラーを修正するために使用される顧客識別情報など、クラッシュ発生時にBridge が
処理していた情報。たとえば、誰がどのサイトでBridge を使用しているか、ユーザーが
サインインしているクライアントの名前など。

Tableau による機密情報の取り扱いの詳細については、Tableau Web サイトのTableau プラ
イバシーポリシーを参照してください。
自動エラー レポートの構成

Bridge では、エラーレポートは、クライアントのインストールプロセス中、またはインストール後
に直接クライアントで自動的に送信するよう構成できます。
クライアントインストール中に自動エラー レポートオプションを有効化する

インストールの際、クライアントからエラーレポートを自動的に送信するオプションが既定で選
択されています。ですが、その選択は削除できます。
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クライアントで自動エラー レポートオプションを無効化する

インストールプロセスの際に既定の設定を使用することにし、あとでエラーレポートの自動送信
を許可しないことにした場合には、クライアントメニューからオプションを変更可能です。

コマンドラインからの Bridge のインストール
マシンのローカル管理者は、コマンドラインからBridge クライアントをインストールできます。
一般的なコマンドライン構文

コマンドラインからBridge インストーラーを実行するための構文は、次のとおりです。
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tableauBridge<installer_name>.exe /option1 /option2
PROPERTY1 PROPERTY2
構文に関するいくつかの注記:
l

tableau<installer_name>.exe ファイルは、インストールしようとしている製品およ

l

びバージョン用のクライアントインストーラーです。
このオプションによりインストール プロセスの実行方法を指定します。たとえば、インストール

l

中に出力を表示するか、またログファイルを作成するかなどです。
プロパティ設定は、インストール プロセス中にインストーラーが行う構成設定を指定します。

インストーラー コマンド例

次の例は、いくつかのオプションとプロパティ設定を使用したインストーラーコマンドを示していま
す。
tableauBridge-64bit-2018-2-0.exe /quiet /passive
ACCEPTEULA=1 DATABASEDRIVERS=1
.exe ファイルが格納されているディレクトリからコマンドを実行するか、マシンのexe ファイルへの
完全パスを指定する必要があります。ネットワーク上の共有ディレクトリからインストーラーを実
行しないでください。代わりに、クライアントをインストールする必要があるマシンのディレクトリに
exe ファイルをダウンロードします。
インストーラー オプションとプロパティ

インストーラーでは、コマンドラインに1 つ以上のオプションを指定することができます。
インストーラー オプション

オプションに関するいくつかの注記:
l
l

各オプションには、プレフィックスとしてスラッシュ(/) が追加されます。
オプションは、プロパティの前に置く必要があります。

オプション

説明

quiet

メッセージ (ステータスやインストールの進捗状況) の表示や、ユーザー
の介入なしにインストーラーを実行します。インストールの完了後にクラ

718

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
イアントを起動しません。

passive

インストーラーを実行し、ダイアログボックスとインストールのステータスを
表示します。ユーザーに対して入力を要求しません。クライアントは、イ
ンストール完了後に起動します。

norestart

再起動の試みを抑制します。既定では、インストーラーを静音モードで
実行している場合を除き、再起動前にインストーラーによってプロンプト
が表示されます。

log

指定したパスおよびファイルにインストール情報を記録します。パスとファ

"logfile.txt"

イル名を指定してください (例:/log

"c:\logs\logfile.txt")。既定のログファイルはシステム
%TEMP% ディレクトリです。
repair

インストーラーを実行し、Bridge の既存のインストールを修復します。

h

ヘルプ- インストーラーのオプションとプロパティをリストします。

インストーラーのプロパティ

インストーラーでは、コマンドラインに1 つ以上のプロパティを含めることもできます。
プロパティに関するいくつかの注記:
l

これらすべてのプロパティは、クライアントの初回インストールに使用できます。初回インス

l

トール後は、設定の更新に使用できません。
プロパティ名では、大文字と小文字が区別されます。

l
l
l

等号 (=) のいずれの側にもスペースはありません。
各プロパティセットは、スペースで区切られます。
オプションの後にプロパティを続ける必要があります。

プロパティ

説明

値

ACCEPTEULA

エンドユーザー使用許諾契

1 = 承認する

約書 (EULA) に同意しま

0 = 承認しない (既定)

す。このオプションを 1 に設
定しない場合、Bridge を静
音モードでインストールでき
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ません。

CRASHDUMP

このオプションを"1" に設定

1 = はい (既定)

すると、クライアントがクラッ

0 = いいえ

シュするときにエラー レポー
トをTableau に自動的に送
信し、Bridge の向上に役立
てることができます。詳細に
ついては、エラーレポートを
参照してください。

DATABASEDRIVERS

Tableau Bridge から、ユー

1 = はい (既定)

ザーが接続する可能性があ

0 = いいえ

るデータベースのドライバー
の既定セットをインストール
します。詳細については、

データベースドライバーを
参照してください。
他のデータベースドライ
バーをダウンロードするに
は、Tableau Web サイトの
ドライバーのダウンロード
ページを参照してください。
組織内のソフトウェア展開
に使用している資産管理
ツールを使用して、他のド
ライバーを配布する必要が
あります。
DESKTOPSHORTCUT

DRIVERDIR

デスクトップショートカットを

1 = はい (既定)

作成します。

0 = いいえ

データベースドライバーのイ

D:\Drivers などのパス。

ンストール ディレクトリ(既定
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以外) を指定します。このオ
プションによってディレクトリ
と、HKEY_LOCAL_
MACHINE\ レジストリにエン
トリを作成します。ドライ
バーの既定の場所は、
C:\Program
Files\Tableau\Drivers で
す。

DRIVER_MSSQL

Tableau Bridge のインス

1 = インストールする(既定)

トール時にMicrosoft SQL

0 = インストールしない

Server ドライバーのインス
トールを自動的に無効化
します。
DRIVER_POSTGRES

Tableau Bridge のインス

1 = インストールする(既定)

トール時にPostgreSQL ド

0 = インストールしない

ライバーのインストールを自
動的に無効化します。
DRIVER_REDSHIFT

Tableau Bridge のインス

1 = インストールする(既定)

トール時にAmazon

0 = インストールしない

Redshift ドライバーのイン
ストールを自動的に無効
化します。
INSTALLDIR

既定以外のインストール

D:\Software\Tableau

ディレクトリを指定します。

Bridge などのパス。

インストール場所にカスタム
ディレクトリを指定し、同じ
場所にその後のリリースをイ
ンストールする予定がある
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場合は、インストール先に
バージョン固有のサブフォル
ダーを指定する必要があり
ます。指定しない場合は、
まず以前のバージョンをア
ンインストールする必要が
あります。
同じサブディレクトリでの複
数のバージョンのサイドバイ
サイドインストールはサポー
トされていません。
SKIPAPPLICATIONLAUNCH

[1] に設定して、インストール

1 = はい

プロセスの完了時に新しい

0 = いいえ(既定)

アプリケーションが自動的に
開かないようにします。この
オプションは手動に適用され
ます。このオプションを使用
してもTableau Bridge は自
動的に開かないため、静的
インストールには適用されま
せん。

STARTMENUSHORTCUT

Windows スタートメニュー

1 = はい (既定)

にTableau Bridge エントリ

0 = いいえ

を作成します。

Bridge のアンインストール
Bridge クライアントの新しいバージョンをインストールするときに、以前のバージョンをアンインス
トールする必要はありませんが、その後マシンで不要になった場合は Bridge 2018.2 以降をア
ンインストールできます。
クライアントのアンインストールは、主にWindows コントロールパネルから行います。
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または、以下の手順に従ってBridge をコマンドラインからアンインストールできます。
1. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
2. .exe がインストールされた場所で、以下のコマンドを実行します。
tableau<installer_name>.exe /uninstall /quiet

Bridge 更新スケジュールの設定
このトピックでは、プライベートネットワークデータに接続するデータソースの更新スケジュールを
Tableau データソース所有者が設定および更新する方法について説明します。プライベート
ネットワークデータに接続するデータソースの更新スケジュールは、Tableau Bridge に依存して
います。このトピックで説明するタスクは、Bridge が設定されていて、サイト管理者によって
Bridge が管理されていることを前提としています。例外についても言及しています。
このトピックでは、仮想接続の更新スケジュールの設定については説明しません。仮想接続の
詳細については、仮想接続の抽出更新のスケジュールを設定するを参照してください。
注:
l

Bridge を使用すると、パブリッシュされたデータソース、つまりワークブックとは別にパブリッ
シュされたデータソースのみのデータを最新の状態に保つことができます。Bridge は、ワーク
ブックに埋め込まれたデータソースのデータを最新の状態に保つことはできません。

l

クラウドベースのプライベートデータソースの更新スケジュールを設定するには、プライベート

クラウドデータにBridge を使用するを参照してください。

Online スケジュールとBridge (レガシー) スケジュール
抽出接続用に設定されたデータソースの場合、Bridge は更新スケジュールを使用して、デー
タを最新の状態に保ちます。
Bridge で設定して使用できる更新スケジュールには、次の2 種類があります。
l
l

Online 更新スケジュール
Bridge (レガシー)

注: Bridge (レガシー) スケジュールは、仮想接続の更新をサポートしていません。

Tableau Software

723

Tableau Cloud ヘルプ
使用するスケジュールは、元のスケジュールが作成されたバージョンや、データソースが接続す
る参照元データの種類などの要因によって異なります。Online スケジュールでは、クライアント
管理タスクをサイト管理者に任せるように設計されており、Tableau Cloud ですべてのデータ
ソース管理タスクを直接実行できます。
バージョン

Bridge 2021.4.3 以降では、ファイルベースのデータソースの抽出更新でOnline スケジュール
を使用できます。ファイルベースのデータソースに対するOnline スケジュールでは、サイト管理
者は、Bridge 2021.4.3 (または以降のバージョン) のクライアントを少なくとも1 つ設定し、クラ
イアントプールに追加する必要があります。
デフォルトでは、Bridge 2021.4.3 より前に作成されたファイルベースのデータソースに対するス
ケジュールは、Bridge (レガシー) スケジュールを使用します。Bridge (レガシー) スケジュール
は、Online スケジュールに変換できます。
スケジュールの比較

次の表は、プライベートネットワークデータを最新に保つためのOnline スケジュールとBridge
(レガシー) スケジュールの主な違いを示しています。

サポートされてい

Online スケジュール

Bridge (レガシー) スケジュール

リレーショナルデータ

リレーショナルデータ

ファイルデータ

ファイルデータ

るデータ型

プライベートクラウド
データ
コンテンツ管理

[データソース] ページ

[データソース] ページ + 指定したクライアント

仮想接続のページ
スケジューリング

REST API
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15 分と30 分の増分の頻度でデータソースを

ジュールと統合

更新するように構成できます

[今すぐ抽出更新を実

サポートされていない
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行] オプション
[今すぐデータソースを
更新] オプション

スケジュールの管 理
スケジューリングタスクはまったく同じですが、プライベートネットワークデータに接続するデータ
ソースのOnline スケジュールを設定するための主要なエントリポイントは 2 つあります。最初の
エントリポイントは、Tableau Desktop からのデータソースのパブリッシュプロセス中に設定されま
す。2 番目のエントリポイントは、データソースのパブリッシュプロセス後の任意の時点で設定さ
れます。
注: Bridge を使用するOnline スケジュールと、Bridge を使用しないOnline スケジュールがサ
ポートしているオプションのスケジュール設定頻度は同じです。
スケジュールの設定

ほとんどの場合、Tableau Desktop からデータソースをパブリッシュするときにスケジュールを設定
します。
1. Tableau Desktop でデータソースを作成します。
2. [サーバー] > [データソースのパブリッシュ] を選択して、パブリッシュプロセスを開始しま
す。Tableau Cloud にまだサインインしていない場合は、サインインを求めるメッセージが
表示されます。
3. [Tableau Cloud へのデータソースのパブリッシュ] ダイアログボックスで、データソースのさま
ざまなオプションを構成してから、[パブリッシュ] ボタンをクリックします。これにより、ブラウ
ザーウィンドウがTableau Cloud に開きます。
注: データソースが接続されているデータやデータソースの構成方法に応じて、ダイアロ
グは既定で抽出をパブリッシュする状態になるか、抽出をパブリッシュするオプションを提
供します。オプションが表示された場合は、抽出をパブリッシュするオプションを選択しま
す。
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4. [パブリッシュの完了] ダイアログボックスで、[抽出更新のスケジュール] ボタンをクリックし
ます。

5. [抽出更新の作成] ダイアログボックスで、更新のスケジュールを構成します。スケジュー
ルの構成方法の詳細については、「Tableau Cloud での更新のスケジュール」を参照し
てください。
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6. [作成] ボタンをクリックします。
スケジュールの追加または既存のスケジュールの変更

何らかの理由でデータソースのパブリッシュプロセス中に更新をスケジュールできない場合、後
でいつでも新しいスケジュールを追加したり、スケジュールを変更したりできます。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、[抽出更新] タブをクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。
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a. 新しいスケジュールを設定するには、[新しい抽出更新] ボタンをクリックして、更
新のスケジュールを構成します。
b. 既存のスケジュールを変更するには、スケジュールの横のチェックボックスにチェッ
クマークを付け、[アクション] メニューをクリックしてから、[頻度の変更] を選択して
更新スケジュールを構成し直します。
4. [作成] ボタンをクリックします。

オプション: Bridge (レガシー) スケジュールの管 理
オプションで、Bridge (レガシー) スケジュールを使用してデータを最新に保つことができます。
注:
l

重要: 今後のリリースでは、Bridge (レガシー) スケジュールのサポートは削除される予定
です。移行を円滑に進めるために、Online 更新スケジュールを使用することをお勧めし
ます。

l

Bridge (レガシー) スケジュールは、Bridge クライアントを介してデータベースの認証資格情
報を接続に埋め込んでいる場合にのみ正常に完了します。詳細については、Bridge (レガ

l

シー) のデータベースの認証資格情報の埋め込みまたは更新 を参照してください。
Bridge (レガシー) スケジュールを使用する場合、クライアントに表示される時刻とTableau
Cloud に表示される時刻は、クライアントを実行しているマシンのタイム ゾーンに対応しま
す。

Bridge (レガシー) スケジュールの設定

Online スケジュールのワークフローと同様に、ほとんどの場合、Tableau Desktop からデータ
ソースをパブリッシュするときに、Bridge (レガシー) スケジュールを設定します。
1. Tableau Desktop でデータソースを作成します。
2. [サーバー] > [データソースのパブリッシュ] を選択して、パブリッシュプロセスを開始します。
Tableau Cloud にまだサインインしていない場合は、サインインを求めるメッセージが表示さ
れます。
3. [Tableau Cloud へのデータソースのパブリッシュ] ダイアログボックスで、データソースのさ
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まざまなオプションを構成してから、[パブリッシュ] ボタンをクリックします。これにより、ブラウ
ザーウィンドウがTableau Cloud に開きます。
4. [パブリッシュの完了] ダイアログボックスで、[抽出更新のスケジュール] ボタンをクリックしま
す。[抽出更新の作成] ダイアログボックスが表示されます。ここでBridge (レガシー) スケ
ジュールを構成できます。
5. [抽出更新の作成] ダイアログボックスで、手順に従ってスケジュールを構成します。

注:
l

選択した日の特定の時間内に更新: [時間] を選択して、その日の時間範囲を
[開始] と[終了] のドロップダウンリストで指定してから、曜日を選択します。
サーバー上のパフォーマンスを最適化するため、更新タスクは指定した日時の最
大 5 分間の範囲に分散されます。たとえば、時間単位のスケジュールを設定す
る場合、1:00 AM に実行するよう設定すると、1:00 と1:05 AM の間の任意の時
間に実行される可能性があります。

l

完全更新または増分更新: 利用可能な場合は、完全更新または増分更新を
指定します。既定では、Tableau Cloud によって完全更新が実行されます。増
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分更新は、パブリッシュする前にTableau Desktop で増分更新用にデータソー
スを構成した場合にのみ使用できます。詳細については、Tableau ヘルプの「抽
出の更新」を参照してください。
6. [作成] ボタンをクリックします。
新しい Bridge (レガシー) スケジュールの追加または既存の Bridge (レガシー) スケジュールの更
新

データソースのパブリッシュプロセス中に更新をスケジュールできない場合、後でいつでも新し
いBridge (レガシー) スケジュールを追加したり、Bridge (レガシー) スケジュールを更新したりで
きます。新規 (移行されていないサイトの場合)
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、[抽出更新] タブをクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。
a. 新しいBridge (レガシー) スケジュールを設定するには、データソースのアクション
メニューで[Bridge (レガシー) でスケジュール設定] を選択し、スケジュールを構
成して[更新スケジュール] ボタンをクリックします。

b. 既存のBridge (レガシー) スケジュールを更新するには、スケジュールの横のチェッ

730

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
クボックスにチェックマークを付け、データソースのアクションメニューをクリックしてか
ら、[スケジュールの変更] を選択します。このワークフローでは、更新を実行するク
ライアントを変更することはできません。更新を実行するクライアントを変更する必
要がある場合は、Bridge (レガシー) スケジュールを実行するクライアントの変更を
参照してください。完了したら、[スケジュールの変更] ボタンをクリックします。
その他の Bridge (レガシー) スケジュール管理タスク
クライアントからの新しいスケジュールの追加または既存のスケジュールの更新

ユーザー(サイト管理者ではない) が"名前付き" クライアントを管理している場合は、Bridge ク
ライアントから新しいBridge (レガシー) スケジュールを直接追加したり、既存のBridge (レガ
シー) スケジュールを直接更新したりできます。
1. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. データソースにカーソルを合わせて、[スケジュール] アイコンをクリックします。これにより、
Tableau Cloud のデータソースページにブラウザーウィンドウが開きます。
3. 上記の新しいBridge (レガシー) スケジュールの追加または既存のBridge (レガシー) ス
ケジュールの更新セクションの手順 2 ～3 を繰り返し、スケジュールを設定します。
新しい PC (クライアント) を追加してスケジュールされた更新を実行

スケジュールプロセスの一環として、スケジューリングダイアログでマシンを指定する必要がありま
す。指定するマシンは、更新を実行するBridge クライアントです。
Bridge (レガシー) スケジュールには、サインインしたクライアントが表示されます。

選択するクライアントがドロップダウンリストから使用できない場合は、次のいずれかの理由が
考えられます。
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l

クライアントにサインインしていません。
クライアントが正しく登録されていないか、サイトに接続されていません。クライアントに移動

l

して開き、緑色、つまり「接続済み」のステータスになっていることを確認します。
サイト管理者は、組織内のすべてのクライアントを管理します。Bridge (レガシー) スケ

l

ジュールを使用する場合、データソースの所有者とクライアントにサインインするユーザーは
同じである必要があります。サイト管理者がクライアントにサインインしている場合、更新を
スケジュールするには、データソースの所有権をサイト管理者自身に再割り当てする必要
があります。
進行中の更新のキャンセル

場合によっては、更新を進行中にキャンセルする必要があります。Bridge (レガシー) スケ
ジュールを使用するデータソースの更新のみをキャンセルできます。
1. Windows システム トレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. [更新のキャンセル] ボタンをクリックします。この操作で実行中の更新はキャンセルされ
ます。

注: クライアントで実行可能な Bridge (レガシー) 更新は、一度に1 つです。2 つ以上の
Bridge (レガシー) 更新を同時に実行する必要がある場合は、別のマシンで追加クライアント
を設定して抽出更新を実行することについてサイト管理者と相談してください。
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Bridge (レガシー) スケジュールを実行するクライアントの変更

Bridge (レガシー) スケジュールを使用していて、更新を実行する場所またはマシンを変更する
場合は、新しい更新スケジュールを設定する必要があります。サインインしたクライアントのみを
使用して、更新をスケジュールできます。
新しいBridge (レガシー) スケジュールを設定する場合は、Bridge (レガシー) スケジュールの設
定を参照してください。新しい更新スケジュールの設定が完了したら、新しいスケジュールと同
じ以前のスケジュールを削除してください。
重要: 参照元データにアクセスするために、データベースの認証資格情報がデータソースに必
要な場合は、クライアントに戻り、接続情報を編集してデータベースの認証資格情報を埋め
込む必要もあります。データソースが参照元データにアクセスできるかどうかを確認するために、
クライアントで[テスト接続] オプションを使用できます。
サイトからクライアントを削除

Bridge (レガシー) スケジュールを実行するクライアントを変更した後、データの鮮度に関する他
のタスクで使用されなくなったクライアントをサイトから恒久的に削除することを検討してくださ
い。
1. Tableau Cloud にサインインします。
2. ブラウザーの右上で、プロファイル画像またはイニシャルをクリックし、[アカウント設定] を
選択します。
3. [接続されたクライアント] で、サイトから削除するクライアントの横にある [削除] をクリックし
ます。

以 前 または将 来 の更 新 の確 認
前回の更新がいつ行われたか、または次回の更新がいつ発生するのかを確認できます。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、[抽出更新] タブをクリックします。
3. スケジュールの横にある[前回更新] 列と[次回更新] 列を確認します。
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Bridge (レガシー) スケジュールからOnline 更 新 スケジュールへの移 行
既定では、Bridge 2021.4.3 より前に作成されたファイルベースのデータソースの更新スケ
ジュールには、Bridge (レガシー) スケジュールを使用します。Bridge (レガシー) スケジュールを
Online スケジュールに移行して、データを最新の状態に保つことができます。Online スケジュー
ルは、サイト管理者が管理するBridge クライアントで実行され、使用可能なクライアントの
プールを利用して更新を行います。
Bridge (レガシー) スケジュールをOnline スケジュールに移行すると、以前のスケジュールは削
除され、復元できません。スケジュールを移行した後に変更する場合は、上記のBridge (レガ
シー) スケジュールの設定セクションで説明したBridge (レガシー) スケジュールのワークフローを
使用して、以前 のスケジュールを作成する必要があります。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、[抽出更新] タブをクリックします。
3. [新しい抽出更新] ボタンをクリックします。
4. スケジュールを構成し、[作成] ボタンをクリックします。元のBridge (レガシー) スケジュー
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ルは削除されます。

注: ファイルベースのデータソースのOnline スケジュールには、Bridge 2021.4 クライアントが必要
です。スケジュールされた更新の時点でクライアントが設定されていないか、または使用できな
い場合、更新は失敗します。

更 新 スケジュールの削 除
1. Tableau Cloud にサインインし、更新スケジュールを削除するデータソースに移動しま
す。
2. [データソース] ページで、[抽出の更新] タブをクリックします。
3. 削除するスケジュールの横にあるチェックボックスを選択し、[アクション] > [削除] を選択
します。
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プライベートクラウドデータにBridge を使用する
このトピックでは、プライベートネットワークからのみアクセスできるAmazon Redshift や
Snowflake などのクラウドデータに接続するデータソースをデータソース所有者がパブリッシュ
する方法について説明します。
プライベートクラウドデータに接続するデータソースは、データを最新に保つために、Tableau
Bridge に依存しています。ほとんどの場合、Tableau Cloud は、ブリッシュプロセスの一部とし
てBridge が必要であることを自動的に検出します。ただし、場合によっては、Bridge を使用
するために、接続を手動で構成する必要があります。
このトピックで説明するタスクは、Bridge が既に設定されており、サイト管理者によって管理さ
れていることを前提としています。
注:
l

Bridge を使用すると、パブリッシュされたデータソース、つまりワークブックとは別にパブリッ
シュされたデータソースのみのデータを最新の状態に保つことができます。Bridge は、ワー
クブックに埋め込まれたデータソースのデータを最新の状態に保つことはできません。

l

クラウドデータに接続する仮想接続 をパブリッシュする場合、Bridge を使用するための追
加ステップは必要ありません。

プライベートクラウドベースのデータソースのスケジュールを設 定 する
Bridge スケジュールを使用して、プライベートクラウドベースのデータソースを最新の状態に保
つには、次の手順を実行します。
1. Tableau ユーザーヘルプのトピック「データソースのパブリッシュ」のステップ1 ～ 7 に従い
ます。
2. Tableau Cloud にサインインしていない場合は、サインインしてデータソースに移動しま
す。
3. データソースページで、[接続] タブをクリックし、接続の横にあるチェックボックスをオンに
します。
4. 接続の横にある[アクション] ドロップダウンメニューから、[接続の編集] を選択します。
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5. [ネットワークのタイプ] の横にあるダイアログボックスで、[プライベートネットワーク] ラジオ
ボタンを選択し、[保存] をクリックします。

ネットワークタイプの切り替えについて
ネットワークタイプを変更しても、データソースの既存のスケジュールで使用されるネット
ワークタイプは変更されません。
既存のスケジュールが関連付けられているデータソースのネットワークタイプを変更する
場合は、新しいスケジュールを作成する必要があります。つまり、ネットワークタイプを変
更する前に更新スケジュールを作成した場合は、その更新スケジュールを削除してか
ら、[今すぐ実行] オプションを使用する必要があります。更新スケジュールを削除する方
法の詳細については、更新スケジュールの削除を参照してください。
次のステップに進み、Bridge に依存する新しい更新スケジュールを作成するときに、前
のOnline 更新スケジュールが自動的に削除されるように設定します。
6. 構成する必要があるスケジュールに応じて、次のいずれかのステップを実行します。
l

Online 更新スケジュール(以前の推奨スケジュール) の場合は、スケジュールの追
加または既存のスケジュールの変更の手順に従います。

l

Bridge (レガシー) スケジュールの場合は、新しいBridge (レガシー) スケジュールの
追加または既存のBridge (レガシー) スケジュールの更新の手順に従います。
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注: Tableau Cloud 更新スケジュールを以前に設定していた場合、Bridge に依存する
スケジュールを保存すると、Tableau Cloud 更新スケジュールが自動的に削除されま
す。
7. [更新のスケジュール] ボタンをクリックします。

ライブ接 続 を使 用 するプライベートクラウドベースのデータソースをパブリッ
シュする
Bridge ライブクエリを使用して、プライベートクラウドベースのデータソースを最新に保つには、
次の手順を実行します。
1. Tableau Desktop でデータソースを作成します。
2. [サーバー] > [データソースのパブリッシュ] を選択して、パブリッシュプロセスを開始します。
Tableau Cloud にまだサインインしていない場合は、サインインを求めるメッセージが表示さ
れます。
3. [Tableau Cloud へのデータソースのパブリッシュ] ダイアログボックスで、データソースのさ
まざまなオプションを構成してから、次の手順を実行します。
l
l

[認証] で、[編集] をクリックし、[埋め込みパスワード] を選択します。
データソースが接続されているデータやデータソースの構成方法に応じて、ダイアロ
グは既定でライブ接続をパブリッシュする状態になるか、ライブ接続または抽出をパ
ブリッシュするオプションを提供します。オプションが表示された場合は、[ライブ接続

を維持する] を選択します。
4. [パブリッシュ] ボタンをクリックします。クリックすると、ダイアログボックスが開きます。
5. ダイアログボックスで、[Bridge でパブリッシュ] ボタンをクリックします。これにより、ブラウ
ザーウィンドウがTableau Cloud に開きます。
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6. [パブリッシュの完了] ダイアログボックスで、[完了] をクリックします。
7. データソースページで、[接続] タブをクリックし、接続の横にあるチェックボックスをオンに
します。
8. [ネットワークのタイプ] の横にあるダイアログボックスで、[プライベートネットワーク] ラジオ
ボタンを選択し(自動的に選択されていない場合)、[保存] をクリックします。

OAuth 対 応 プライベートクラウドベースのデータソースをパブリッシュする
Tableau Bridge では、OAuth を使用するプライベートデータに接続する場合と、プライベート
データに結合する際にOAuth を使用するパブリックデータに接続する場合に、OAuth がサポー
トされます。Bridge では現在、OAuth を使用する際に次のコネクタがサポートされます:
Snowflake、Google BigQuery、Google Drive、Salesforce、OneDrive。ほとんどのデータソー
スでは、ライブ接続と抽出されたデータがサポートされています。

Tableau Software

739

Tableau Cloud ヘルプ
OAuth では、保存済み認証資格情報と管理キーチェーンのコネクタの両方がサポートされて
います。機能のタイプは、使用するコネクタによって異なります。
1. Tableau Desktop で、プライベートクラウドデータベースに格納されているデータに接続し
ます。
2. コネクタによっては、認証タイプを選択するように求められる場合があります。オプションが表
示された場合は、[OAuth を使用してサインインする] を選択します。

3. [データソース] ページが開かれるので、分析用データを準備して、ビューの構築を開始で
きます。
4. ライブ接続としてパブリッシュするか、抽出としてパブリッシュするかを選択します。
Salesforce などの一部のデータソースでは、ライブ接続はサポートされていません。
5. 抽出の場合は、[シート] タブをクリックして、抽出を作成して保存します。
6. [サーバー] > [データソースのパブリッシュ] を選択して、パブリッシュプロセスを開始します。
Tableau Cloud にまだサインインしていない場合は、サインインを求めるメッセージが表示さ
れます。
7. [認証] で、[認証タイプの選択] をクリックします。表示されるオプションは、データソースに
よって異なります。ほとんどの場合、保存済み認証資格情報が推奨されます。詳細につい
ては、「 保存した認証資格情報を使用してデータを更新する」を参照してください。
l

l

[マイアカウントの設定] に認証資格情報のデータソースを保存した場合は、[埋め

込み] < [データソース名 ] > を選択します。
抽出されたデータの場合、更新アクセスを許可するかどうかを選択します。抽出の
更新アクセスを許可すると、スケジュールを設定するように求められます。更新をス
ケジュールするには、埋め込みの認証資格情報を使用する必要があります。

8. Bridge が必要な場合、パブリッシュ操作中に接続がプライベートとして検出されます。
ネットワーク接続の状態を変更するには、[アクション」 メニューをクリックし、[接続の編
集] を選択します。

Bridge クライアントについて
このトピックでは、Bridge クライアントと、それを実行および使用するための要件について説明
します。ほとんどの場合、サイト管理者はクライアントのインストールと管理を担当します。
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クライアントの概 要
Tableau Cloud とプライベートネットワークデータの間の接続を有効にするには、クライアントが
必要です。クライアントが実行中である場合は、クライアントがインストールされているマシンの
Windows システムトレイからクライアントにアクセスできます。

クライアントの構成要素は以下のとおりです。
1. クライアント名は、クライアントがインストールされているマシンの名前でもあります。
2. 接続状態は、クライアントがTableau Cloud に接続されているかどうかを示します。
3. サイト: クライアントが登録されているTableau Cloud のサイトを指します。
4. 設定メニューには、エラー報告を無効にしたり、クライアントとサイトのリンクを解除するた
めのオプションがあります。
5. データソース: 既定ではこの領域に、サイト全体のクライアントによって負荷分散 (または
プール) されているライブクエリの一覧が表示されます。このリストには、Bridge (レガシー)
のスケジュールを使用して、この特定のクライアントに割り当てられたデータソースを含め
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ることもできます。
注: このリストには、Online スケジュールを使用して更新したデータソースまたは仮想接
続は表示されません。Online スケジュールを使用して更新したデータソースまたは仮想
接続を表示するには、[ジョブ] ページに移動し、[Bridge Refreshes (ブリッジの更新)]
のフィルターを実行します。
6. プール状態 : データソースがクライアントプールの一部であるかどうかを示します。
l ライブ: ライブ状態は、
データソースがライブ接続されていて、クライアントのプールの
一部であることを示します。注: ライブ接続を使用した仮想接続は、このリストには

l

表示されません。
空白: 空白の状態は、クライアントがプールの一部ではないことを示します。これは、
データソースにBridge (レガシー) のスケジュールが使用されているためです。

7. レガシー オプション: これらのオプションは、カーソルを合わせると表示されます。接続情
報を編集または表示したり、スケジュールに移動したり、Bridge (レガシー) スケジュール
を使用するデータソース(カーソルを合わせると表示される) の手動更新を実行したりし
ます。
8. クライアントモードは、クライアントをWindows アプリケーションまたはサービスとして実行
しているかどうかを示します。詳細については、次のセクションを参照してください。
アプリケーションモード対サービスモード

クライアントは、アプリケーションモードまたはサービスモードのいずれかで動作します。
クライアントを実行できるモードは、クライアントを実行しているWindows ユーザーアカウント、
クライアントが登録されているTableau Cloud のサイト設定、および一般的なデータの鮮度の
ニーズによって異なります。
l

アプリケーション: クライアントをサービスモードで実行するように設定すると、Windows の

アプリケーションとして実行します。
このモードでは、専任のユーザーがWindows にログオン中に、クライアントは、プライベー
トネットワークデータに接続するコンテンツのためのライブクエリやスケジュールされた更
新を実行することができます。専任のユーザーがWindows からログオフすると、クライア
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ントはライブクエリやスケジュールされた抽出の更新を維持できなくなります。バージョン
2020.1 以前のクライアントは、既定ではこのモードで実行します。
l

サービス: クライアントをサービスモードで実行するように設定すると、Windows のサービス
として実行します。
このモードでは、ユーザーがWindows からログアウトした場合でも、クライアントは実行を
継続します。サービスモードでクライアントを実行するには、Windows ユーザーアカウント
がローカル管理者グループのメンバーである必要があります。このモードは、ライブクエリと
スケジュールされた更新を負荷分散するプールされたクライアントに推奨されます。サービ
スモードは、Bridge 2020.2 以降のクライアントで利用可能な既定のモードです。

モードのガイドライン
スケジュールされた更新を使

ライブ接続

用した抽出接続
アプリケーション モード

l

すばやく設定して、クライアントがコンテンツを最新に維持

l

していることを検証します。
クライアントがデータの鮮度のタスクを実行するタイミング

l

をさらに厳密に制御できます。
ユーザーはマシンのローカル管理者である必要はありま

l

せん。
ユーザーは Windows にログオンしている必要がありま
す。

サービス モード

l

クライアントの設定を一度行います。マシンを再起動す
る必要がある場合、クライアントは Tableau Cloud に自

l

動的に再接続します。
Windows ユーザー アカウントがマシンのローカル管理者
グループのメンバーである必要があります。さらに、ファイ
ルベースのデータソースを更新するには、アカウントは、
ファイル データがホストされているネットワーク共有ドライ

l

ブにドメインアクセスできる必要があります。
ユーザーは Windows にログオンしている必要はありませ
ん。
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負荷分散更新に推奨されま ロードバランシングライブクエ
す。詳細については、Bridge

リに推奨されています。詳細

クライアントのプールの構成を については、Bridge クライアン
参照してください。

トのプールの構成を参照して
ください。

クライアントの要 件
クライアントを実行して使用するには、特定の要件セットと、データの鮮度に関するタスクに固
有のその他の要件を満たす必要があります。
主要な要件
l

クライアントは、Windows の64 ビットバージョンでのみ実行できます。

l

1 台のマシンにインストールできるクライアントは 1 つだけです。

l

クライアントを実行しているマシンは、同じWindows ドメイン上にあることに加えて、データ
ソースまたは仮想接続で指定された参照元データベースにアクセスできる必要がありま
す。

l

マシンとWindows ユーザーの両方から、データソースまたは仮想接続で指定された参
照元データにアクセスできる必要があります。

l

クライアントを実行しているマシンに適切なデータベースのドライバーがインストールされ
ている必要があります。

l

Tableau Cloud の[接続されたクライアント] オプションを有効にしておくと、クライアントを
無人で実行できます。有効になっている場合は、Tableau 認証で多要素認証もサ
ポートされます。この接続されたクライアントオプションの詳細については、Tableau
Bridge の接続されたクライアントの要件を参照してください。

l

Tableau 認証で多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、Bridge クライアントは、
Tableau Bridge バージョン2021.1 以降を実行している必要があります。Tableau で
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MFA を使用する方法については、「多要素認証とTableau Cloud について」を参照し
てください。
詳細については、推奨されるソフトウェアとハードウェアを参照してください。
サービスモードのその他の要件
l

クライアントをサービスモードで実行するには、Bridge を実行しているWindows ユーザー
アカウントが、マシンのローカル管理者グループのメンバーである必要があります。ユー
ザーは Windows にログオンしている必要はありませんが、マシンの電源がオンになってお
り、Windows を実行している必要があります。

l

クライアントをサービスモードで使用しており、ネットワーク共有ドライブでホストされている
ファイルデータに接続している場合、アカウントは、ネットワーク共有ドライブにドメインア
クセスできる必要があります。

抽出接続のその他の要件

抽出を更新するには、クライアントをWindows のサービスとして実行するか、アプリケーションと
して実行します。上記の主要な要件に加えて、次の要件を満たす必要があります。
l

クライアントからTableau Cloud にサインインするユーザーには、Creator、Explorer (パ
ブリッシュ可能)、またはサイト管理者 Creator とサイト管理者 Explorer の2 種類の管
理ロールのうちいずれかを設定する必要があります。
ユーザーがサイト管理者でない場合は、コンテンツの所有者である必要があります。

l

クライアントをアプリケーションとして実行するように設定している場合、更新が完了する
のは、Windows ユーザーがマシンの電源を入れてログオンし、Bridge を実行しているとき
のみです。
マシンの電源がオフになったときや、ユーザーがWindows をログオフしたとき、またはクライ
アントを終了したときは、そのクライアントで実行している(プールまたは手動による) デー
タソースまたは仮想接続の更新がTableau Cloud に届かず、データソースまたは仮想
接続はユーザーが次回サインインするまで更新されません。この間、コンテンツの所有者
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は Tableau Cloud から更新失敗通知のメールを受信します。詳細については、
「Bridge を介したデータ更新の停止」を参照してください。
l

ファイルベースのデータソースの更新を問題なく完了するために、サービスとして実行す
るように設定されているクライアントは、マッピングされたドライブパスではなく、ソースファ
イルのフルUNC パスを参照する必要があります。たとえば、"C:\Data\file.csv" の代わり
に"\\filesrv\Data\file.csv" を使用します。
アプリケーションとして実行するように設定されているクライアントについては、フルUNC
パスも参照することを強くお勧めしています。詳細については、「データソースのファイル
パスの変更」を参照してください。

ライブ接続のその他の要件

ライブクエリを実行するには、クライアントをWindows のサービスとして実行するか、Windows
のアプリケーションとして実行します。上記の主要な要件に加えて、次の要件を満たす必要
があります。
l

クライアントからTableau Cloud にサインインするユーザーには、サイト管理者 Creator
とサイト管理者 Explorer のいずれかの種類のサイト管理者ロールを設定する必要が
あります。

l

Tableau Cloud サイトごとに、ライブ接続を維持する複数のクライアントを持つことができ
ます。それらのクライアントを使用して抽出の更新を行うこともできます。

l

クライアントをアプリケーションとして実行するように設定している場合、ライブクエリが発
生するのは、Windows のユーザーがコンピューターの電源を入れてログオンし、Bridge
を実行しているときのみです。
コンピューターの電源がオフになったときや、ユーザーがWindows をログオフしたとき、ま
たはクライアントを終了したときは、データソースまたは仮想接続の更新がTableau
Cloud に届かず、コンテンツは最新に維持されません。

l

ライブ接続を維持するため、Tableau コンテンツが接続するデータベースには公共のイン
ターネットからアクセスすることはできません。
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サービスモードで実 行 中 のクライアントの修 復
何らかの原因によって、コンテンツの接続が正常に行われなくなることがあります。この場合には
アラートが表示され、通常、問題の原因についての情報が記載されています。ただし、
Tableau Cloud でアラートにトラブルシューティング情報を記載できず、Tableau Bridge をサービ
スとして実行する場合、[修復] コマンドを使用して接続をリセットしてみることができます。
サービスモードでクライアントを修復するには、Windows システムトレイで[ブリッジ] アイコンを右
クリックし、[修復] を選択します。これによりサービスの停止と再起動が行われ、問題が解決す
る場合もあります。

Bridge クライアントのプールの構成
このトピックでは、サイト管理者がBridge クライアントのプールを構成および管理する方法につ
いて説明します。プールを使用すると、サイト全体のクライアントが、プライベートネットワーク
データに接続するデータソースまたは仮想接続のデータの鮮度に関するタスクを負荷分散でき
ます。

プールの構 成
プールの目的は、アクセスがプライベートネットワーク内のドメインに限定されているプール内の
利用可能なクライアントにデータの鮮度に関するタスクを分散 (または負荷分散) することで
す。プールをドメインにマッピングして、プライベートネットワーク内の保護されたドメインへのアク
セスを制限することにより、特定のデータを最新の状態に保ち、セキュリティを維持することに
プールを特化させることができます。
データの鮮度に関するタスクを実行するプール内のクライアントはランダムに選択されますが、何
らかの理由でクライアントがタスクを実行できなくなった場合、タスクは自動的にそのプール内の
別の利用可能なクライアントに再ルーティングされ、処理されます。このクライアントのプールをサ
ポートまたは管理するために、サイト管理者またはユーザーが他の介入を行う必要はありませ
ん。
プールは、1 つまたは複数のプライベートネットワーク上のデータに接続するデータソースまたは
仮想接続を最新の状態に保つために最適化されます。プールのサポートは、Bridge (レガシー)
スケジュールを使用するデータソースには拡張されません。
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一般に、プールは次のような状況に対して最適化されます。
l

Bridge が重要なサービスとして使用されている。クライアントが使用不可になっても、
組織の環境でライブクエリのサポートとスケジュールされた更新のサポートを使用する必
要がある場合。

l

クライアントが最大容量である。既存のサイトへのトラフィックが現在のクライアントの容
量を超過している場合。

l

Tableau Cloud が管理するファイルベースのデータソースのスケジュールがある。Bridge
クライアントバージョン2021.4.3 以降、Bridge プールでファイルベースのデータソースの
Online スケジュールが有効になりました。注: ファイルベースのデータソース

l

複数のプライベートネットワークでデータを最新の状態に保つ。

l

仮想接続。(データ管理 が必要) プライベートネットワークデータに接続された仮想接続
のデータを更新するには、Bridge が必要です。仮想接続の詳細については、仮想接続と

データポリシーについてを参照してください。
プールを構成する前に

サイトのクライアントプールを構成する前に、次の点を確認します。
l

クライアントがインストールされ、実行されている必要がある。ソフトウェアとハードウェアの詳
細については、「 推奨されるソフトウェアとハードウェア」を参照してください。

l

クライアントはサービスとして実行するように構成されている。詳細については、アプリケー

l

ションモード対サービスモードを参照してください。
クライアントで認証されているユーザーは Tableau Cloud サイト管理者です。Bridge の展

l

開の詳細については、Bridge の展開計画 を参照してください。
仮想接続を最新の状態に保つには、プール内のすべてのクライアントが Bridge 2021.4 (ま

l

たはそれ以降) を実行していることを確認する。
ファイルベースのデータソースの負荷を分散するには、次のことを確認してください。
l プール内のすべてのクライアントが Bridge 2021.4.3 (またはそれ以降) を実行してい
l

ます。
ファイル データへの参照には、サーバー名またはホスト名を含む完全な UNC パスを
使用する必要があります。詳細については、「 Bridge クライアントについて」を参照

l
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ユーザー ロールに関する注意点

プールされたクライアントを構成および保守できるのは、サイト管理者、またはサイト管理者
ロールあるいはサイト管理者 Creator ロールを持つユーザーのみです。クライアントに対して認
証されたユーザーのタイプに関係なく、サイト管理者のみが新しいプールを追加したり、プールに
クライアントを追加したり、プールからクライアントを削除したり、プール内のクライアントを監視し
たりできます。
更新ジョブに関する注意事項

[ジョブ] ページには、完了したジョブ、進行中のジョブ、保留中のジョブ、キャンセルされたジョブ、
Online スケジュールを使用する一時停止中のすべてのBridge 更新ジョブが表示されます。こ
れには、ファイルベースおよび非ファイルベースのデータソースの更新が含まれます。詳細につい
ては、「Bridge の更新ジョブについて」を参照してください。Bridge アクティビティを監視するさま
ざまな方法については、「データの鮮度に関連するタスクの監視」を参照してください。

ステップ1: クライアントがサイトに接続できることを確認する

Bridge がサイトと連携するためには、クライアントをサイトで認証できるようにする必要がありま
す。
1. サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインし、[設定] ペー
ジに移動します。
2. [認証] タブをクリックし、[接続されたクライアント] 見出しの下で[クライアントにこの
Tableau Cloud サイトへの自動接続を許可する] チェックボックスがオンになっていること
を確認します。このチェックボックスの詳細については、接続されているクライアントからサ
イトにアクセスを参照してください。
注: この接続されたクライアントのオプションが有効になっている場合、Tableau 認証で多
要素認証をサポートできる必要があります。接続されたクライアントがサイトで無効に
なっている場合、Bridge では、Tableau のユーザー名とパスワードの認証のみがサポート
されます。
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ステップ2: プールを構成する

プール(Bridge クライアント2021.4 以降が必要) は、ライブクエリをルーティングし、更新ジョブ
を適切なプライベートネットワークに抽出するのに役立ちます。プールを使用して、複数のプラ
イベートネットワークに分散されたデータにアクセスし、ファイルベースのデータソースの抽出更
新を有効にしたり、仮想接続のデータの鮮度に関するタスクをサポートしたりします。
1. [Bridge] タブの [Pooling (プール)] で、[新しいプールを追加] ボタンをクリックします。
2. ダイアログボックスで、[プール] テキストボックスに新しいプール名を入力し、[保存] をクリッ
クします。
パブリッシュプロセスの一環として、少なくとも1 つのプールを構成すると、Tableau Cloud は、
特定のデータソースまたは仮想接続をBridge およびクライアントプールに自動的に関連付け
ます。
ステップ3: プールのドメインを指定する

新しいプールごとに、プライベートネットワークの許可リストを介してドメインを指定する必要が
あります。この情報は、Tableau Cloud に代わってBridge がプライベートネットワーク内のデー
タへアクセスできるようにするために必要です。
許可リストを使用して、クライアントアクセスを有効にするプライベートネットワークのドメイン名
または IP アドレスを指定する必要があります。
ドメイン名

許可リストで指定するドメイン名は、データソース接続または仮想接続で使用されるサーバー
名です。場合によっては、Tableau Cloud のデータソースページの[接続] タブにサーバー名が
表示されます。
たとえば、「スターバックス」などのデータソースを最新の状態に保つには、許可リストに
「mssql.myco.lan」と「oracle.myco.lan」、または「* .myco.lan」を指定します。
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「フィットネスチャレンジ」などのデータソースを最新の状態に保つには、許可リストで「fitnesschallenge」を指定します。

その他のケースでは、[接続] タブにサーバー名が表示されない場合があります。サーバー名がリ
ストにない場合は、コンテンツの所有者と協力してデータがホストされている場所を特定し、
サーバー名の情報がある場合は、許可リストにサーバー名を指定することを検討してください。
一時的な代替手段として、スキップしてステップ4: クライアントをプールに追加するに進み、代
わりにデフォルトプールを使用するようにクライアントを割り当てることができます。
IP アドレス

ドメイン名の代わりに、許可リストでIpv4 アドレスを指定できます。データソース接続または仮
想接続でIpv4 アドレスが使用されている場合は、許可リストでIpv4 アドレスを指定することを
お勧めします。この情報を入手するには、コンテンツ所有者と協力する必要があります。この情
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報がない場合は、一時的な代替手段として、スキップしてステップ4: クライアントをプールに追
加するに進み、代わりにデフォルトプールを使用するようにクライアントを割り当てることができ
ます。
注:
l

セキュリティ上の理由から、Tableau アクセスを防ぐために、許可リストはデフォルトで空に
なっています。そのため、サイト管理者は Bridge を使用してTableau Cloud に送信できる

l

データを指定することが可能です。
1 つまたは複数のドメインをプールに割り当てることができます。

l

Tableau 2021.4 より前にプールを使用するようにサイトが設定されている場合、[デフォル

トのプール] は後方互換性のためにそのままですが、特定のプライベートネットワークにアク
セスするように構成することはできません。このプールへのアクセス範囲を縮小し、より高度
なスケジューリング機能を有効にするには、新しいプールを作成して特定のドメインにマップ
することをお勧めします。
ドメインをプールにマッピングするには、次の手順を実行します。
1. [Bridge] タブの[プライベートネットワークの許可リスト] で、[新規ドメインを追加] ボタン
をクリックします。
2. [ドメイン] テキストボックスに、許可リストレジストリルールで説明されている情報を使
用してドメインのURI を入力します。
3. [ドメインのパーミッション] で、[許可] ラジオボタンが選択されていることを確認します。
4. [プール] で、ステップ2で指定したURI にアクセス範囲を制限する必要があるプールを
選択します。
5. 追加のドメインごとに、ステップ1 〜 4 を繰り返します。
6. 完了したら、[保存] をクリックします。
許可リストレジストリルール

Bridge がアクセスできるドメインを指定するときは、次のルールを使用してください。これによ
り、Bridge は Tableau Cloud に代わって、プライベートネットワーク上のデータにアクセスし、
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データの鮮度に関するタスクを実行できるようになります。ドメインにより、Bridge は、そのドメイ
ンにホストされているデータベースとファイルデータの両方に接続できるようになります 。
注:
l

ドメインは、許可リストに追加されたとき、データソースまたは仮想接続がパブリッシュされた

l

とき、または更新スケジュールが構成されたときに検証されません。
ドメイン名とその IP アドレスの両方が検証されていないため、同じドメインが許可リストに追
加されることによる重複。このシナリオでは、あるプールがドメイン名にマップされ、別のプール
が IP アドレスにマップされる場合、データソース接続または仮想接続で指定された形式に

l

よって、どちらのプールがデータを最新の状態に保つかが決まります。
ドメインは Bridge からアクセスできる必要があります。つまり、プール内のすべてのクライアン
トは、指定されたドメインにアクセスできる必要があります。

l

ドメインが指定されていない場合、Bridge は、Online スケジュール用に構成されたデータ
ソースまたは仮想接続に対してデータの鮮度に関するタスクを実行できません。注: Bridge
(レガシー) スケジュール用に構成されたデータソースは、引き続き同じ方法で実行されま
す。

シナ

説明

例

FQDN とPQDN のいずれかになりま

myco.com

リオ
厳

密な す。ポート番号は許可されていませ
ドメ

ん。

イン

marketing.myco.com
oracle.myco.com

名
ドメ

オプションで先頭にワイルドカード(*)

イン

を付けて、すべてのサブドメインを含

名の
範
囲
正

*.myco.com

めます。* の直後にピリオド(.) を付け
る必要があります。
IPv4 リテラルを使用します (省略形は

255.255.0.1

確な 許可されていません)。IPv6 アドレスは

192.168.0.0

IPv4 許可されていません。
アド
レス
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IPv4 サブネットマスクを使用して、IPv4 アド 255.255.0.1/16
アド

レスの範囲を含めます。

レス
の範
囲
ブ

このドメイン内のホストへの Bridge 接

プライベートネットワークの許可リスト

ロッ

続をブロックします。

でドメインを追加または編集する場

クド

合は、[ブロック] ラジオボタンオプショ

メイ

ンを選択します。

ン

許可リストレジストリの例

例 1 - データベースデータ
Bridge で、次の操作を行うとします。
l

l

data.lan および sqlserver.myco.lan にあるデータに対してデータの鮮度に関するタスク
を実行します。
oracle.myco.lan にあるデータに対してデータの鮮度に関するタスクを実行しないように

します。
Bridge がこれらのシナリオをサポートできるようにするには、ドメインを2 つのプール(A とB) に
マッピングし、3 番目のドメインをブロックします。
指定したドメイン

マッ データの鮮度に関
ピン するタスクが実行さ
グ

れる場所

先
の
プー
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ル
プー data.lan

*.lan

ルA
sqlserver.myco.lan

プー sqlserver.myco.lan
ルB

*.myco.lan

(ブ

-

ロッ

注: このドメイン範囲は oracle.myco.lan のデータの鮮

ク)

度に関するタスクをブロックしますが、ドメインが明示
的に許可されている場合 (sqlserver.myco.lan など)、
ブロックされたドメイン範囲では、その中の特定のドメ
インをブロック解除できます。
例 2 - ファイル データ
fileserv.myco.lan にファイルデータC:\Shared\employees.csv があるとします。このデータへの
Bridge アクセスを有効にするには、マシンのドメインをプールにマッピングします。次のいずれかの
ドメインをプールに指定できます。
l
l
l

オプション#1: *.lan
オプション#2: *.myco.lan
オプション#3: fileserv.myco.lan

注: ホストマシンは、「共有」フォルダーへのネットワークアクセスを許可する必要があります。
ステップ4: クライアントをプールに追加する

以下の手順に従って、まだプールに割り当てられていないクライアントを割り当てます。
注: すべてのデータの鮮度に関するタスクをサポートするには、プール内のクライアントがBridge
2021.4 (またはそれ以降) を実行していることを確認します。
1. [Bridge] タブの [割り当てられていないクライアント] テーブルで、プールに割り当てるクライ
アントに移動し、[割り当て] をクリックします。

2. [プール] ドロップダウンメニューで、クライアントに関連付けるプールを選択します。
3. プールに割り当てる未割当の各クライアントに対して、ステップ2 を繰り返します。
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プールのトラブルシューティング
以下のいずれかのエラーが発生すると、Bridge の更新ジョブは失敗します。
以下のエラーは、[ジョブ] ページと[抽出以外のバックグラウンドタスク] 管理ビューで確認できま
す。
l

"errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED"
この問題は、次のいずれかの理由で発生する場合があります。
l

サーバーアドレスまたはデータソースのIP アドレスがプライベートネットワーク許
可リストで指定されたドメインと一致しない場合。その結果、クライアントが割り
当てられていないデフォルトプールに更新ジョブが送信されてしまいます。
この問題を解決するには、1) 許可リストにデータソースが使用するドメイン(サー
バーアドレスまたは IP アドレス) が含まれていること、および、2) そのドメイン(サー
バーアドレスまたは IP アドレス) に少なくとも1 つのプールが関連付けられている
ことを確認します。詳細については、ステップ3: プールのドメインを指定するを参
照してください。

l

プールにクライアントがない場合。この問題を解決するには、少なくとも1 つの
Bridge 2020.2 (またはそれ以降) のクライアントをのプールに追加します。詳細につ
いては、ステップ4: クライアントをプールに追加するを参照してください。

l

"errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED_NAMED_POOL」
この問題は、プールにクライアントがない場合に発生する可能性があります。この問題
を解決するには、少なくとも1 つのBridge 2021.4 (またはそれ以降) のクライアントを
プールに追加します。詳細については、「ステップ4: クライアントをプールに追加する」を
参照してください。

l

"errorID=NO_AGENT_IN_POOL_SUPPORTS_REMOTE_EXTRACT_
REFRESH"
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この問題は、プール内に少なくとも1 つのBridge 2020.2 (またはそれ以降) のクライアント
がないときに、更新ジョブを実行しようとした場合に発生する可能性があります。この問
題を解決するには、少なくとも1 つのBridge 2020.2 (またはそれ以降) のクライアントを
プールに追加します。詳細については、ステップ3: プールのドメインを指定するを参照し
てください。
l

"errorID=NO_POOLED_AGENTS_CONNECTED"
この問題は、データの鮮度に関連するタスクを実行するときに、プール内のクライアントが
使用できない場合に発生する可能性があります。詳細については、上記のBridge クラ
イアントのプールの構成セクションを参照してください。

l

クライアントで発生する"errorID=REMOTE_EXTRACT_REFRESH_ALL_
AGENTS_BUSY" または "errorMessage: Maximum concurrency reached"
この問題は、特定の時間に実行されている更新ジョブの数がクライアントのプールの容
量を超えた場合に発生する可能性があります。この問題を解決するには、次のいずれ
かを実行できます。
l

プールにクライアントを追加します。詳細については、ステップ4: クライアントをプール

l

に追加するを参照してください。
各クライアントの接続プール設定で、プールのサイズを大きくします。詳細について
は、Bridge プールのサイズの管理 を参照してください。

l

"errorID= AGENTS_IN_POOL_REQUIRE_UPGRADE"
Tableau 2021.4 以降、この問題は、データの鮮度に関するタスクを実行するためにプー
ル内のクライアントをBridge 2021.4 (またはそれ以降) にアップグレードする必要がある場
合に発生する可能性があります。クライアントのアップグレードに関する詳細については、
Bridge のインストールを参照してください。

Bridge クライアントがサインアウト中です
この問題は、同じWindows サービスアカウントで多数のクライアントを展開する場合に発生す
る可能性があります。1 つのWindows サービスアカウントで実行されているクライアントが10 個
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を超えている場合、アカウントのセキュリティ対策によってクライアントがログアウトされる可能性
があります。詳細については、「Windows サービスアカウント」を参照してください。
その他の潜在的なプーリングに関する問題
プーリングに関連する問題を診断する場合は、Bridge クライアントのマシン上で、クライアント
の次のログファイルを確認することを検討してください。tabbridgeclijob_<process_id>、
jprotocolserver_<process_id>、stdout_jprotocolserver_<process_id>詳細については、
Bridge ログファイルの管理を参照してください。

Bridge クライアントのプールの管理
プールされたBridge クライアントは、いくつかの方法で管理できます。

データの鮮 度 に関 連 するタスクの監 視
[ジョブ] ページと組み込みの管理ビューを併用して、クライアントのアクティビティを監視できま
す。
ライブクエリ

ライブクエリのアクティビティを監視する場合、ブリッジ接続されたデータソースへのトラフィック管
理ビューを使用できます。
ジョブの更新

ジョブの更新を監視するには、次のリソースを使用できます。
l

[ジョブ] ページ: [ジョブ] ページには、完了したジョブ、進行中のジョブ、保留中のジョブ、
キャンセルされたジョブ、Online スケジュールを使用する一時停止中のBridge 更新ジョ
ブが表示されます。詳細については、「Bridge の更新ジョブについて」を参照してくださ
い。

l

[抽出以外のバックグラウンドタスク] 管理ビュー: [Bridge を介して抽出を更新] でフィ
ルター処理した後、この管理者ビューには、Online スケジュールを使用するBridge 更
新ジョブが表示されます。詳細については、抽出以外のバックグラウンドタスクを参照し
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てください。
l

[Bridge の抽出] 管理ビュー: この管理者ビューには、Online スケジュールとBridge (レガ
シー) スケジュールの両方を使用するBridge 更新ジョブが表示されます。このビューの詳
細については、Bridge の抽出を参照してください。

l

クライアントログを使用したデータソースまたはビューの作成: クライアントによって生成さ
れたJSON ログファイルを使用して、独自のデータソースとビューを作成し、更新ジョブを
監視します。詳細については、以下のクライアントによるジョブの更新セクションを参照し
てください。

クライアントによるジョブの更新

上記の管理ビューを使用して更新ジョブを監視する代わりに、独自のデータソースとビューを作
成して、Bridge クライアントが実行する更新を監視することを考えます。これを行うには、クライ
アントを実行しているマシン上のクライアントのJSON ログファイルに、Tableau Desktop を使用
して接続します。
注: クライアントのJSON ログファイルは、仮想接続の更新をキャプチャしません。
JSON ログファイルは、オブジェクト「k」と「v」で構成されています。「k」オブジェクトは更新ジョブ
をキャプチャし、「v」オブジェクトは更新の詳細をキャプチャします。更新とその詳細には以下が
含まれています。

l

スケジュール タイプ- Online または Bridge (レガシー)
データソースのタイプと名前
更新の開始時刻と終了時刻、期間、アップロードとパブリッシュの時刻

l

エラー

l
l

ステップ1: 始める前に

1 つのログファイルのデータからビューを作成する場合は、スキップしてステップ2 に進めます。
クライアントのデータが複数のログファイルにある場合は、ファイルをユニオンする必要がありま
す。以下の手順で説明するように、ログファイルをローカルでユニオンするスクリプトを作成する
か、Tableau Desktop を使用してユニオンを実行できます。
注:
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l

以下で説明する手順では、クライアントと同じマシンで Tableau Desktop を実行しているこ

l

とを前提としています。
プール内の異なるクライアントからの複数のログファイルを操作する場合は、クライアントの
複数のログファイルをユニオンすることに加えて、複数のクライアントからのログファイルを結

l

合することで、プール内の更新を監視できます。
Tableau Cloud の Web オーサリングから直接 JSON ファイルに接続することは現在サポー
トされていません。詳細については、「Creators: Web 上のデータへの接続」 を参照してく
ださい。

ステップ2: JSON ログに接続する

データソースとビューを作成するには、Tableau Desktop を使用してクライアントのログファイル
に接続します。
1. Tableau Desktop を起動し、[接続] で[JSON ファイル] を選択します。次を実行しま
す。
a. [スキーマレベルの選択] ダイアログボックスで、「k」オブジェクトの詳細を含めるため
に最上位スキーマを選択し、オプションで「v」オブジェクトの詳細を含めるために「v」
レベルのスキーマを選択して、[OK] をクリックします。
b. 接続するログファイル (たとえば、C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Bridge
Repository\Logs) を選択し、[開く] をクリックします。

2. (オプション) データソースページでログファイルを右クリックし、[ユニオンに変換] をクリック
してユニオンを設定します。次を実行します。
a. [ワイルドカード(自動)] タブを選択します。
b. [検索] の横で、クライアントのログフォルダーがパスに表示されていることを確認しま
す。
c. [一致するパターン] で、「 ExtractRefreshMetrics_*」と入力し、[OK] をクリックし
ます。
3. シートタブを選択して分析を開始し、ビューを作成します。
4. 終了したら、データソースとビューを個別にTableau Cloud にパブリッシュします。パブリッ
シュ後にデータソースのBridge (レガシー) スケジュールを設定すると、データソースを最
新の状態に保つことができます。
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新しいログファイルが生成されたり、あるログ固有の制限に達して古いログファイルが削除され
たりする場合があるため、作成するデータソースとビューは警告なしに変更される可能性がある
ことに注意が必要です。ログ固有の制限とその調整方法の詳細については、Bridge クライアン
トの設定の変更を参照してください。

プールとクライアントを管 理 する
[Pooling (プール)] セクションには、Bridge 展開のプールとクライアントに関連する情報が含まれ
た最大 5 つのテーブルを表示できます。
プールについて
最初のテーブルは、割り当てられたプールごとに整理されたサイトに登録されているクライアント
で構成されます。

2番目のテーブル[割り当てられていないクライアント] には、プールに割り当てられていないクラ
イアントが示されます。ほとんどの場合、これらのクライアントは、ライブクエリを負荷分散して更
新ジョブを抽出する前に、プールに割り当てる必要があります。その他の場合、このテーブルの
クライアントは、Bridge (レガシー) スケジュールを使用したデータソースの更新専用に使用され
ることがあります。
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3 番目のテーブル[デフォルトのプール] は、デフォルトプール内のクライアントを示しています。
Bridge 2021.4 より前にプールを使用するように構成されたクライアントは、デフォルトでこの
プールに含まれます。既定のプールのドメインは特定のプライベートネットワークにアクセスする
ように構成できないため、新しいプールを作成して特定のドメインにマッピングすることにより、
アクセス範囲を縮小することをお勧めします。

最初の3 つのテーブルに表示されるクライアントから、次の情報を取得できます。
l

クライアント名 (コンピューター名とも呼ばれる)。クライアントをインストールして実行して
いるマシンの名前です。

l

所有者名 (ほとんどの場合、サイト管理者)。これは、クライアントからTableau Cloud
に対して認証された(サインインした) ユーザーです。

l

プールのステータスは、最初のテーブルにのみ適用され、1) プールに割り当てられたクライ
アントがあるかどうか、2) クライアントが接続されていて、データの鮮度に関するタスクを処
理できるかどうか、または 3) プール内のすべてのクライアントが切断されているためにプール
がオフラインになっているかどうかを示すことができます。

l

クライアントのバージョン:
l

クライアントが最新バージョンのBridge を実行していない場合、この列に警告ア
イコン(
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機能更新を利用するためにアップグレードすることを強くお勧めします。最新バー
ジョンのBridge をダウンロードするには、Tableau Web サイトの「Tableau Bridge
リリース」ページにアクセスしてください。
注: 警告アイコンは、ダウンロード可能な新しいクライアントがある場合にのみ表
示されます。警告アイコンは、クライアント、関連するBridge データソース、または
仮想接続に問題があることを示すものではありません。
l

接続ステータス— 詳細については、以下のセクションクライアントの接続ステータスを参
照してください。

l

前回の接続 - Tableau Cloud が最後にクライアントに接続した日時を示します。

プライベートネットワークの許可リストについて

4 番目のテーブルである[許可リストのレジストリ] には、プールの範囲が設定されているドメイン
のリストが含まれています。

5 番目のテーブルである[Allowlist Requests (許可リスト要求)] には、ユーザーが仮想接続
を作成しようとしたときに、接続を要求した保留中のドメインが示されます。これらのドメイン要
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求には、できるだけ早く対処して、仮想接続ワークフローからユーザーをブロック解除する必要
があります。

クライアントの接 続 ステータス
クライアントのリストにある色付きの四角とステータスラベルは、データの鮮度に関するタスクを
サポートするクライアントの可用性 を示します。
l

緑色、つまり[接続済み]: 緑色、つまり[接続済み] は、クライアントが接続されていて、
ライブクエリと抽出更新をサポートできる状態であることを示します。

l

赤色、つまり「接続解除済み」: 赤色、つまり接続解除済み状態は、クライアントが何
らかの状況で一時的に接続解除状態になっていることを示します。最も一般的なシナ
リオとして、クライアント自体を実行していない、または起動後にTableau Cloud との通
信を確立することができなかった、などがあります。カーソルをステータスに合わせると、
状況を説明するツールヒントが表示されます。
注: クライアントが切断された状態の場合、ライブクエリが中断される可能性がありま
す。このような場合、ライブクエリを使用するデータソースまたは仮想接続に依存する
ビューは、問題が解決されるまで適切に表示されない場合があります。

上記の状態は、クライアントに表示されるステータスに対応しています。
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Bridge クライアントの設定の変更
Bridge クライアントでは、サイト管理者がクライアントの実行方法を変更するために構成できる
いくつかの設定があります。データソースの所有者がBridge (レガシー) スケジュールを実行する
ために自分のクライアントを保持している場合は、このトピックで説明するタスクの一部を担当
することがあります。

Bridge をWindows サービスとして実 行 する
クライアントをプールに含めるには、クライアントをWindows サービス(サービスモード) として実
行する必要があります。既定では、クライアントは Windows サービスとして実行するように設定
されているため、専用のユーザーがマシンにログインしなくても、バックグラウンドでライブクエリと
更新を負荷分散できます。クライアントをWindows サービスとして実行するには、クライアント
を実行するWindows ユーザーアカウントがマシンのローカル管理者グループのメンバーである
必要があります。
注: データソースの所有者で、クライアントを自分で管理している場合、そのクライアントはプー
ルに含まれません。ただし、マシンにログオンしていない場合でも、Bridge (レガシー) のスケ
ジュールをバックグラウンドで実行する場合は、クライアントをWindows サービス(サービスモー
ド) として実行している必要があります。
1. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. [モード] のドロップダウンメニューから、[サービス] を選択します。サインインウィンドウが表
示されます。

3. ローカル管理者の認証資格情報を入力します。
Windows サービスのリストでは、Bridge が「Tableau Bridge service」と表示されます。
これは、Windows の[サービス] コンソールまたはタスクマネージャーの[サービス] タブで確
認できます。
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Windows サービスとして実行するBridge を停止する

クライアントをサービスとして実行しないようにするには、そのモードを変更します。
1. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. [モード] のドロップダウンメニューから、[アプリケーション] を選択します。

クライアントをアプリケーションモードで実行している場合、ライブクエリおよびスケジュールされ
た更新は、クライアントを実行しているマシンでユーザーがWindows ユーザーアカウントにログ
インしている場合にのみ実行できます。

クライアントが関 連 付 けられているサイトの切 り替 え
クライアントを使用して、別のTableau Cloud サイトにパブリッシュされたコンテンツを最新の状
態に保つ必要がある場合は、既存のクライアントのリンクを解除して、クライアントから新しい
サイトへの認証を行うことができます。
1. Windows システム トレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. ドロップダウンメニューから、[リンク解除] を選択します。

リンク解除により、クライアントからBridge (レガシー) スケジュールを使用するデータソー
ス、スケジュール、および接続情報のリストが削除されます。
3. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
4. プロンプトが表示されたら、サイト管理者の認証資格情報を使用して新しいサイトにサ
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インインします。
5. クライアントを構成するには、次のいずれかまたは両方を実行します。
l

このクライアントが、特定のクライアントに関連付けられたデータソースを更新する
場合は、データソースの所有者にデータソースを再構成してスケジュールを更新
するように依頼します。

l

このクライアントでライブ接続や、Online スケジュールを使用する抽出接続を行う
必要がある場合は、この新しいクライアントがプールの一部であることを確認しま
す。詳細については、Bridge クライアントのプールの構成を参照してください。

クライアントのリンクを解除する場合は、クライアントが更新していたデータソースのBridge (レガ
シー) スケジュールも削除する必要があります。他のデータソースでは、データの鮮度に関するタ
スクが、プール内の他の登録済みクライアントによって引き続き実行されます。
詳細については、終了とリンク解除の影響を参照してください。

更 新 のタイムアウト制 限 の構 成
抽出または更新の誤用を制御するには、クライアントが実行する更新の時間制限 (タイムアウ
ト制限とも呼ばれます) を適用できます。タイムアウト制限は、単一の抽出がクライアントにより
キャンセルされるまでに更新を完了させることができる最長許容時間です。

注: 仮想接続の抽出の場合、既定の抽出更新タイムアウトの制限は 2 時間であり、
Bridge クライアントでは制御できません。別の方法として、既定の2 時間以内に更新す
るように仮想接続を変更するか、パブリッシュされたデータソースに切り替えることができま
す。

クライアントのタイムアウト制限は、既定で24 時間に設定されています。クライアントのタイムア
ウト制限は、Bridge の構成ファイルで変更できます。抽出更新がタイムアウト制限によりキャン
セルされると、クライアントにメッセージが表示され、データソースの所有者にメールアラートが送
信されます。
構成ファイルに加えた変更を有効にするには、クライアントを再起動する必要があります。
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1. クライアントをインストールしているマシンで、My Tableau Bridge Repository の
Configuration フォルダーに移動します。
構成フォルダーの既定の場所は C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Bridge
Repository\Configuration です。
2. TabBridgeClientConfiguration.txt ファイルを開きます。
3. extractRefreshTimeout の横で、更新タスクの完了までに許可された時間を変
更します。
注: 構成ファイルにパラメーターが表示されない場合は、以下の例のように
"extractRefreshTimeout" : 08:00:00" を
dataSourceRefreshSettings 設定に追加できます。

4. ファイルを保存して閉じます。
5. 変更を有効にするには、クライアントを終了して再起動します。クライアントを再起動
する方法は、クライアントをアプリケーションモードで実行しているか、サービスモードで
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実行しているかによって異なります。
l

アプリケーションモードの場合、クライアントメニューより[終了] を選択します。

l

サービスモードの場合、[モード] ドロップダウンメニューより[アプリケーション] を選
択し、クライアントメニューから[終了] を選択します。

Bridge ログファイルの管 理
クライアントは、正常動作の一環としてアクティビティのログを作成します。更新をモニタリングす
る場合や、Bridge の問題をトラブルシューティングする場合、または Tableau サポートが問題を
解決するためにログを要求する場合に、これらのログの使用が必要になる場合があります。
Bridge ログファイルのサイズを管理したり、TabBridgeClientConfiguration.txt ファイルでログファ
イルが削除されるまでの時間を長くしたりすることができます。
構成可能なオプション
l

maxLogFileSizeInMB: 既定では、Bridge ログで許容される最大ファイルサイズは
25 MB です。ログファイルがそのサイズ制限を超過する場合、新しいログファイルが作成
されます。

l

maxBackupLogFileCount: 許可されるBridge ログファイルの既定の最大値は 40
です。ログファイルの数が制限を超えると、最も古いログファイルが削除されます。

l

remoteRequestLogFileLifeSpan: クライアントに送信されるBridge 更新ジョブご
とに、次の新しいログファイルのセットが作成されます。tabbridgeclijob_<process_id>、
jprotocolserver_<process_id>、stdout_jprotocolserver_<process_id>既定では、ログ
ファイルの数がmaxBackupLogFileCount を超過した場合、ログファイルが削除され
る前にLogs フォルダーに残る最大時間は 8 時間です。それ以外の場合、これらのログ
ファイルは無期限に残りますが、ログファイルの数は maxBackupLogFileCount より
少ないか、同じになります。
注: ここでは <process_id> は Windows プロセスID を表します。
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注:tabprotosrv* という名前のログファイルは、他のBridge ログファイルとは異なります。ログ
ファイルの最大サイズは 1 MB で、許可される最大数は 8,192 です。また、これらの値は構成
できません。
1. クライアントをインストールしているマシンで、My Tableau Bridge Repository の
Configuration フォルダーに移動します。
構成フォルダーの既定の場所は C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Bridge
Repository\Configuration です。
2. TabBridgeClientConfiguration.txt ファイルを開きます。
3. loggerSettings の隣にある以下のパラメーターの値を変更することができます。
"maxLogFileSizeInMB" : 25
"maxBackupLogFileCount" : 40
"remoteRequestLogFileLifeSpan" : "08:00:00"
4. ファイルを保存して閉じます。
5. 変更を有効にするには、クライアントを終了してから再起動します。クライアントを再起
動する方法は、クライアントをアプリケーションモードで実行しているか、サービスモード
で実行しているかによって異なります。
l

アプリケーションモードの場合、クライアントメニューより[終了] を選択します。

l

サービスモードの場合、[モード] ドロップダウンメニューより[アプリケーション] を選
択し、クライアントメニューから[終了] を選択します。

Bridge プールのサイズの管 理
既定では、プール内の各クライアントは、一度に最大 10 個の更新ジョブを負荷分散で
きます。特定の時間に実行されている更新ジョブの数がクライアントプールの容量を超
えた場合、またはその超過に対応するハードウェアリソースがある場合は、各クライアン
トの容量を増やすことを検討してください。
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クライアントのプーリング容量は、TabBridgeClientConfiguration.txt ファイルで管理できま
す。
構成可能なオプション
l

ConnectionPool: これは、クライアントが許可する同時更新ジョブの絶対最
大数です。既定値は 10、最小許容値は 1、最大許容値は 100 です。この値を
変更するには、クライアントのリンクを解除する必要があります。

l

maxRemoteJobConcurrency: これは、クライアントが許可する同時更新ジョ
ブの最大数です。ConnectionPool の絶対値を変更せずに、これを使用して
クライアントのパフォーマンスの問題を調整またはトラブルシューティングできます。
既定値は 10 です。この値は、ConnnectionPool に指定された値と同じかそ
れより小さくなければなりません。この値を変更する場合、クライアントのリンクを解
除する必要はありません。

ConnectionPool を変更するには
重要: 以下に説明する手順では、クライアントのリンクを解除する必要があります。リンク
を解除すると、サイトとクライアントとの関連付けが解除されます。つまり、Bridge (レガ
シー) スケジュールを使用して更新されるデータソースでは、クライアントのリンクを解除す
ると、それらのデータソース、そのスケジュール、およびクライアントからの接続情報への関
連付けが解除されます。Bridge プールのサイズを変更する際は、再スケジュールプロセ
ス(ステップ10) を円滑に行えるように、Windows システムトレイのBridge アイコンをクリッ
クして、一覧表示されているデータソース(ステップ5) を確認することをお勧めします。
1. クライアントをインストールしているマシンで、My Tableau Bridge Repository の
Configuration フォルダーに移動します。
Configuration フォルダーの既定の場所は、C:\Users\jsmith\Documents\My
Tableau Bridge Repository\Configuration です。
2. TabBridgeClientConfiguration.txt ファイルを開きます。
3. ConnectionPool の横にある値を編集します。

Tableau Software

771

Tableau Cloud ヘルプ
4. ファイルを保存して閉じます。
5. (オプション) Windows システム トレイの Bridge アイコンをクリックし、一覧表示され
ているデータソースとそれらのデータソースに対して構成されている更新スケジュー
ルを確認します。
6. Windows システムトレイでBridge アイコンを右クリックし、[リンク解除] を選択し
ます。

リンク解除オプションの詳細については、終了とリンク解除の影響を参照してくだ
さい。
7. 変更を有効にするには、クライアントを終了します。クライアントの終了方法は、
クライアントをアプリケーションモードで実行しているか、サービスモードで実行し
ているかによって変わります。
l

アプリケーションモードの場合、クライアントメニューより[終了] を選択しま
す。

l

サービスモードの場合、クライアントメニューから[終了] を選択します。ダ
イアログボックスで、[Exit client and stop activities (クライアントを終了
してアクティビティを停止する)] チェックボックスをオンにし、[閉じる] をクリッ
クします。

8. Bridge を再起動します。
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9. プロンプトが表示されたら、サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau
Cloud にサインインします。
10. (オプション) Bridge (レガシー) スケジュールを使用するデータソースのステップ5 を実
行した場合は、新しいBridge (レガシー) スケジュールの追加または既存のBridge

(レガシー) スケジュールの更新 で説明されている手順に従って、更新を再スケジュー
ルし、データソースとクライアントとをもう一度効果的に関連付けます。
maxRemoteJobConcurrency を変更するには
1. クライアントをインストールしているマシンで、My Tableau Bridge Repository の
Configuration フォルダーに移動します。
Configuration フォルダーの既定の場所は、C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau
Bridge Repository\Configuration です。
2. TabBridgeClientConfiguration.txt ファイルを開きます。
3. maxRemoteJobConcurrency の横にある値を編集します。
4. ファイルを保存して閉じます。
5. 変更を有効にするには、クライアントを終了します。クライアントの終了方法は、クライア
ントをアプリケーションモードで実行しているか、サービスモードで実行しているかによって
変わります。
l

アプリケーションモードの場合、クライアントメニューより[終了] を選択します。

l

サービスモードの場合、クライアントメニューから[終了] を選択します。ダイアログ
ボックスで、[Exit client and stop activities (クライアントを終了してアクティビ

Tableau Software

773

Tableau Cloud ヘルプ
ティを停止する)] チェックボックスをオンにし、[閉じる] をクリックします。

6. Bridge を再起動します。
7. プロンプトが表示されたら、サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud
にサインインします。
8. (オプション) Bridge (レガシー) スケジュールを使用するデータソースのステップ5 を実行した
場合は、新しいBridge (レガシー) スケジュールの追加または既存のBridge (レガシー)

スケジュールの更新 で説明されている手順に従って、更新を再スケジュールし、データソー
スとクライアントとをもう一度効果的に関連付けます。

ライブ接続を使用したBridge データソースのパブリッシュ
このトピックでは、データソースの所有者が、プライベートネットワークデータへの接続にライブ
接続を使用するデータソースをパブリッシュする方法について説明します。プライベートネット
ワーク(プライベートクラウドを含む) データに接続するデータソースは、Tableau Bridge に依存
しています。このトピックで説明するタスクは、Bridge が既に設定されており、サイト管理者に
よって管理されていることを前提としています。
注:
l

Bridge を使用すると、パブリッシュされたデータソース、つまりワークブックとは別にパブリッ
シュされたデータソースのみのデータを最新の状態に保つことができます。Bridge は、ワー
クブックに埋め込まれたデータソースのデータを最新の状態に保つことはできません。
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l

ライブ接続を使用するプライベートクラウドベースのデータソースをパブリッシュするには、プ

l

ライベートクラウドデータにBridge を使用するを参照してください。
ライブ接続を使用して仮想接続をパブリッシュするには、「 仮想接続の作成 」を参照してく
ださい。
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データソースをパブリッシュする
以下の手順は、ライブ接続を使用するデータソースをパブリッシュする方法を示しています。プ
ライベートネットワークデータに接続するデータソースへのライブ接続をサポートするために、
Bridge はライブクエリと呼ばれる機能を使用します。データソースを最新の状態に保つため
に、Bridge はデータベースに直接クエリを実行し、データソースで使用するクエリ結果を返しま
す。
1. Tableau Desktop でデータソースを作成します。
2. [サーバー] > [データソースのパブリッシュ] を選択して、パブリッシュプロセスを開始します。
Tableau Cloud にまだサインインしていない場合は、サインインを求めるメッセージが表示さ
れます。
3. [Tableau Cloud へのデータソースのパブリッシュ] ダイアログボックスで、データソースのさま
ざまなオプションを構成してから、次の手順を実行します。
l

[認証] で、[編集] をクリックし、表示されるオプションに応じて、[埋め込みパスワード]

l

または [サーバーの実行アカウント] を選択します。
データソースが接続されているデータやデータソースの構成方法に応じて、ダイアロ
グは既定でライブ接続をパブリッシュする状態になるか、ライブ接続または抽出をパブ
リッシュするオプションを提供します。オプションが表示された場合は、[ライブ接続を

維持する] を選択します。
4. [パブリッシュ] ボタンをクリックします。これにより、ブラウザーウィンドウがTableau Cloud に
開きます。
5. [パブリッシュの完了] ダイアログボックスで、[完了] をクリックします。

Bridge を介したデータ更新の停止
このトピックでは、Tableau Bridge の(従来の) スケジュールを実行する際に、データソース所有
者がTableau Bridge を介してデータ更新を停止する方法について説明します。
注:
l

Bridge の使用を停止すると、Bridge に依存するデータソースに基づいたビューにはデータが
表示されなくなり、代わりに空白ページが生成されます。
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l

Bridge (レガシー) スケジュールは、仮想接続の更新をサポートしていません。

データソースをクライアントから削 除 する
Bridge の(従来の) スケジュールを使用するデータソースをクライアントが更新しないようにする
方法の1 つは、クライアントからデータソースを削除することです。
1. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. データソースにカーソルを合わせて、データソース名の横にある削除アイコンをクリックし
ます。

一 時 的 または恒 久 的 な Bridge の利 用 停 止
l

クライアントの使用を停止して、クライアントで実行されるデータソースの更新を一時的
に停止するには、システムトレイからクライアントを開いて、右上の設定メニューで[終
了] を選択します。
終了した場合、データソースと接続設定はそのまま残ります。

l

クライアントを停止してTableau Cloud にリンクするデータソースを恒久的に削除するに
は、システムトレイのTableau Bridge アイコンを右クリックし、[リンク解除] を選択しま
す。

クライアントのリンク解除によっても、データベースや Tableau Cloud アカウントの保存さ
れている認証資格情報を含め、すべての接続情報がクライアントから削除されます。
終了とリンク解除の影響

クライアントを終了し、クライアントが一時的に停止している間に次の更新が実施された場
合、データソースの所有者向けに、Tableau Cloud でアラートが表示され、メール通知が送信
されます。
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クライアントをリンク解除する場合は、クライアントが実行するBridge の(従来の) スケジュール
を削除することをお勧めします。詳細については、以下で説明している、クライアントをリンク解
除した後でBridge の(従来の) スケジュールを削除する方法を参照してください。
クライアントをリンク解除した後で Bridge の (従来の) スケジュールを削除する

クライアントをリンク解除する場合は、クライアントが実行するBridge の(従来の) 更新スケ
ジュールも削除する必要があります。スケジュールが削除されない場合、更新はスケジュールど
おりに試行されます。このような場合、更新失敗通知を受け取ることがあります。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. [データソース] ページで、[抽出の更新] タブをクリックします。
3. スケジュールの横にあるチェックボックスを選択し、[アクション] > [削除] を選択します。

サイトからクライアントを恒 久 的 に削 除 する
サイトからクライアントを恒久的に削除すると、Bridge の(従来の) スケジュールを設定するとき
にクライアントが表示されなくなります。
1. Tableau Cloud にサインインし、アカウントの設定ページに移動します。
2. [接続されたクライアント] で、サイトから恒久的に削除するクライアントの横にある[削除]
をクリックします。

Bridge のメール アラートの管理
スケジュールされた更新は、さまざまな理由で失敗する可能性があります。データソース所有
者は、これらの更新失敗に注意を払い、問題のトラブルシューティングを行って、データの鮮度
に生じる空白を最小限に抑える必要があります。
メールアラートがサイト管理者によって有効にされている場合、所有するすべてのデータソース
の更新失敗についてメールアラートが送信されます。Bridge のオンライン更新スケジュール(以
前の推奨スケジュール) または Bridge (レガシー) スケジュールを使用してデータソースの更新を
促進する場合、受信するアラートの種類、アラートを受信するタイミング、および構成できるア
ラートは、Tableau Cloud アラートの場合とは異なります。
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注: このトピックは、Bridge データソースにのみ適用されます。Bridge から送信される仮想接
続に関するメールアラートは現在サポートされていません。
Bridge メール アラートの違い
l

タイムアウトによる更新失敗メールは、タイムアウトの制限を超えた場合に送信されま
す。Tableau Cloud 上で直接実行する更新とは異なり、Bridge の更新は 24 時間後
にタイムアウトします (既定)。ただし、サイト管理者は、各 Bridge クライアントを介し
て、更新のタイムアウト制限を大きくする(または小さくする) ことができます。詳細につい
ては、更新のタイムアウト制限の構成を参照してください。

l

データソース所有者は、更新失敗メールに加え、次の2 つのシナリオで警告メールを受
信します。
l

Bridge クライアントが実行中でない: データソースにリンクされているクライアント
が実行中でないため、今後スケジュールされている更新を開始できない場合。

l

更新が完了していない: 指定した時間が経過しても、スケジュールされた更新が
完了していない場合。

l

データソースの所有者とサイト管理者は、次のバックグラウンダープロセスの実行に失
敗した場合のアラートをメールで受け取ります。
l

ブリッジ プールの容量が不足している: プールの容量が制限に達したため、抽出
更新を実行できない場合。

l

ブリッジ プールにクライアントがない: 指定されたプールにクライアントがないため、
抽出更新を実行できない場合。

l

更新ジョブが失敗した: プールの容量が不足している、または、指定されたプール
にクライアントがないということ以外の理由で更新ジョブが失敗した場合。これ
は、Bridge クライアントへの送信に失敗したバックグラウンダー更新ジョブのすべ
てを捕捉するものです。
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注: バックグラウンダーの失敗アラートで受信できる失敗メールの数に1 日あ
たりの制限はありません。

l

Tableau Cloud は、特定のデータソースに対して、初日に5 件連続で更新関連の失
敗についてメールを送信します。更新の失敗、クライアントが実行中でないことによるア
ラート、更新がまだ完了していないことによるアラートなどです。最初の日以降もデータ
ソースで更新の問題が続く場合、Tableau Cloud は 1 日に1 回メールを送信します。

l

データソース所有者は、1 日に最大 10 通のメールを受け取ることができます。受け取る
メールは、更新の問題が連続してアクティブに発生しているデータソースごとに1 通で
す。1 日 の期間は、最初に更新の問題が発生した時刻から開始する24 時間です。

l

データの更新によって開始されるサブスクリプションは、データを最新の状態に保つために
Bridge 抽出データソースに依存するビューまたはワークブックでは、サポートされていませ
ん。詳細については、サブスクリプションのメールが届かないを参照してください。

プールの設 定
Bridge プールと負荷分散の問題が原因で、抽出更新が失敗する場合があります。サイト管
理者は、新しいプールを追加するか、プールの容量を変更することで、Bridge クライアントの
プールを設定および管理できます。詳細については、「Bridge クライアントのプールの構成」およ
び「Bridge プールのサイズの管理」を参照してください。

レガシー スケジュールの更 新 未 完 了 メール アラートの設 定
Bridge (レガシー) スケジュールを使用するデータソースの場合、既定では、更新が未完了の
データソースのスケジュールされた開始時刻から24 時間後に、更新メールアラートが送信され
ます。スケジュールされた開始時刻の24 時間以内にスケジュールされた更新が完了する場
合、メールアラートは表示されません。
場合によっては、通知を24 時間未満に行う必要があります。更新がBridge (レガシー) スケ
ジュールを使用するように構成されている場合、メールアラートを特定の更新期間に合わせて
一定の時間が経過した後に送信するように構成することができます。

Tableau Software

779

Tableau Cloud ヘルプ
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、[抽出更新] タブをクリックしてから、[すべて選択] ボタンをクリック
します。
メールアラートでは、ユーザーがスケジュールを1 つだけ選択する場合でも、メールア
ラートを送信するタイミングを決定するときに、データソースのすべてのスケジュールが考
慮されます。

3. [アクション] メニューから[更新メール アラートの編集] を選択します。
4. [更新に関するメールアラート] ダイアログボックスで、スケジュールされた更新時刻以降
のアラートを送信する時間と分を指定し、[OK] をクリックします。

アラートを管理する際の考慮事項
l

l
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Bridge (レガシー) スケジュールのみ: Bridge (レガシー) スケジュール用に構成された更新
に対してのみメール アラートを構成できます。
データソースあたりのメール アラートは 1 件である: 1 つのデータソースに対して1 件の
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更新メールアラートを構成できます。データソースに複数の更新スケジュールが設定さ
れている場合、メールアラートは、すべてのスケジュールで、次回スケジュールされている
時刻に基づいて送信されます。メールアラートのタイミングの仕組みを示す、次の2 つの
シナリオを確認してください。
シナリオ1
1 つの抽出データソースがあり、毎日午前 5 時に実行されるように設定されている、スケ
ジュールされた更新が1 件あるとします。この例では、通常、Bridge がその時刻に更新
を完了するには 30 分かかります。
メールアラートに対して3 時間を指定すると、午前 8 時に更新が未完了であればその
時刻頃にメールが送信されます。
シナリオ2
シナリオ1 と同じデータソースがあり、以下の3 つのスケジュールのメールアラートに同じ
時刻が指定されているとします。
l
l
l

スケジュール 1 - 毎日午前 5 時に実行します
スケジュール 2 - 1 週間に2 回、火曜日と木曜日の午後 1 時に実行します
スケジュール 3 - 1 週間に1 回、土曜日の午前 0 時に実行します

この例では、Bridge が午前 5 時に更新を完了するのに30 分しかかからない可能性が
ありますが、営業時間中の場合には更新の完了に最大 3 時間かかる可能性がありま
す。
最初のシナリオと同様に、スケジュール1 の更新が午前 8 時までに完了しなかった場合
はメールが送信されます。"スケジュール1" の更新が完了しているかどうかに関係なく、"
スケジュール2" の更新が完了していない場合は火曜日の午後 4 時頃にメールが送信
されます。同様に、火曜日に何が起きたかに関係なく、"スケジュール2" の更新が火曜
日の午後 4 時までに完了しなかった場合はメールが送信されます。最後に、"スケジュー
ル3" の更新が午前 3 時までに完了しなかった場合はメールが送信されます。
l

メール アラートの時刻は、スケジュールされた更新の予想開始時刻に基づいている: 更
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新メールアラートで指定する時刻は、更新のスケジュールされた開始時刻 以降 の時間
です。メールアラートの頻度が多すぎる場合やまったくない場合には、時間を大きくして
メールアラートの頻度を減らすか、時間を小さくしてメールアラートの頻度を増やすこと
を検討してください。
既定値は 24 時間です。
l

レガシー スケジュールのメール アラートはオフにできない: メールアラートをオフにすること
はできませんが、メールアラートまでの時間を長くして、メールアラートが送信されるまで
にスケジュールされた更新が完了するようにできます。

l

更新失敗メールを有効にする必要がある: 更新失敗メールが(サイト管理者によって)
サイトで有効にされていることに加え、データソース所有者のアカウントで更新失敗メー
ルが有効になっている必要もあります。

クライアントが実 行 されていないときに電 子 メール アラートの受 信 を停 止 す
る
既定では、データソースにリンクされたBridge クライアントが実行されていないためにスケ
ジュールされた更新を開始できない場合、Tableau Cloud はデータソース所有者に通知する
ように構成されています。
この電子メールを受信する主な理由は 2 つあります。
l

クライアントが実行されているPC が稼働していない。

l

抽出データソースが、使用されなくなったクライアントに引き続き関連付けられている。

これらの理由のいずれかが当てはまる場合は、:1) クライアントがインストールされているマシン
がオンになっていて、クライアント自体が実行されていることを確認し、2) サイト管理者である
場合はサイトから未使用のクライアントを削除することを検討してください。サイト管理者でな
い場合は、クライアントからデータソースを削除できます。詳細については、スケジュールされた
更新がスケジュール外で実行中と表示される:を参照してください。
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Bridge の問題のトラブルシューティング
Tableau Bridge ワークフローのさまざまな部分で、Tableau Desktop およびTableau Cloud との
調整が必要です。実行しようとしているタスク、使用している参照元データ、データソースの接
続 (ライブまたは抽出)、発生している症状によっては、トラブルシューティングのいくつかのステッ
プで、クライアントそのものに加えて、この2 つの製品のいずれか、または両方で作業が必要に
なる場合があります。
これらの問題とその解決手順は、データソースの所有者またはサイト管理者に委ねられる場
合があります。

アップグレード後 の一 般 的 な問 題 の理 解
Bridge にアップグレードすると、Bridge 特有のワークフローに加えたいくつかの変更点に気づくか
もしれません。
15 分または 30 分の更新を修正できない
Online スケジュールは、Tableau Cloud が許す頻度でのみ更新できます。データソースをより頻
繁に更新する必要がある場合は、Bridge (レガシー) スケジュールを使用することを検討してく
ださい。
注: Bridge (レガシー) スケジュールを使用する場合、データソースの所有者は、データソースを
更新する指定クライアントにサインインしているユーザーと同じである必要があります。組織がク
ライアントを管理する方法によっては、サイト管理者がデータソースの所有権を取得する必要
がある場合があります。
「[この抽出を更新する] ボタンが見つからない」または「[更新を実行する場所を選択する] ボタ
ンが見つからない」を参照してください。
Bridge 2020.2 以降では、Bridge スケジュールは Tableau Cloud スケジュールと適切に統合さ
れ、Tableau Cloud スケジュールと同じ場所で直接アクセスして設定できます。Bridge スケ
ジュールの詳細については、Bridge 更新スケジュールの設定を参照してください。
[今すぐ実行] オプションが見つからない
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Tableau Cloud の[今すぐ実行] オプションは、Bridge (レガシー) スケジュールを使用するデータ
ソースの個々のデータソースページでは使用できません。ほとんどの場合、Bridge (レガシー)
スケジュールを使用するデータソースの手動更新は、データソースがリンクされているクライアン
トからのみ実行できます。
関係を使用するデータソースを更新できない
Bridge 2019.4 (以前) では、Tableau 2020.2 (以降) の関係を使用して作成されたデータ
ソースに対応していません。プライベートネットワークデータを最新の状態に保つには、最新
バージョンのクライアントを実行していることを確認してください。最新のクライアントを取得する
には、「Tableau ブリッジリリース」を参照してください。
[Bridge (レガシー) を使用するスケジュール] オプションが見つからない
Bridge はワークブックに埋め込まれたデータソースを更新できないため、[Bridge (レガシー) を
使用するスケジュール] オプションは、Tableau Cloud のワークブックページからは使用できませ
ん。Bridge (レガシー) (または Online) スケジュールを使用してデータソースを更新するには、
別々にパブリッシュされたデータソースを使用してワークブックを再パブリッシュします。
一部のデータソースがリストされていないか、クライアントで見つからない
Online スケジュールを使用するデータソース、または Online スケジュールを使用するためにス
ケジュールが移行されたデータソースは、クライアントから認識できません。サイト管理者は
[ジョブ] ページで、Online スケジュールを使用するデータソースを監視できます。詳細について
は、Bridge の更新ジョブについてを参照してください。
ライブクエリとBridge (レガシー) スケジュール(Bridge 2020.1 以前で作成されたスケジュールを
含む) を使用するデータソースは、クライアントに引き続き表示されます。

Bridge を見 つける
Bridge クライアント、または Bridge を使用するオプションが見つからない場合は、以下の提案
の1 つまたは複数を試してみてください。
Bridge インストーラーが見つからない
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クライアントをダウンロードするには、Tableau Web サイトのTableau Bridge リリースページに移
動し、ダウンロードボタンをクリックしてください。Bridge インストーラーおよびインストールプロセス
の詳細については、Tableau Cloud ヘルプのトピックBridge のインストールを参照してください。
マシンで Bridge が見つからない
マシンにクライアントをインストールした後、以下のいずれかのタスクを実行するとクライアントが
開きます。

l

デスクトップにあるBridge ショートカット(

l

デスクトップのWindows システムトレイでBridge アイコン(

l

) をダブルクリックする。
) をクリックする。

Windows ファイルエクスプローラーを使用し、Tableau Bridge を検索してクライアントを
見つける。

l

Tableau Desktop がこのクライアントと同じマシンにインストールされている場合は、
Tableau Desktop を開き、[サーバー] > [Tableau Bridge クライアントを起動] を選択す
る。
注: このタスクでは、Tableau Desktop 2018.2 以降を使用している場合に正しいクライア
ントが開かれます。Tableau Desktop 2018.1 以前を使用している場合は、[Tableau
Bridge クライアントを起動] オプションを使用すると、古いバージョンのクライアントが開き
ます。

パブリッシュダイアログで Bridge オプションが見つからない
パブリッシュダイアログにBridge オプションが表示されない理由は、Tableau Cloud に何 (データ
ソースまたはワークブック) をパブリッシュしているかによって異なります。
データソースをパブリッシュしている場合:
l

データソースはファイルベースです。そのため、Bridge を使用するオプションは、Tableau
Cloud へのデータソースのパブリッシュに成功した後に表示されます。
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データソースのパブリッシュに成功すると、[パブリッシュ完了] ダイアログが表示されます。
このダイアログでは、Tableau Cloud の使用時にファイルベースのデータソースをBridge
を使って更新するスケジュールを設定できます。Tableau Cloud の使用時にBridge を
使って更新するスケジュールを設定する方法について詳しくは、Bridge 更新スケジュー
ルの設定を参照してください。
l

データソースは Tableau Cloud が直接アクセスできるデータに接続します。
Tableau Cloud がデータソースに直接アクセスできる場合は、データを最新に保つため
にBridge を使用する必要はありません。データに直接アクセスするためにTableau が
使用可能なコネクタのリストについては、クラウドプラットフォームでホストされているデー
タへの直接接続の許可を参照してください。

l

データソースは、Bridge がサポートしていないデータに接続します。
Bridge がサポート可能なコネクタのリストについては、サポートする接続を参照してくだ
さい。

ワークブックをパブリッシュしている場合:
l

このワークブックには、個別にパブリッシュする必要がある埋め込みデータソースが含まれ
ています。
データソースを個別にパブリッシュするには、[Tableau Cloud にワークブックをパブリッシュ]
ダイアログボックスの[データソース] で[編集] をクリックします。[パブリッシュのタイプ] ド
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ロップダウンで[個別にパブリッシュ] を選択します。

インストールの問 題 の解 決
macOS または Linux を使用している
Bridge は macOS または Linux オペレーティングシステムではサポートされていません。Bridge を
使用するには、Windows マシンを使用する必要があります。他のシステム要件の詳細につい
ては、Bridge を使用した接続を参照してください。
マシンのローカル管理者
ログインしているWindows ユーザーアカウントは、ローカル管理者グループのメンバーである必
要があります。最低インストール要件の詳細については、ブリッジをインストールする前にを参照
してください。システム要件の詳細については、Bridge クライアントについてを参照してください。
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サインインの問 題 の解 決
複数の Tableau Cloud サイトで作業を行っている、または Bridge が誤ったサイトにサインイ
ンしている
クライアントが関連付けられているTableau Cloud サイトで正しいユーザー名とパスワードを入
力していることを確認してください。サイトで保存されているユーザー名とパスワードが誤ってい
る、またはクライアントが誤ったサイトにサインインしている疑いがある場合は、クライアントの[リ
ンク解除] オプションを使用してサイトとの関連を削除し、パスワードを消去してください。

スケジュールされた更 新 の問 題 に関 する原 因 の特 定
スケジュールされた更新が期待通りに実行されていないことを示す症状にはいくつかあります。
症状には以下のものなどがあります。
l

サイト管理者またはデータソース所有者に、Tableau Cloud でスケジュールされた更新を

l

完了できなかった旨のアラートが表示される。
サイト管理者またはデータソース所有者に、Tableau から、Bridge の更新が完了できな

l

かった旨のメール通知が届く。
データソースの所有者に、Bridge クライアントが実行されていないためにBridge の更新が

l
l

スケジュールどおりに開始できなかった旨のメール通知が届く。
クライアントで、更新を完了できなかったデータソースの隣にアラートが表示される。
ビューのデータが古い。

上記の症状のいずれかに状況が該当する場合には、以下の手順に従ってください。この手
順を行っても問題が解決しない場合は、手順の下にあるタスクの1 つまたは複数を試し、更
新に関する問題の原因を特定してください。
1. クライアントを開いてデータソースをクリックし、[詳細] ボタンをクリックしてエラーメッセー
ジを確認します。
2. エラーメッセージで更新の問題を解決できるだけの十分な情報が得られない場合は、
Tableau ナレッジベースに移動し、更新の問題について検索してください。
重要: クライアントのバージョン2018.2 ～ 2018.3 を実行中に"There was a problem and the
data engine could not start properly (問題が発生しているため、データエンジンを正常に開始
できませんでした)" というエラーメッセージが表示される場合は、バージョン2019.1 以降にアッ
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プグレードすることを強くお勧めします。詳細については、Tableau ナレッジベースの記事
「Tableau Bridge でのデータ更新時のエラー"There was problem and the data engine could
not start properly"」を参照してください。
Tableau ナレッジベースで具体的な問題が扱われていない場合には、以下のタスクの1 つまた
は複数を試してください。
l

クライアントで認証情報を検証する: データソースで認証が必要な場合、Tableau Cloud
でデータベース認証資格情報が既に参照されていても、クライアントで正しいデータベース
認証資格情報が参照されていることを確認します。クライアントでのデータベース認証資格
情報の埋め込みの詳細については、Bridge (レガシー) のデータベースの認証資格情報の

l

埋め込みまたは更新 を参照してください。
クライアントをアップグレードする: 最新バージョンのクライアントにアップグレードします。最新
バージョンのクライアントは、Tableau Web サイトの Tableau Bridge リリースページから入
手できます。インストールの詳細については、Bridge のインストールを参照してください。

注: Bridge 2018.2 ～ 2018.3 で抽出更新が実行できなくなる問題が発生するため、
Bridge 2019.1 以降にアップグレードすることを強くお勧めします。
l

l

クライアントが実行中であることを確認する: クライアントがインストールされているマシンに
ログオンし、クライアントが実行中であることを確認します。クライアントが実行中であることを
確認したら、データソースの手動更新を実行するか、次のスケジュールされた更新が行わ
れるまで待機します。
ファイルベースのデータソースが UNC パスを使用していることを確認する: Bridge (レガ
シー) スケジュールを使用して、ファイルベースのデータソースを操作している場合には、
クライアントがUNC パスを参照していることを確認してください。詳細については、データ
ソースのファイルパスの変更を参照してください。

l

アプリケーションモードまたはサービスモードの要件が満たされているか確認する: クライ
アントがアプリケーションモードで実行するように設定されている場合は、クライアントを実
行しているマシンにログオンし、スケジュールされた更新が完了するようにする必要があり
ます。クライアントがサービスモードで実行するように設定されている場合は、クライアント
を実行しているマシンにログオンする必要はありません。ただし、マシンの電源は入ってい
る必要があります。

l

データソースのすべての接続が Bridge でサポートされていることを確認する:
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複数接続データソース(つまり、クロスデータベース結合を使用するデータソース) を更
新する場合は、データソース内のすべての接続がBridge でサポートされていることを確
認します。1 つ以上の接続がサポートされていない場合、Bridge は、サポートされてい
ない接続が削除されるまでデータソースを更新することができません。サポートされるコ
ネクタのリストについては、サポートする接続を参照してください。データソースから接続
を削除するには、Tableau Desktop でデータソースを編集する必要があります。詳細に
ついては、Tableau ナレッジベースの「パブリッシュされたデータソースの編集」を参照し
てください。
l

データソースを手動で更新する: データソースを手動で更新すると、問題の原因がクラ
イアントにあるのか、または Desktop からのパブリッシュやデータソース自体など、Bridge
ワークフローの異なる部分にあるのかを判断するのに役立ちます。
l

クライアントから- 問題がクライアントにより管理されるスケジュールされた更新のう
ち特定のもので隔離されるか、すべてのもので隔離されるかを判断するには、パ
ブリッシュされたデータソースの手動更新をクライアントより実行します。
1. クライアントを開きます。
2. 更新を手動で開始するには、スケジュールの更新が動作していないデータ
ソースにカーソルを合わせ、[今すぐ実行] アイコン(

) をクリックします。

手動更新に成功する場合は、更新の問題に関する一時的な解決策になりま
す。更新に成功しない場合は、クライアントでエラーを確認し、問題の解決に役
立ててください。
l

Tableau Desktop から- 問題がクライアントの問題か、パブリッシュされたデータ
ソースの問題かどうかを判断するには、Tableau Desktop からデータソースの手
動更新を行うことができます。
1. Tableau Desktop を開きます。
2. [接続] ペインで [Tableau Server] をクリックし、更新されていないパブリッ
シュされたデータソースに接続します。
3. [データ] メニューでデータソースを選択し、[Tableau データサーバー] >
[ソースから更新] を選択します。
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ソースからの更新に成功する場合は、更新の問題に関する一時的な解決策に
なります。更新に成功せず、クライアントに同じエラーが表示される場合は、
Tableau Web サイトでTableau テクニカルサポートにお問い合わせください。
l

Tableau Desktop から、データソースのローカル コピーを作成する- 問題がパブ
リッシュプロセスや Tableau Cloud 全般にないことを判断するには、まずローカル
コピーを作成し、パブリッシュされたデータソースの更新を手動で行います。
1. Tableau Desktop を開きます。
2. [接続] ペインで [Tableau Server] をクリックし、更新されていないパブリッシュ
されたデータソースに接続します。
3. [データ] メニューからデータソースを選択し、[ローカル コピーの作成] を選択
します。
4. [データ] メニューからデータソースのローカル コピーを選択し、[更新] を選択し
ます。
データソースのローカルコピーからの更新に成功する場合は、更新の問題に関す
る一時的な解決策になります。問題はパブリッシュプロセスにあると考えられま
す。

l

Tableau 抽出コマンドラインユーティリティを使用してデータソースを更新する: Tableau
抽出コマンドラインユーティリティを使用してデータソースを更新することは、問題がクライ
アントに固有のものであるのか、または問題がデータソースや Bridge ワークフローの他の
部分にあるのかを切り分ける別の方法です。この方法も抽出を更新する自動的な方
法または一時的な方法となります。Tableau 抽出コマンドラインユーティリティの設定と
使用の詳細については、コマンドラインからの抽出更新タスクの自動化を参照してくださ
い。
コマンドラインユーティリティからの更新に成功する場合は、更新の問題に関する一時
的な解決策になります。更新に成功しない場合は、Tableau テクニカルサポートにお問
い合わせください。

l

スケジュールされた更新がスケジュール外で実行中と表示される:
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Tableau Cloud を2019.2 にアップグレードした後、クライアントが実行されていないた
め、今後スケジュールされている更新を開始できない場合、データソースの所有者が
複数のメール通知を受信することがあります。データソース所有者は、所有する最大
10 個のデータソースに対して1 日あたり最大 5 件のメール通知を連続で受け取ること
ができるため、スケジュールされた更新がスケジュールされた時間外に実行されていると
表示されることがあります。データソースの所有者は、次の理由で通知を受け取ること
があります。
l

クライアントを実行しているマシンが稼働していない。このシナリオで通知を停止す
るには、クライアントがインストールされているマシンが稼働していること、および今後
スケジュールされている更新が発生する前にクライアント自体が実行されていること
を確認します。または、抽出データソースを定期的に更新する必要がない場合は、
スケジュールを削除し、必要に応じてクライアントから手動で更新を行うことを検討し
てください。スケジュールの削除に関する詳細については、Bridge を介したデータ更

l

新の停止 を参照してください。
抽出データソースが、使用されなくなったクライアントにも継続して関連付けられ
ている。このシナリオで通知を停止するには、サイトの管理者としてクライアントをサ
イトから削除できます。詳細については、サイトからクライアントを恒久的に削除す

るを参照してください。
サイト管理者でない場合は、次の点を考慮してください。
l 抽出データソースを更新する必要がない場合は、
クライアントからデータ
ソースを削除できます。詳細については、データソースをクライアントから削

l

除するを参照してください。
抽出データソースを更新する必要がある場合 (稀ではあるが) は、その抽出
データソース(およびそのスケジュール) に関連付けられているクライアントを
変更することができます。詳細については、Bridge クライアントの設定の変

更 を参照してください。
更新によって、JDBC ベースの接続を使用するデータソースへの応答が停止します
注: Bridge では、JDBC ドライバーを使用してサポートされていないデータベースに接続する
データソースに対して限定的なサポートが提供されます。詳細については、コネクタのサポート
の制限を参照してください。
接続がJDBC ベースのドライバーに依存している抽出データソースを更新すると、CPU また
は RAM の急増により、タイムアウトエラーで失敗したり、更新自体によって応答が停止した
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り、またはハングしたりする可能性があります。ほとんどの場合、これらの更新の問題は、JDBC
ベースの接続が、リソースの大量消費をサポートする十分なハードウェアがないマシン上のクラ
イアントによって処理されていて、そのJDBC ベースの接続を使用するデータソースで複数の同
時更新を行っているときに発生する可能性があります。このタイプの問題を解決するには、次
の推奨事項を確認してください。
l

組織内のクライアントを管理しているサイト管理者の場合は、My Tableau Bridge
Repository のログフォルダーで、ログファイルjprotocolserver_<process_id> および
stdout_jprotocolserver_<process_id> を確認してください。その後、次のいずれかを行
います。
l

l

l

クライアントが許可する同時更新の数を減らします。詳細については、Bridge プール

のサイズの管理 を参照してください。
リソースを大量に消費するJDBC ベースの接続をより適切に処理するために、
Bridge クライアントを実行しているマシンの CPU コアとRAM を増やすことを検討して
ください。

データソースの所有者である場合は、代わりにTableau ネイティブコネクタを使用するよ
うにデータソースを更新してください。詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「サ
ポートされるコネクタ」を参照してください。

ネットワークタイプを変更した後の更新に関する問題
データソースに関連付けられているネットワークタイプをTableau Cloud からプライベートネット
ワークに、またはプライベートネットワークからTableau Cloud に更新した後は、データソースに
関連付けられている既存のスケジュールを再作成する必要があります。詳細については、ネッ
トワークタイプの切り替えについてを参照してください。
Mac 上の Tableau Desktop からパブリッシュされたファイルベースのデータの更新に関する問
題
1) Mac で Tableau Desktop を使用し、2) Windows ネットワークファイル共有からファイルベースの
データソースをパブリッシュして、3) Online スケジュールを構成すると、更新は失敗します。このファ
イル ベースのデータソースが組織のビジネスに不可欠なリソースである場合は、代わりにBridge
(レガシー) スケジュールを構成することを検討してください。詳細については、「 Bridge (レガシー) ス

ケジュールの設定 」を参照してください。
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ライブクエリの問 題 に関 する原 因 の特 定
ライブクエリに関する問題は通常、オプションが有効になっていないこと、または Bridge がデー
タソースのタイプをサポートしていないことが原因です。
"ライブ" データソースがクライアントのリストにない
"ライブ" データソースがクライアントに表示されるには、いくつかの点が必要です。最初に、サイ
ト管理者はサイトのプールを有効にする必要があります。次に、サイト管理者は少なくとも1
つのクライアントをプールに追加する必要があります。最後に、データソースをライブ接続を使
用してパブリッシュする必要があります。"ライブ" データソースがクライアントに表示されるには、
3 つの要素すべてが必要です。
ライブ接続を使用してパブリッシュするオプションまたは [ライブデータソースへの接続維持] オ
プションが見つからない
Bridge を使用してプライベートネットワークのデータソースのライブクエリをサポートするオプショ
ンが、Tableau Cloud のサイト管理者によってプールを通じて有効にされている必要がありま
す。このオプションをパブリッシュ時に利用できない場合には、オプションを有効にするためにサ
イト管理者に連絡することを検討してください。サイト管理者は、Bridge クライアントのプール
の構成を参照してください。
データベースの認証資格情報が要求される
データソースにデータベースによる認証が必要な場合には、パブリッシュの際に認証資格情報
をデータソースに埋め込む必要があります。パブリッシュの際に認証資格情報をデータソース
に埋め込んでいない場合には、Tableau Cloud でパブリッシュされているデータソースに認証
資格情報を追加できます。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページの [接続] タブで、接続の横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [アクション] メニューで、[接続の編集] をクリックします。
4. [接続に埋め込まれたパスワード] を選択し、必要なデータベース認証資格情報を入力し
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ます。

ファイルベースまたは統計ファイルベースのデータソースを操作している
Bridge は、ファイルベースまたは統計ファイルベースのデータソースへのライブ接続を使用する
データソースをサポートしていません。これらのタイプのデータソースでデータを最新に保つには、
代わりに抽出をパブリッシュし、各データソースの更新スケジュールを設定します。Bridge がサ
ポートするコネクタのリストについては、サポートする接続を参照してください。更新スケジュール
の設定に関する詳細については、Bridge 更新スケジュールの設定を参照してください。
データソースがクライアントで "ライブ" として表示されない:
データソースがクライアントで"ライブ" として表示されない場合、データソースは抽出としてパブ
リッシュされた可能性があります。データソースが抽出としてパブリッシュされたことを検証するに
は、以下のステップに従ってください。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、データソースに[抽出の更新] タブまたは抽出アイコン(

) がある

かを確認します。このタブがデータソースに表示されている場合には、抽出としてパブリッシュ

Tableau Software

795

Tableau Cloud ヘルプ
されました。

この問題を解決するには、Tableau Desktop からデータソースを再パブリッシュし、[ライブデー
タソースへの接続維持] オプションを選択していることを確認してください。このオプションは、
Bridge にデータへのライブ接続を維持するように伝えます。
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クライアントがアプリケーションモードを実行している
Bridge 2018.2 以降を使用している場合は、サイト管理者がプールを有効にした後、ライブク
エリはアプリケーションモードとサービスモードの両方でサポートされます。しかし、クライアントが
アプリケーションモードを実行している場合、データを最新に保つにはログオンする必要がありま
す。
Bridge 2018.1 以前を使用している場合は、サイト管理者がライブクエリを有効にしていても、
Bridge はアプリケーションモードでライブクエリをサポートできません。ライブクエリをサポートする
には、クライアントがサービスモードで実行している必要があります。
アプリケーションモードまたはサービスモードでのクライアントの実行の詳細については、アプリ
ケーションモード対サービスモードを参照してください。

その他 のよくある問 題 を理 解 する
クライアントにデータソースのリストが入るまでに遅延がある
クライアントにデータソースのリストが読み込まれるときに、わずかな遅延 (通常は数秒) がありま
す。これは予想されている動作です。クライアントは、データソースのリストを取得し、この情報
を表示するためにTableau Cloud への問い合わせを行っています。
クライアントで「リンクされたデータが見つかりません」
クライアントに緑色のインジケーターと「接続済み」ステータスが表示されるものの、「リンクされた
データが見つかりません」とも表示される場合には、表示されると想定されるデータソースのタイ
プに基づき、以下の提案を確認してください。
Bridge (レガシー) スケジュールを使用する抽出データソースがクライアントに表示されると想定
している場合には、以下を試してください。
l

抽出の更新スケジュールが正しいクライアントに割り当てられていることを確認してくださ
い。詳細については、Bridge クライアントの設定の変更を参照してください。

ライブ接続を使用するデータソース、または Online スケジュールを使用する抽出データソース
が表示されると想定している場合は、以下のうち1 つまたは複数を試してください。
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データソースがライブ接続を使用してパブリッシュされたことを確認してください。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. データソースページで、データソースに[抽出の更新] タブまたは抽出アイコン(

)

があるかを確認します。このタブがデータソースに表示されている場合には、抽出と
してパブリッシュされました。

l

ライブ接続を使用するデータソースを支援するために、少なくとも1 つのクライアントが
プールの一部であることを確認します。これを行うためには、サイト管理者にお問い合
わせください。サイト管理者は、サイトとクライアントのプールが有効になっていることを確
認してください。詳細については、Bridge クライアントのプールの構成を参照してくださ
い。

クライアントの赤色のインジケーターと「接続解除済み」ステータス
クライアントに赤色のインジケーターと「接続解除済み」ステータスが表示される場合には、以
下に記載する順で、以下のタスクを実行してみてください。
1. クライアントメニューで [修復] をクリックしてください。
2. ステップ1 で問題が解決しない場合は、[モード] ドロップダウンメニューから[アプリケーショ
ン] を選択し、数秒間待機します。[サービス] に戻り、さらに数秒間待機します。
3. ステップ2 で問題が解決しない場合は、マシンを再起動します。進行中のスケジュールされ
た更新がないことを確認します。
クライアントが「ロックダウン」されたマシンで実行されている場合に、クライアントに赤色のイン
ジケーターと「接続解除済み」ステータスが表示されることがあります。これは、クライアントが最
小セットのドメインへの接続に制限されていることを意味しています。クライアントが動作のため
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に接続する必要がある最小セットのドメインのリストについては、セキュリティに関するその他の
考慮事項を参照してください。
サブスクリプションのメールが届かない
データの更新によって開始されるサブスクリプションは、データを最新の状態に保つために
Bridge に依存するビューおよびワークブックではサポートされていません。次の条件が当てはまる
場合、サブスクリプションを受信しません。1) サブスクリプションがデータ更新時に受信するように
構成されている。2) サブスクライブするビューまたはワークブックがBidge を使用した抽出データ
ソースの更新に依存している。このシナリオでサブスクリプションを使用するには、代わりに[選択
したスケジュール] を使用するようにサブスクリプションを構成することを検討してください。詳細に
ついては、サブスクリプションのトラブルシューティングを参照してください。
[接続のテスト] ボタンはグレー表示されています
Tableau Cloud で接続を編集すると、[接続のテスト] ボタンがグレー表示される場合がありま
す。接続でカスタムSQL または初期 SQL を使用しているため、このボタンがグレー表示される
場合があります。このボタンを使用して接続をテストする代わりに、手動更新を実行して接続
をテストすることを検討してください。手動更新の実行の詳細については、手動での更新タスク
の開始を参照してください。

よくあるエラーを理 解 する
Bridge の使用中に以下のいずれかのエラーが表示される場合があります。
"An error occurred while communicating with Tableau Server: Tableau Bridge
does not have a client configured for your site to handle live connections. (Tableau
Server との通信中にエラーが発生しました: Tableau Bridge ではライブ接続を処理するため

にサイトに対してクライアントが構成されていません。)" または "Cannot connect to
database (データベースに接続できません)"
このエラーは、Bridge によってデータの鮮度が保たれている、パブリッシュされたデータソースに接
続する際に表示される場合があります。これらの問題を解決するには、以下のタスクを記載さ
れた順に試してください。
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クライアントがプールに追加されていることを確認します。これを行うためには、サイト管
理者にお問い合わせください。サイト管理者は、サイトと少なくとも1 つのクライアントの
プールが有効になっていることを確認してください。詳細については、Bridge クライアント
のプールの構成を参照してください。

l

クライアントに緑色のインジケーターと「接続済み」ステータスが表示されることを確認し
てください。赤色または「接続解除済み」ステータスが表示される場合には、クライアン
トの赤色のインジケーターと「接続解除済み」ステータスを参照してください。

"This data source requires a correct file path (このデータソースには正しいファイル パス

が必要です)" または"Unable to refresh data source because of an unsupported
operation (サポートされていない動作のため、データソースを更新できません)"
ファイルベースまたは統計ファイルベースのデータソース(Bridge (レガシー) スケジュールを使用
している) を操作している場合、クライアントが参照するパスは、UNC パスではなく、マッピング
されたドライブパスであるため、このエラーが表示される場合があります。この問題を解決する
には、クライアントでファイルの場所のパスを更新する必要があります。詳細については、データ
ソースのファイルパスの変更を参照してください。
Tableau Cloud で更新中に次のエラーが表示される場合があります。
"Error: Failed to queue n tasks (エラー: n 個のタスクをキューに入れることができませんで
した)"
このエラーは、複数のデータソースで[今すぐ実行] オプションを選択していて、1 つまたは複数
のデータソースがファイルデータに接続している場合に発生することがあります。[今すぐ実行]
オプションは、Online スケジュールを使用するデータソースのみに対して使用できます。
仮想接続

仮想接続を作成しようとしているときに、以下のいずれかのエラーが表示される場合がありま
す。
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INVALID_ARGUMENT:
"INVALID_ARGUMENT: Can't display the view because of Tableau Cloud site
settings that affect the data source used by this view. Contact your site administrator
to connect at least one Tableau Bridge client to the site. (INVALID_ARGUMENT:
Tableau Cloud のサイト設定が、このビューで使用されるデータソースに影響を及ぼして

いるため、ビューを表示できません。サイト管理者に連絡して、少なくとも1 つの Tableau
Bridge クライアントをサイトに接続してください。)"
このエラーは、プライベートネットワークデータを接続する仮想接続のデータ更新タスクを
実行するためのBridge 2021.4 クライアントがプールにない場合に発生する可能性があ
ります。このエラーを解決するには、サイト管理者に連絡して、バージョン2021.4 クライア
ントが実行されていて、接続状態にあり、プールが参照元データが配置されているドメイ
ンにマッピングされていることを確認してください。
l

UNKNOWN:
"UNKNOWN: There was an unknown connection error to the database. The error
message below has additional information, but you might need to ask the database
administrator to review the database logs. (不明 : データベースへの不明な接続エラーが

ありました。以下のエラーメッセージには追加情報がありますが、データベース管理者に
データベースログの確認を依頼する必要がある場合があります。)"
このエラーは、仮想接続の参照元データが配置されているドメインが特定のBridge プー
ルにマッピングされていない場合に発生する可能性があります。このエラーを解決するに
は、サイト管理者に連絡して、参照元データが配置されているドメインがBridge プール
にマッピングされていて、少なくとも1 つのBridge 2021.4 クライアントが接続状態で実行
されており、プールに割り当てられていることを確認してください。

ログファイルの準 備 とTableau テクニカル サポートへの送 信
この記事にあるトラブルシューティングステップを行ってもBridge の問題の隔離や解決に役立た
ない場合は、Tableau にサポートを求めることができます。Tableau にサポートを依頼する前
に、Tableau による問題の診断と解決に必要な Bridge クライアントのログファイルを収集・送
信するため、以下のステップを行うことを検討してください。
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クリーンログファイルの準備

1. マシンでクライアントを閉じます。
l

クライアントがアプリケーションモードを実行している場合、クライアントメニューよ
り[終了] を選択します。

l

クライアントがサービスモードを実行している場合、クライアントをアプリケーション
モードに変更してから、クライアントメニューより[終了] を選択します。

2. My Tableau Bridge Repository フォルダーに移動し、これを開きます。
My Tableau Bridge Repository フォルダーの既定の場所は
C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Bridge Repository です。
3. My Tableau Bridge Repository フォルダーで、Log フォルダーの名前を変更し、Logs_
archive などにします。このフォルダーの名前を変更すると、クライアントは新しい"Logs"
フォルダーを作成します。
4. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。
5. Tableau Bridge のbin フォルダーに移動します。C:\Program Files\Tableau\Tableau
Bridge\bin などです。
6. 次のコマンドを実行します。TabBridgeClient.exe -DLogLevel=Debug
注: 上記のコマンドでは大文字と小文字が区別されます。コマンドを記載通りに入力し
ないと、ログファイルで問題の診断に役立てるために必要な詳細レベルで問題がキャプ
チャされません。
このステップの後、クライアントは自動的に開きます。
問題の再現

クライアントで新しいログファイルを作成する準備ができたら、Bridge で問題を再現してみてく
ださい。問題を再現すると、新しいログファイルは問題についての具体的な内容をキャプチャ
できます。これらの詳細な内容は、Tableau が問題を隔離、診断、および解決するために非
常に重要です。

802

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
ログファイルの送信

1. 問題を再現した後、Windows システムトレイでBridge アイコンを右クリックし、[終了] を
選択してBridge を停止します。このステップにより、すべてのエラーがログファイルに記録
されます。
2. Windows ファイルエクスプローラーを使用して、My Tableau Bridge Repository フォル
ダーに移動し、これを開きます。
3. Logs フォルダーを右クリックし、[送信先] > [圧縮フォルダー] を選択します。
4. Tableau Web サイトでTableau テクニカルサポートにお問い合わせください。
注: ステップ2 で作成した.zip ファイルが5 MB より大きい場合は、Tableau ナレッジベー
スの「大きなファイルの送信」を参照してください。
5. Bridge を見つけて起動します。クライアントが以前にサービスモードで実行されていた場
合は、クライアントで[サービス] が選択されていることを確認します。

Bridge の展開計画
サイト管理者としてTableau Bridge を初めて設定する場合やアップグレードする場合、組織に
合わせてBridge を最適化する上で、一連の推奨事項、ベストプラクティス、従うべき計画タス
クがあります。
Bridge の概要については、「Bridge を使用してデータを最新に保つ」を参照してください。

Bridge を展 開 する前 に
Bridge を展開する前に、Bridge のさまざまなコンポーネント、それらのコンポーネントが連係する
しくみ、それらのコンポーネントがBridge の展開に与える影響について、サイト管理者として次
の情報を確認して理解します。
Bridge ソフトウェア

Bridge は追加費用なしで提供されるスタンドアロンソフトウェアであり、Tableau Cloud と組み
合わせて使用します。Bridge は、プライベートネットワークのデータとTableau Cloud が接続で
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きるようにするために、ファイアウォールの背後にインストールするシンクライアントです。
通常、複数のクライアントやクライアントのプールの設定と管理を組織内で担います。詳細に
ついては、「管理モデル」を参照してください。
推奨バージョン

最新のセキュリティと最新機能の更新プログラムを利用するには、Tableau Bridge リリースの
ページから常に最新バージョンのBridge クライアントをインストールしてください。詳細について
は、Bridge のインストールのトピックを参照してください。
注:
l

クライアントは一度に1 つのサイトのみに登録できます。

l

サイトに登録できるクライアント数に制限はありません。

データベースドライバー

プライベートネットワークのデータとTableau Cloud が接続できるようにするには、Bridge がデー
タベースと通信するためのドライバーが必要となります。一部のドライバーソフトウェアはクライ
アントと共にインストールされます。その他のドライバーソフトウェアは、別途ダウンロードしてイ
ンストールする必要があります。詳細については、「Bridge のインストール」トピックの「Bridge の
インストール」セクションを参照してください。
推奨されるソフトウェアとハードウェア

Bridge はスケールアップとスケールアウトをできるように設計されています。Bridge の展開を設
計する際は、次の点を考慮してください。
l

スペックの高いマシンで小さなクライアントのプールを実行している場合、各クライアント
をスケールアップして、スケジュールされた更新ジョブをより多く並行して実行できます。

l

スペックの低いマシンで大きなクライアントのプールを実行している場合、各クライアント
が並行して実行できる更新ジョブの数は減りますが、各クライアントはプール全体に高
いスループットと収容力を提供できます。

プールの詳細については、「プールの収容力」を参照してください。
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オペレーティングシステムおよびその他
Bridge は、サポートされている任意のバージョンのMicrosoft Windows オペレーティングシステム
にインストールできます。
1 つのオペレーティングシステムにインストールできるBridge クライアントは 1 つだけです。
l
l
l

Microsoft Windows 10 以降、64-bit
Windows Server 2012 以降
CPU は SSE4.2 および POPCNT 命令セットをサポートする必要があります

更新の同時実行に基づくハードウェアの推奨最小要件
次の表は、Bridge を実行する仮想環境のハードウェアに関するガイドラインを示しています。こ
のガイドラインは、各クライアントを並列して実行するために必要な同時更新数に基づいてい
ます。
クライアントごとに並列して実行する更新数
<=5

<=10

vCPU

4

8

RAM

16 GB

32 GB

NVMe SSD

150 GB

300 GB

仮想環境
Tableau のすべての製品は、適切な動作環境のWindows オペレーティングシステムと最低限
のハードウェア要件を満たして構成されている限り、仮想化された環境でも動作します。
l
l
l
l
l
l

Citrix 環境 (非ストリーミング)
Microsoft Hyper-V
Parallels
Vmware
Microsoft Azure
Amazon EC2
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必要なアカウント

Bridge の展開に必要なアカウントには、Windows サービスアカウントとTableau Cloud アカウ
ントの2 種類があります。
Windows サービスアカウント
Bridge クライアントは、アプリケーションモードとサービスモードの2 つのモードのいずれかで動
作します。サービスモードでクライアントを実行するには、Windows サービスアカウントが必要
です。サービスモードでは、専用のログオンユーザーでなくてもクライアントを継続的に実行で
きます。サービスモードが推奨されるのは、1) プライベートネットワークのデータへライブ接続す
るデータソースまたは仮想接続と、2) クライアントの負荷分散 (プール) をサポートするためで
す。各モードの詳細については、「Bridge クライアントについて」を参照してください。
重要: 1 つのWindows サービスアカウントで実行するクライアント数は、10 個以下にすること
をお勧めします。
Tableau Cloud アカウント
Tableau Cloud によるクライアントの認証は、クライアントにサインインしてクライアントを管理し
ているユーザーで行います。そのため、プールへのクライアントの追加や削除のような特定の管
理タスクを実行するには、クライアントとTableau Cloud サイトの両方で、Tableau Cloud サイ
ト管理者のアカウントが必要です。
Bridge を管理するには、次のサイトの役割のいずれかが必要です。
l

サイト管理者 Creator

l

サイト管理者 Explorer

管理者のサイトロールではないCreator とExplorer は、データソースをパブリッシュし、データを
更新し、Bridge を使用してライブ接続と抽出接続をTableau Cloud とプライベートネットワー
クのデータとの間に設定することができます。仮想接続をパブリッシュし、Bridge でデータを最
新の状態に保つためには、Creator または Explorer のロールとData Management が必要で
す。
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サポートする接 続
サイト管理者として展開を計画する際は、ユーザーが接続しているデータ、使用している接続
の種類、接続の種類によってデータソースや仮想接続の管理のしかたが変わることを知ること
が重要です。
データ型

Tableau Cloud は、クラウドプラットフォームでホストされたデータへの接続をサポートしていま
す。それらのデータへは、通常パブリックインターネットやファイアウォールの外側からアクセスでき
ます。ファイアウォールの内側にあるプライベートネットワークからのみアクセス可能なデータに
は、Bridge を使用する必要があります。
Bridge がサポートするプライベートネットワークのデータは、一般に次の3 つのカテゴリに分類で
きます。
l

リレーショナル データ- 例として、Microsoft SQL Server、MySQL、PostgreSQL、
Oracle、Teradata、さらには Amazon RDS にホストしたPostgreSQL があります。

l

ファイル データ- 例として、Microsoft Excell、テキスト、統計ファイルがあります。

l

一部のクラウドデータ(プライベートネットワークからのみアクセス可能なもの) - 例として、
Redshift、Teradata、Snowflake があります。

プライベートネットワークのデータへの接続を確立すると、接続情報がTableau データソースま
たは仮想接続と共に保存されます。Bridge はその接続情報を使用して、プライベートネット
ワークのデータとTableau Cloud が接続できるようにします。
データ接続

Bridge がサポートするデータソースまたは仮想接続は、プライベートネットワークのデータと
Tableau Cloud の間の接続を使用します。データソースまたは仮想接続が使用できる接続タ
イプは、次の2 つのいずれかです。
l

ライブ接続 (ライブクエリとも呼ばれます): ライブ接続を使用する設定のデータソースで
は、データをリアルタイムに更新できます。参照元データの変更は、Bridge のライブクエリ
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を介して、Tableau Cloud にパブリッシュされたデータソース(またはそのデータソースを
使用するワークブック) または仮想接続に反映されます。
l

抽出接続: 抽出接続を使用する設定のデータソースでは、データのスナップショットを
行えます。これらのスナップショットを、Bridge オンライン更新スケジュール(以前の推奨
スケジュール) または Bridge (レガシー) スケジュールに従って更新すると、参照元データ
への変更を取得することができます。その後これらのスナップショットは、Tableau Cloud
にパブリッシュされたデータソース(またはそのデータソースを使用するワークブック) または
仮想接続に対してプッシュされます。スケジュールの詳細については、「データの鮮度」
を参照してください。

サポートする接続タイプは、データソースまたは仮想接続が接続されているデータによって異
なります。Bridge は、ほとんどのリレーショナルデータに対してライブクエリをサポートします。ファ
イルデータを含むその他のデータの場合は、抽出接続のみをサポートします。詳細について
は、「Bridge の例外」を参照してください。
データの鮮度

Bridge は、ライブクエリと更新スケジュールを使用して、データソースまたは仮想接続を最新
の状態に保ちます。
抽出接続用に設定されたデータソースまたは仮想接続の場合、Bridge は更新スケジュール
を使用します。データを最新の状態に保つためにコンテンツ所有者が作成できるスケジュール
には、Online とBridge (レガシー) の2 種類があります。
l

Online スケジュールを使用すると、コンテンツ所有者は Tableau Cloud から直接
Bridge データソースを管理できます。
Bridge 2021.4.3 以降、ファイルベースのデータソースは Online スケジュールを使用して
更新できます。

l

Bridge (レガシー) スケジュールでは、更新を実行するクライアントを指定する必要があ
ります。クライアントを指定することで、データソースの所有者が更新を実行できます。
データソースの所有者は、自分のTableau Cloud 認証資格情報を使用して既に認
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証されているかサインインしているクライアントにのみ、Bridge (レガシー) スケジュールを割
り当てることができます。
スケジュールの種類によって、サポートしている更新の同時処理が異なります。詳細について
は、「プールの収容力」を参照してください。
スケジュールの比較

次の表は、プライベートネットワークのデータを最新に保つためのOnline スケジュールとBridge
(レガシー) スケジュールの主な違いを示しています。

サポートされて

Online スケジュール

Bridge (レガシー) スケジュール

リレーショナルデータ

リレーショナルデータ

ファイルデータ

ファイルデータ

いるデータ型

プライベートクラウドデータ
コンテンツ管理

データソースの所有者

サイト管理者またはデータソースの所
有者 (クライアント管理タスクを誰が担う

クライアント管

仮想接続の所有者

かで異なる)

サイト管理者

サイト管理者またはデータソース所有

理

者 (データソース管理タスクを誰が担う
かで異なる)

スケジューリング

Tableau Cloud スケジュールと統

15 分と30 分の頻度でデータソースを

合

更新するように構成できるBridge 固有
のスケジュール

プールのサポー

ライブクエリ

サポートされていない

ト
スケジュールされた更新 (抽出接
続を持つデータソースまたは仮想
接続の場合)
クライアントあた

10

1

りの更新の同時
実行数
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REST API

[今すぐ抽出更新を実行] オプ

サポートされていない

ション
[今すぐデータソースを更新] オプ
ション
データアクセスと認証

データソースまたは仮想接続が参照元データへ接続するには、多くの場合認証が必要で
す。認証が必要な場合、パブリッシャーまたは所有者はデータベースの認証資格情報を取得
する方法を設定できます。
データソースの場合
データソースに対して設定できる認証の選択肢は、プロンプトユーザーまたは 埋め込みパス
ワードです。
データソースがユーザーに対してプロンプトを表示するように設定すると、データベースの認証
資格情報は接続の際に保存されません。つまり、データソース(またはデータソースを使用す
るワークブック) を開くユーザーは、データにアクセスするために自分のデータベースの認証資格
情報を入力する必要があります。データソースに埋め込みパスワードを設定すると、データ
ベースの認証資格情報は接続の際に保存され、誰でもデータソース(またはデータソースを
使用するワークブック) にアクセスできます。詳細については、「パブリッシュされたデータにアクセ
スするための認証資格情報を設定する」を参照してください。
仮想接続の場合
データベースの認証資格情報は、仮想接続の接続とともに保存され、仮想接続にアクセスす
るすべてのユーザーによって使用されます。
コンテンツ管理

ほとんどの場合、サイト管理者がBridge クライアントを所有し、管理しています。コンテンツ所
有者はデータソースまたは仮想接続を自分で管理していて、データベースの認証資格情報
や更新スケジュールのパブリッシュから更新に至るタスクを担っています。
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注: データソースに関しては、Bridge はパブリッシュされたデータソース、つまりワークブックとは別
に発行されたデータソースに対してのみ、データを最新の状態に保つことができます。Bridge
は、埋め込みデータソース、つまりパブリッシュされたワークブックに埋め込まれているデータソー
スに対しては、データを最新の状態に保つことができません。

管 理 モデル
Bridge の設定と管理を組織内で行う方法に制約はありませんが、Bridge の展開は 2 つの一
般的な管理モデルのいずれかに分類されるでしょう。サイト管理者として適用する管理モデル
は、Bridge の展開でサポートする必要があるスケジュールの種類によって異なります。
集中管理

集中管理モデルは、クライアントのプールをサポートし、複数のプライベートネットワークのデータ
を最新の状態に保つために最適化されています。プールしているために、使用できるクライアン
ト間でライブクエリと更新ジョブが並行して発生します。
たとえば、更新が20 回あり、稼働していて使用できるクライアントが5 つある場合、各クライア
ントにはそれぞれ 4 つの更新ジョブを実行するように割り当てられると予想できます。
このモデルを使う意味
l

サイト管理者として、Bridge クライアントを必要に応じて設定したり停止したりできま
す。

l

コンテンツ所有者にとって、これは次のことができることを意味しています。1) Bridge が必
要かどうかはワークフローが検出するのでパブリッシュのワークフローが中断されません。2)
データベースの認証資格情報の編集や更新をTableau Cloud で直接行えます。3) 更
新のスケジューリングをTableau Cloud から直接行えます。

混在管理

Bridge (レガシー) スケジュールを使用するデータソースの接続をBridge が担う場合、混在管
理モデルも選択肢の1 つです。このモデルでは、集中管理モデルの利点に加えて、クライアント
を指定して"名前を付け"、個別に管理する必要があります。
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このモデルでは、データソースの所有者と、クライアントを管理する認証されたユーザーは同じ
である必要があります。そのため、クライアントの所有者は、データソースの所有者またはサイ
ト管理者の2 種類のユーザーのいずれかになります。
l

データソースの所有者: データソース管理タスクを自分で行う場合は、データソースの
所有者がクライアントの所有者である必要があります。データソース管理タスクには、
更新スケジュールの最新化、クライアントに保存されたデータベースの認証資格情報の
最新化が含まれます。

l

サイト管理者: すべてのクライアントの管理責任を担う場合は、クライアントの所有者で
ある必要があります。つまり、データソースの所有権を自分自身に割り当てる必要があ
ります。事実上、サイト管理者が新しいデータソースの所有者となります。データソース
を所有することに関わる、すべてのデータソース管理タスクを担当することになります。

注: Bridge (レガシー) スケジュールは、仮想接続の更新をサポートしていません。
このモデルを使う意味
l

更新をスケジュールできるようにするには、データソースを特定のクライアントに割り当て
る必要があります。更新をスケジュールする際、クライアントはデータソース所有者にの
み表示されますが、データソース所有者は同じTableau Cloud アカウントでクライアント
自体にサインインしている必要があります。

l

データソースの所有者が自分のデータソースを管理する責任を維持する場合は、その
データソースを更新するクライアントを管理する責任も持っている必要があります。

l

サイト管理者がクライアントを管理する責任を持つ場合は、指定したクライアントに割
り当てられているデータソースも管理する責任があります。

l

データソースの更新は、一度に1 回のみ実行できます。更新を同時に行う必要がある場
合は、より高いスループットを得るために「名前を付けた」クライアントを追加して指定するこ
とを検討してください。

プールの収容力

デフォルトでは、Online スケジュールで更新された抽出接続を使用するデータ更新タスク、ライ
ブクエリ、データソースまたは仮想接続などは、プール内の使用可能なリソースの間で分配さ
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れ、負荷が分散されています。
データの更新タスク

プールのサ

同時実行能力

ポート
ライブクエリ

あり

クライアントあたり16 のライブク
エリ

抽出接続 - Online 更新スケジュール (以前の

あり

推奨スケジュール)
抽出接続 - Bridge (レガシー) スケジュール

クライアントごとに10 接続の更
新 (構成可能 )

なし

クライアントごとに1 接続の更新

容量のスケジュール設定

Bridge クライアントは簡単に接続と切断ができるため、スクリプトを活用して、予想されるデータ
の鮮度のワークロードに先立って、Bridge の容量 (クライアントマシンの実行数) のスケジュール
を設定できます。
たとえば、Bridge クライアントがAWS の仮想マシンで実行されている場合、次のAWS リソース
を使用してスケジュール設定を開始できます。

l

AWS Instance Scheduler
AWS Instance Scheduler を使用してインスタンスを停止および開始する方法を教えてく

l

ださい。
Lambda を使用して、Amazon EC2 インスタンスを一定の間隔で停止および起動する

l

にはどうすればよいですか?
タイムアウト制限

ライブクエリには、15 分のタイムアウト制限があります。この制限を構成することはできません。
更新の既定のタイムアウト制限は 24 時間で、クライアントによって構成されます。詳細につい
ては、更新のタイムアウト制限の構成を参照してください。

Bridge の例 外
Bridge を使用する際に管理者や利用者が注意すべき例外がいくつかあります。次の表は、そ
れらの例外をまとめたものです。
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l

特定の接続の例外については、「 サポートされていない接続 」を参照してください。

l

クライアント管理モデルの例外については、「混在管理」を参照してください。

ブリッジの展 開
Bridge をインストールして設定する手順は簡単です。ただし、導入を進める前にいくつかの手
順を実行する必要があります。
新しいブリッジの展開
集中管理

集中管理モデルでBridge を展開するには、次の手順を実行します。
1. 各マシンに対して、Windows サービスアカウントを使用してログオンし、最新のクライア
ントをインストールします。
2. インストール後、Tableau Cloud サイト管理者の認証資格情報を使用してクライアント
にサインインし、クライアントがサービスモードで実行 されていること(デフォルトではオン)
を確認します。
3. ブラウザーを開き、サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサイン
インし、ブリッジ設定ページに移動して次のことを確認します。
a. インストールしたクライアントが、サイトに正しく接続されている。
b. クライアントがクライアントプールの一部になっている(デフォルトでは、Bridge
2020.2 以降を実行しているクライアントの場合はオン)。
4. [Bridge 接続データソース] 管理ビューを使用してBridge ライブクエリを監視し、
Tableau Cloud の[ジョブ] ページからジョブを更新します。
混在管理

混在管理モデルでBridge を展開するには、次の手順を実行します。
1. 各マシンに対して、Windows サービスアカウントを使用してログオンし、最新のクライアント
をインストールします。
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2. インストール後、Tableau Cloud サイト管理者の認証資格情報を使用してクライアント
にサインインし、クライアントがサービスモードで実行 されていること(デフォルトではオン)
を確認します。
3. ブラウザーを開き、サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインイ
ンし、ブリッジ設定ページに移動して次のことを確認します。
a. インストールしたクライアントが、サイトに正しく登録されている。
b. クライアントがクライアントプールの一部になっている(デフォルトでは、Bridge
2020.2 以降を実行しているクライアントの場合はオン)。
4. Bridge (レガシー) スケジュールを使用するデータソースに対応するには、次のいずれかを
実行します。
l

パブリッシャーが自分のデータソースを所有して管理する場合は、データソースのパ
ブリッシュを行う前に、データソースの所有者が最新のクライアントをマシン上にインス
トールしていることを確認します。

l

これらのデータソースに関連付けられているデータソースとクライアントの両方をサ
イト管理者が所有して管理する場合は、次の手順を実行します。
i. 別のマシンとクライアントを設定して、データソースの更新用に指定しま
す。
ii. Tableau Cloud サイト管理者の認証資格情報を使用してクライアントにサ
インインします。
iii. ブラウザーを開き、サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau
Cloud にサインインし、ブリッジ設定ページに移動して次のことを確認しま
す。
i. インストールしたクライアントが、正しく認識されてサイトに登録されて
いる。
ii. クライアントがクライアントプールの一部になっていない。
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iv. Bridge クライアントで更新する必要がある、パブリッシュされたデータソース
の所有権を自分に変更します。
v. データソースの所有権を変更した後、更新に関連付けられているクライア
ントを変更します。
vi. クライアントを実行しているマシンにログオンし、クライアントを開きます。
vii. クライアントに割り当てられた新しいデータソースごとに、クライアントがデー
タソースに接続してデータソースを更新するために必要な、データベース
の認証資格情報を入力します。
5. [Bridge 接続データソース] 管理ビューを使用してBridge ライブクエリを監視 し、
Tableau Cloud の [ジョブ] ページからジョブを更新します。
次のステップ

Bridge を組織内で設定して実行すると、ユーザーはプライベートネットワークのデータへの接
続を開始し、Tableau Cloud にデータソースまたは仮想接続をパブリッシュし、データを最新の
状態に保つことができます。
既存の Bridge 展開
Bridge 2021.4 以降の展開

以前のリリースと同様に、このリリースで改善されたエンタープライズの機能は、既存のBridge
展開を補完するように設計されています。他の展開と同様に、以下の手順をお勧めします。
ステップ1: 新しい 2021.4 以降のクライアントを最初に追加する

Bridge の最新アップデートには、Bridge プールの柔軟性と制御性の向上、ファイルベースの
データソースに対するOnline スケジュールのサポート、および仮想接続に対するプライベート
ネットワークのデータ鮮度サポートが含まれています。これらの変更の詳細については、
「Tableau Cloud の新機能」を参照してください。
l

Tableau Cloud の新機能

最新リリースに関する特記事項:
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l

ファイルベースのデータソースに対するOnline スケジュールのサポートは、バージョン
2021.4.3 のリリースから提供されています。

l

Tableau 2021.4 より前にプールが構成されているサイトでは、デフォルトでクライアントが
デフォルトプールに割り当てられています。デフォルトプールのドメインは、特定のプライ
ベートネットワークにアクセスするようには構成できません。このプールへのアクセス範囲を
縮小し、より高度なスケジューリング機能を有効にするには、新しいプールを作成して特
定のドメインにマップすることをお勧めします。詳細については、ステップ2: プールを構成
するを参照してください。

l

Bridge プールは特定のドメインにマッピングされてデータを更新するため、複数のドメイン
への接続を含む抽出データソースは、次のいずれかの方法で更新することを強くお勧め
します。
l
l
l

l

接続が同じドメインになるように、参照元データの場所を統合する
ライブクエリを使用するように各接続のタイプを変更する
各接続をデータソースに変換する

1) Mac でTableau Desktop を使用し、2) Windows ネットワークファイル共有からファイル
ベースのデータソースをパブリッシュして、3) Online スケジュールを構成すると、更新は失
敗します。このファイルベースのデータソースが組織のビジネスに不可欠なリソースである
場合は、代わりにBridge (レガシー) スケジュールを構成することを検討してください。詳
細については、「Bridge (レガシー) スケジュールの設定」を参照してください。

l

すでにBridge (レガシー) スケジュールで構成され、特定のクライアントに関連付けられて
いる既存のデータソースは、ファイルベースのすべてのデータソースを含め、引き続き期
待どおりに実行されます。重要: 今後のリリースでは、Bridge (レガシー) スケジュールのサ
ポートは削除される予定です。移行を円滑に進めるために、Online 更新スケジュールを
使用することをお勧めします。

l

Online スケジュールを使用する新しいライブクエリと抽出データソースは、2021.4 以降のク
ライアントと新機能をデフォルトで使用します。
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ステップ2: 新しいプールを作成し、ドメインをプールにマップし、バージョン2021.4 クライアントを
プールに割り当てる

ステップ2: プールを構成する、ステップ3: プールのドメインを指定する、およびステップ4: クライ
アントをプールに追加するに記載の手順に従ってください。
ステップ3: Bridge (レガシー) スケジュールの変換をデータソースの所有者に依頼する

Bridge 2021.4 以降のクライアントをネットワークに追加して正常に実行したら、データソース
の所有者に、Online スケジュールを使用するようにBridge (レガシー) スケジュールを変換する
ことを依頼します。詳細については、Bridge (レガシー) スケジュールからOnline 更新スケ
ジュールへの移行を参照してください。
重要: データソースの所有者は、日常業務への影響が最も少ない抽出データソースから、更
新スケジュールの変換プロセスを開始することを推奨します。これは、Bridge (レガシー) を
Online スケジュールに変換すると、既存の更新スケジュールが直ちに削除されるためです。
ステップ4: 既存のクライアントをBridge 2021.4 にアップグレードする

既存のすべてのクライアントをBridge 2021.4 以降にアップグレードします。詳細については、
Bridge のアップグレードを参照してください。
ステップ5: 既存のクライアントをプールに追加する

アップグレード後、アップグレードしたクライアントがWindow サービスとして実行していることを
確認し、それらのクライアントをプールに追加します。詳細については、ステップ4: クライアント
をプールに追加するを参照してください。

(アーカイブ済み) Bridge 2020.2 - 2021.3 の展開
Bridge の最新の更新プログラムには、更新シナリオの冗長性を向上させ、サイト管理者が
データソースを管理する必要性を減らすエンタープライズ特有の機能強化が含まれていま
す。変更の詳細については、「Tableau Cloud の新機能」を参照してください。

818

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
ステップ1: 新しい 2020.2 - 2021.3 クライアントを最初に追加する

最新のエンタープライズ向けの機能強化では、既存のBridge の展開を補完するように設計さ
れています。そのため、既存のクライアントをアップグレードする前に、まず新しい2020.2 2021.3 クライアントを環境に追加することをお勧めします。詳細については、「Tableau Cloud
の新機能」を参照してください。
注:
l

Online スケジュールを使用する新しい抽出データソースは、既定で2020.2 - 2021.3 の
クライアントと新機能を使用します。

l

Bridge (レガシー) スケジュールですでに構成されていて、特定のクライアントに関連付け
られている既存のデータソースは、引き続き期待どおりに実行できます。

l

新しいクライアントは、デフォルトでは 10 個のデータソースを並列で更新できますが、最
大 100 個の更新をできるようにTabBridgeClientConfiguration.txt ファイルで構成できま
す。詳細については、「Bridge クライアントの設定の変更」を参照してください。

l

同じWindows サービスアカウントで実行するクライアント数は、10 個以下にすることを
推奨します。

ステップ2: データソースの所有者に更新スケジュールの変換を依頼する

2020.2 - 2021.3 のクライアントをネットワークに追加して正常に実行したら、データソースの所
有者に、現在の更新スケジュール(Bridge (レガシー)) をOnline スケジュールを使用するように
変換することを依頼します。このステップは、リレーショナルデータのみに接続するデータソースに
適用します。詳細については、「Bridge (レガシー) スケジュールからOnline 更新スケジュールへ
の移行」を参照してください。
重要:
l

データソースの所有者は、日常業務に最も影響を与えない抽出データソースの更新ス
ケジュールを変換することからプロセスを開始することを推奨します。これは、既存の更
新スケジュール(Bridge (レガシー)) をOnline スケジュールに変換すると、既存の更新ス
ケジュールが直ちに削除されるためです。
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l

ファイルデータに接続する抽出データソースのスケジュールは、統合された更新スケ
ジュールに変換できません。代わりに、これらのデータソースは、Bridge (レガシー) のス
ケジュールとリンク先のクライアントを引き続き使用します。

ステップ3: 既存のクライアントをBridge 2020.2 - 2021.3 にアップグレードする

既存のすべてのクライアントをBridge 2020.2 - 2021.3 にアップグレードします。詳細について
は、「Bridge のインストール」を参照してください。
ステップ4: 既存のクライアントをプールに追加する

アップグレード後、アップグレードしたクライアントがWindow サービスとして実行していることを
確認し、それらのクライアントをプールに追加します。詳細については、Bridge クライアントの
プールの構成を参照してください。

Bridge を使用した接続
Tableau Cloud が直接接続できないプライベートネットワークデータにデータソースまたは仮想
接続を接続する場合、Tableau Bridge を使用すると簡単に接続できます。

サポートする接 続
Bridge では、以下で説明する接続シナリオがサポートされます。
サポートされるコネクタ
以下のサポートされていないコネクタにリストされている場合を除き、Bridge では、Tableau
Desktop およびTableau Cloud でサポートされているコネクタの組み合わせがサポートされま
す。
サポートされている接続タイプ
Bridge では、抽出とライブの両方の接続タイプがサポートされます。
l

抽出接続: データソースまたは仮想接続で抽出を使用してプライベートネットワーク
データに接続する場合は、Bridge を使用して、これらの抽出のスケジュールされた更新
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を実行できます。更新のスケジュールは、ほとんどの場合、パブリッシュプロセスの一部と
してコンテンツの所有者が設定できます。抽出をサポートするためのその他の要件につい
ては、抽出接続のその他の要件を参照してください。
l

ライブ接続: Bridge では、ライブクエリと呼ばれる機能を使用して、プライベートネット
ワークデータへのライブ接続を使用したデータソースまたは仮想接続をサポートします。
コンテンツの所有者が、Tableau Cloud が直接アクセスできないデータへのライブ接続を
使用するデータソースまたは仮想接続パブリッシュすると、ライブクエリが自動的に使用
されてデータソースを最新の状態に維持します。ライブクエリをサポートするためのその他
の要件については、ライブ接続のその他の要件を参照してください。

サポートされているデータ型
Bridge でサポートされるデータ型は、次のカテゴリのいずれかに分類されます。
l

リレーショナル データ

l

ファイル データ- Excell ファイル、テキストファイル、統計 (.sas7bdat) ファイルなどがありま
す。

l

プライベートクラウドデータ- Amazon Redshift、Teradata、Snowflake などがあります。
詳細については、プライベートクラウドデータにBridge を使用するを参照してください。

l

一部の ODBC データ

l

一部の Web データコネクタ(WDC) データ- データには、標準ユーザー名とパスワードを
入力してアクセスできます。

l

Bridge ですべてのコネクタがサポートされる場合に、マルチ接続データソースで使用され
るデータ(クロスデータベース結合を含むデータソース)詳細については、Tableau ナレッジ
ベースの「Tableau Bridge でのクロスデータベース結合されたデータソースの更新」を参
照してください。
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コネクタのサポートの制限

Tableau と同様に、Bridge では、コネクタのプラグイン、Web データコネクタ、JDBC または
ODBC ドライバーを使用してデータに接続するデータソースの場合、サポートが制限されま
す。提供されるサポートの詳細については、Tableau ヘルプの次のトピックを参照してください。
l
l
l

Web データコネクタ
その他のデータベース(JDBC)
その他のデータベース(ODBC)

Tableau データベースカスタマイズ(TDC) ファイルを使用して汎用的な JDBC 接続または
ODBC 接続をカスタマイズする場合は、汎用 JDBC または ODBC 接続に.tdcファイルを使用
で説明されている手順を使用して、これらのカスタマイズがBridge でも使用されていることを
確認できます。
SAP HANA について
ライブ接続を使用してSAP HANA に接続する場合は、パラメーターと変数を無効にする必
要があります。パラメーターと変数が使用されている場合、Bridge では SAP HANA 計算
ビューへのライブ接続が成功しません。

サポートされていない接 続
Bridge でサポートされていないシナリオがいくつかあります。
サポートされていないコネクタ
l
l
l
l
l

Microsoft Analysis Services
Microsoft PowerPivot
Oracle Essbase
SAP NetWeaver Business Warehouse

Tableau コネクタSDK で構築されたコネクタ(.taco) および Tableau Exchange で利用
可能なコネクタ

サポートされていない接続タイプ
l
l
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l
l

キューブベースのデータへのすべて接続
仮想接続で使用する場合の Snowflake

OAuth 対応のプライベートクラウドベースのデータソースにBridge を使用する

Tableau Bridge では、OAuth を使用するプライベートデータに接続する場合と、プライベート
データに結合する際にOAuth を使用するパブリックデータに接続する場合に、OAuth がサポー
トされます。Bridge では現在、OAuth を使用する際に次のコネクタがサポートされます:
Snowflake、Google BigQuery、Google Drive、Salesforce、OneDrive。ほとんどのデータソー
スでは、ライブ接続と抽出されたデータがサポートされています。
Tableau Cloud が直接接続 できるクラウドデータへの接続

クラウドデータの場合、Tableau Cloud で更新スケジュールを直接設定した方が良い場合がほ
とんどです。Tableau Cloud でサポートされるコネクタのリストについては、「クラウドプラットフォー
ムでホストされているデータへの直接接続の許可」を参照してください。
その他のクラウドデータの抽出の更新

一部のクラウドデータでは、標準ユーザー名とパスワードを入力してサインインできます。たとえ
ば、クラウドプラットフォームでホストされるMySQL データベースに接続できる場合があります。
このようなシナリオでは、Tableau Cloud でこのタイプのデータに直接接続する抽出の更新スケ
ジュールを設定できます。詳細については、Tableau Cloud での更新のスケジュール」を参照し
てください。

Bridge の接続情報の更新
このトピックでは、データソースの所有者がプライベートネットワークデータに接続するデータソー
スの接続情報を更新する方法について説明します。
注: 仮想接続の接続情報については、「仮想接続の作成」を参照してください。

データベースの認 証 資 格 情 報 の埋 め込 みまたは更 新
ライブクエリとスケジュールされた更新を期待どおりに実行するには、ユーザー認証を必要とす
るデータソースに、データベースの認証資格情報が埋め込まれている必要があります。
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データソースにデータベースの認証資格情報を埋め込むには、2 つの方法があります。つま
り、1) Tableau Desktop からパブリッシュしているとき、または 2) Tableau Cloud のデータソース
の[接続] タブからパブリッシュした後に埋め込むことができます。以下の手順で、Tableau
Cloud にデータベースの認証資格情報を埋め込む方法について説明します。Tableau
Desktop にデータベースの認証資格情報を埋め込む方法の詳細については、「パブリッシュさ
れたデータにアクセスするための認証資格情報を設定する」を参照してください。
1. Tableau Cloud にサインインし、データソースに移動します。
2. [データソース] ページで、[接続] タブをクリックします。
3. [接続] の横にあるチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューをクリックして、[接続の
編集] を選択します。
4. [接続の編集 ] ダイアログボックスで、データへのアクセスに必要なデータベースの認証資
格情報を入力し、[保存] をクリックします。
Bridge (レガシー) のデータベースの認証資格情報の埋め込みまたは更新

Bridge (レガシー) スケジュールを使用してデータソースを更新する場合は、Bridge クライアン
トの接続情報にデータベースの認証資格情報を埋め込む必要があります。Tableau Desktop
でパブリッシュするときにデータベースの認証資格情報を埋め込んだ場合でも、このタスクを実
行する必要があります。
1. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. データソースをポイントして、表示される[編集] アイコン(

) をクリックします。

3. ダイアログボックスで、データへのアクセスに必要なデータベースの認証資格情報を入力
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し、[保存] をクリックします。

データソースのファイル パスの変 更
Bridge (レガシー) スケジュールを使用して更新する場合、ファイルの場所はデータソースととも
に保存されます。場合によっては、次のような状況でクライアントが参照するファイルの場所を
更新する必要があります。
l

ソースファイルの場所が変更された場合

l

マッピングされたドライブからデータソースをパブリッシュした場合: ファイルの更新を実行す
るのに使用しているクライアントをサービスモードで実行しており、マッピングされたドライブ
からデータソースをパブリッシュした場合、クライアントが参照するファイルパスがフルUNC
パスを使用するように更新する必要があります。クライアントを実行中のWindows アカウ
ントには、ファイルのUNC パスの場所へのアクセス権も必要です。アプリケーションモード
で実行しているクライアントであってもファイルベースのデータソースのUNC パスを参照す
ることを強くお勧めします。

上記の条件のいずれかに該当する場合は、以下の手順に従い、データソースのファイルパスを
変更してください。
1. Windows システムトレイを開きBridge アイコンをクリックしてクライアントを開きます。
2. データソースをポイントして、表示される[編集] アイコン(
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3. ダイアログボックスで、パスの情報を入力し、[保存] をクリックします。

汎 用 JDBC または ODBC 接 続 に .tdcファイルを使 用
以下のステップに従って、Tableau Datasource Customization (TDC) ファイルを介して有効化
された汎用 JDBC または ODBC 接続のカスタマイズがBridge でも使用されるようにすることが
できます。
ステップ1: 汎用 JDBC または ODBC 接続をカスタマイズする
JDBC およびODBC 接続に加えることができるカスタマイズのタイプとTDC ファイルの作成方
法に精通していない場合は、Tableau ヘルプの「接続のカスタマイズと微調整」を参照してくだ
さい。
ステップ2: TDC ファイルをMy Tableau Bridge Repository に保存する
Bridge が汎用 ODBC または JDBC 接続用に指定されたカスタマイズを使用するには、以下
の手順で指定された場所にTDC ファイルを保存する必要があります。Bridge プールを介して
JDBC または ODBC 接続を更新する場合、このステップはプール内のすべてのクライアントに
対して実行する必要があります。
1. クライアントをインストールしているマシンで、My Tableau Bridge Repository の
Datasources フォルダーに移動します。
フォルダーの既定の場所は、C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Bridge
Repository\Datasources です。
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2. TDC (.tdc) ファイルをDatasources フォルダーに配置します。
3. 変更を有効にするには、クライアントを終了して再起動します。クライアントを再起動す
る方法は、クライアントをアプリケーションモードで実行しているか、サービスモードで実行
しているかによって異なります。
l

アプリケーションモードでは、クライアントメニューから[終了] を選択します。

l

サービスモードでは、[モード] ドロップダウンメニューから[アプリケーション] を選択し、
クライアントメニューから[終了] を選択します。

4. プール内のすべてのクライアントに対してステップ1 〜 3 を繰り返します。
注:
l

TDC ファイルを必要な場所に保存すると、同じ参照元データへの汎用 JDBC または ODBC
接続すべてにカスタマイズが適用されます。

l

TDC ファイルが使用されていることを検証するために、次のログエントリのいずれかについ
て、クライアントログファイル(たとえば、C:\Users\jsmith\Documents\My Tableau Bridge
Repository\Logs) を確認できます。
l

Found matching TDC

l

Applying customization for genericjdbc または Applying
customization for genericodbc

接 続 タイプの変 更
データソースでは、ライブ接続と抽出接続のいずれかの接続タイプを使用できます。参照元
データの変更を反映するためにコンテンツを更新できる頻度は、接続のタイプによって異なりま
す。接続されているデータによって、データソースへの接続にライブ接続または抽出接続を設
定できる場合や、抽出接続のみが可能な場合があります。詳細については、Bridge を使用し
た接続を参照してください。
データソースの接続タイプを変更する場合は、Tableau Desktop からもう一度パブリッシュして、
接続の設定を選択する必要があります。パブリッシュプロセスでは、データソースが接続されて
いるプライベートネットワークデータに応じて、ライブ接続または抽出接続を使用するオプション
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があります。ライブ接続から抽出接続に切り替えた場合は、データソースの更新スケジュール
を設定するワークフローに進みます。

接 続 の修 復
何らかの原因によって、1 つまたは複数の接続が正常な機能を停止することがあります。この
場合にはクライアントにアラートが表示され、通常、問題の原因についての情報が記載されて
います。ただし、アラートにトラブルシューティングの情報が表示されず、クライアントをサービス
モードで実行している場合は、修復オプションを使用して接続をリセットすることができます。
1. Windows システムトレイを開いて、[Bridge] アイコンをクリックします。
2. ドロップダウンメニューから、[修復] を選択します。これによりサービスの停止と再起動が
行われ、問題が解決する場合があります。

Bridge のセキュリティ
Tableau Bridge は以下のセキュリティ設計に適用されます。
l

すべての通信はプライベートネットワークファイアウォールの背後から開始されるため、追加

l

の例外を管理する必要はありません。
Bridge から/に転送されるデータは暗号化されています。
データソースまたは仮想接続が Bridge (レガシー) スケジュールを使用するよう設定されて

l

いる場合、データベースの認証資格情報は、Windows 認証資格情報マネージャーを使
用してコンピューターに保存されます。Online スケジュールの場合、認証資格情報は、更
新を実行するために選択されたクライアントに渡されます。

Bridge のセキュリティの詳細は以下のセクションに記載されています。

送 信 のセキュリティ
Bridge クライアントへの/からのデータは、TLS 1.2 接続により転送されます。

注: Tableau Bridge は、Tableau Cloud へのアウトバウンドのインターネットリクエストに
ポート443 を使用し、証明書の検証にはポート80 を使用します。
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認証
Bridge には 2 つの主な認証ポイントがあります。Tableau Cloud とプライベートネットワークネッ
トワークデータです。
Tableau Cloud

Tableau Cloud に接続するには、ユーザーは Bridge クライアントを介してTableau Cloud 認証
資格情報を入力します。
1) 認証資格情報の入力後、2) 認可トークンがTableau Cloud により返されます。3) トークン
は Windows オペレーティングシステムの認証資格情報マネージャーを使用してクライアントが
実行されているPC に保存されます。Bridge はトークンを使用して、抽出の更新スケジュール
情報のダウンロードなどのさまざまなタスクを行います。

プライベートネットワークデータ

プライベートネットワークデータにアクセスするには、一部のデータソースまたは仮想接続に、
データベースの認証資格情報を使用した認証が必要です。コンテンツの接続タイプに応じて、
クライアントは以下のいずれかの方法でデータベースの認証資格情報を処理します。
l

ライブ接続とOnline スケジュールを使用した抽出接続では、データベースの認証資格
情報はリクエスト時に送信され、TLS 1.2 接続を使用します。

l

Bridge (レガシー) スケジュールを使用した抽出接続では、データソースにデータベース
の認証資格情報が必要な場合、これらの認証資格情報をクライアントに直接入力す
る必要があります。データベースの認証資格情報は Windows オペレーティングシステム
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の認証資格情報マネージャーを使用してコンピューターに保存されます。クライアント
は、スケジュールされた更新時間に、データベースの認証資格情報をデータベース(同
様にプライベートネットワークファイアウォールの背後にある) に送信します。
クライアントは、プライベートネットワークデータへのアクセスに対して、ドメインベースのセキュリ
ティ(Active Directory) およびユーザー名/パスワード認証資格情報をサポートしています。

プライベートネットワークファイアウォールへの変 更
Bridge クライアントでは、プライベートネットワークファイアウォールに 変更を加える必要はあり
ません。クライアントは、Tableau Cloud へのアウトバウンド接続を作成するだけで接続できま
す。アウトバウンド接続を可能にするために、クライアントはコンテンツが使用する接続タイプに
応じて、以下のプロトコルを使用します。
l

ライブ接続とOnline スケジュールを使用した抽出接続の場合は、セキュア
WebSockets (wss://)。

l

Bridge (レガシー) スケジュールを使用した抽出接続の場合は、HTTP セキュア
(https://)。

プライベートネットワークデータへのアクセス
プライベートネットワークのデータへの接続は、Bridge クライアントがTableau Cloud の代理で
開始します。接続を開始するプロセスは、コンテンツタイプと接続タイプによって異なります。
l

ライブ接続または仮想接続があるデータソースの場合、クライアントは、1) Tableau
Cloud にあるクライアントの一部であるTableau Bridge サービスに、セキュアな
WebSockets (wss://) を使用して持続的な接続を設定します。次に、クライアントは
Tableau Cloud からの応答を待ってから、2) プライベートネットワークデータへのライブク
エリを実行します。クライアントは 3) そのクエリをプライベートネットワークデータに送信
し、次に4) プライベートネットワークデータを5) 同じ持続的な接続を使用して返しま
す。
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l

Online スケジュールを使用する抽出接続があるデータソース場合、クライアントは、1)
Tableau Cloud のクライアントの一部であるTableau Bridge サービスに、セキュアな
WebSockets (wss://) を使用して持続的な接続を設定します。次に、クライアントは、
新しい更新スケジュールを使用するためにTableau Cloud からの応答を待ちます。クライ
アントが要求を受信すると、2) クライアントはデータソース(.tds) ファイルのセキュアな接
続 (https://) を介してTableau Cloud に接続します。3/4) 次に、クライアントはジョブ要
求に含まれている埋め込みの認証資格情報を使用してプライベートネットワークデータ
に接続します。クライアントは、5) データの抽出を作成し、6) Tableau Bridge サービスを
利用して抽出をTableau Cloud にもう一度パブリッシュします。複数の更新要求を実行
する場合は、ステップ2 から6 を並行して行うことができます。

l

Bridge (レガシー) スケジュールを使用する抽出接続があるデータソースの場合、クライ
アントは、1) 新しい更新スケジュールとデータソース(.tds) ファイルのために、セキュアな
接続 (https://) を使用してTableau Cloud に接触します。2) 情報が、スケジュールされ
た時間に利用できる場合、3/4) クライアントは保存された認証資格情報を使用してプ
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ライベートネットワークデータに接続します。クライアントは 5) データの抽出を作成して
から、6) Tableau Bridge サービスを利用して抽出をTableau Cloud にもう一度パブリッ
シュします。Tableau Bridge サービスは、Tableau Cloud にあるクライアントの一部で
す。

セキュリティに関 するその他 の考 慮 事 項
オプションのフォワードプロキシ フィルターリング

データがTableau Cloud だけに確実に転送されるようにするために、ドメインベースのフィルター
リングをBridge クライアントからのアウトバウンド接続 (フォワードプロキシフィルターリング) に実
装できます。
以下のリストは、Bridge がアウトバウンド接続に必要とする部分修飾ドメイン名です。
l
l

l

l

*.online.tableau.com
*.compute-1.amazonaws.com、us-east-1 リージョン向け Amazon VPC のパブリック
DNS ホスト名 (形式: ec2-<public-ipv4-address>.compute-1.amazonaws.com)
*.Compute.amazonaws.com、他のすべてのリージョン向け (us-east-1 以外) Amazon
VPCのパブリックDNS ホスト名 (形式: ec2-<public-ipv4address>.compute.amazonaws.com)
*.salesforce.com、オプションで、サイトと環境のためにTableau 認証で多要素認証
(MFA) が有効になっていて(Tableau with MFA)、クライアントが他の必要なサービスにア
クセスすることを防ぐプロキシが環境で使用されている場合

l

l
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crash-artifacts-747369.s3.amazonaws.com、クラッシュダンプレポートの受信に使
用
s3-us-west-2-w.amazonaws.com、クラッシュダンプレポートの受信に使用
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l
l
l

s3-us-west-2.amazonaws.com、クラッシュダンプレポートの受信に使用
Bam.nr-data.net は、New Relic の Web 分析プラットフォームに使用します。
Js-agent.newrelic.com は、パフォーマンスデータをNew Relic に送信します。

Tableau Desktop からのパブリッシュされた抽 出
の更 新
Tableau Desktop から、パブリッシュされた抽出に更新を送信することができます。このオプション
は、ローカルネットワークで維持するデータの抽出の更新に最も適しています。
注: 抽出を更新したい場合、抽出の更新を実行する前に抽出のファイル形式をメモに取って
おきます。バージョン最新 を使用して.tde 抽出の更新を実行した場合、その抽出は自動で
.hyper 抽出にアップグレードされます。.hyper 抽出に更新する利点は多数ありますが、
Tableau Cloud の以前のバージョンでは抽出を開けなくなります。詳細については、.hyper 形
式への抽出のアップグレードを参照してください。
1. Tableau Desktop で、Tableau Cloudにパブリッシュされたデータソースに接続するか、そ
れに接続するワークブックを開きます。
サーバーに接続するには、https://online.tableau.com のアドレスを使用します。
[データ] ペインで、TableauServer にパブリッシュされたデータソースは名前の横に
Tableau アイコンが表示されます。

2. [データ] > [Tableau データサーバー] を選択し、次のオプションのいずれかを選択しま
す。
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l

ソースからの更新
元のデータソースにあるデータを使用して抽出を更新 (完全または増分) しま
す。
このコマンドは、元のデータソースへの接続を含む抽出のみに使用できます。抽
出ファイルに直接接続してからパブリッシュした場合、元のデータソースへの接続
は含まれません。

l

データソースからデータを追加
ワークブックに含まれる別のデータソースから抽出を更新します。

l

ファイルからデータを追加
抽出の元のデータソースの種類が同じファイルベースのデータソースまたは抽出
ファイルである場合、ファイルのコンテンツからの抽出を更新します。

注: Tableau データサーバーオプションが表示されない場合、データソースがTableau
Cloud にパブリッシュされていない可能性があります (この場合、上記のアイコンが表示さ
れていません)。Tableau データサーバーオプションが表示されていても更新コマンドを使
用できない場合、データソースはサーバー上に存在していても抽出ではありません。たと
えば、それはインターネットでホストされるデータへのライブ接続です。

関連項目
Tableau ヘルプの「データの抽出」セクションのトピックです。

コマンドラインからの抽 出 更 新 タスクの自 動 化
Tableau データ抽出コマンドラインユーティリティを使用すると、抽出更新タスクを自動化でき
ます。これは Tableau Desktop に付属のコマンドラインユーティリティです。これを使用すること
で、パブリッシュされた抽出データソースを更新したり、データをファイルからデータソースに追加
したりできます。
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Tableau データ抽出コマンドラインユーティリティの使用要件には、次のような条件が含まれて
います。
l

Windows に搭載されているTableau Desktop で使用可能であり、Windows システムで
のみ実行可能です。

l

Tableau Desktop のトライアル版では使用できません。

l

OAuth を使用しない抽出データソースに使用できます。

l

単一接続データソースの更新にのみ使用できます。マルチ接続データソースには使用
できません。

重要! Tableau データ抽出コマンドラインユーティリティは 2022 年 10 月に非推奨になり、多要
素認証が要件になります。Tableau Cloud が直接アクセスできないデータソースまたは仮想接
続データを更新するには、Tableau Bridge を使用してください。詳細については、「Bridge 更
新スケジュールの設定」を参照してください。
スクリプトを使用して更新ジョブを開始するには、tabcmd (refreshextracts) または REST API
(抽出更新タスクの実行) を使用します。

ユーティリティを実行する前に
抽出の更新がTableau 10.4 以前で作成された抽出 (つまり、.tde 抽出) で実行されると、抽
出は自動的に.hyper 抽出にアップグレードされます。.hyper 抽出にアップグレードする利点は
多数ありますが、Tableau Desktop の以前のバージョンでは抽出を開けなくなります。
詳細については、.hyper 形式への抽出のアップグレードを参照してください。

ユーティリティの実行
1. 管理者としてコマンドプロンプトを開き、Tableau Desktop のbin ディレクトリに変更しま
す。例:
cd C:\Program Files\Tableau\Tableau 最新\bin
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2. 以下の表で説明するパラメーターを追加して、次のいずれかのコマンドを使用します。
l

tableau refreshextract

l

tableau addfiletoextract

注: ユーティリティを実行する場合は、コマンドラインまたはスクリプトで、tableau.exe
ではなく、必ず tableau を指定します。

注: トラブルシューティングを行うには、\My Tableau Repository\Logs フォルダー内にある
tableaucom.txt ファイルでログを確認します。

注: マルチサイト環境では、コマンドを適用するサイトを指定します。

tableau refreshextract コマンドの構文およびパラメーター
Tableau Server または Tableau Cloud の抽出を更新するには、tableau
refreshextract を使用します。抽出を更新すると、前の更新以降、データソースに加え
られた変更によって既存の抽出が更新されます。
このコマンドのヘルプを参照するには、Windows コマンドプロンプトで次のコマンドを入力しま
す。

tableau help refreshextract

パラメーターの使 用
l

すべてのオプションにはダブルハイフンを使用する完全形式があります (--server な
ど)。

l

836

また、シングルハイフンを使用する短い形式を持つオプションもあります (-s など)。
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l

オプションの値に空白が含まれる場合は、引用符で囲みます。

l

更新されるソースは、.tde ではなく元のデータソースでなければなりません。

tableau refreshextract コマンドオプション
短い形式

完全形式

説明

--source-

データソース接続に対する有効なユーザー名。

username
<user name>

このオプションは --source-password と共に使用
するか、
--original-file をユーザー名およびパスワード
オプションの代わりに使用します。

注: データソースが埋め込み認証資格情報を使
用してパブリッシュされた場合あっても、パブリッ
シュされた抽出を更新する時にユーザー名とパス
ワードを提供する必要があります。

--source-

データソースユーザーのパスワード。

password
"<password>"
--original-

サーバー上でリフレッシュされるデータソースのパスおよ

file <path

びファイル名。例: --original-file

and file

c:\folder\file.csv

name>
または

マルチファイルデータソースを更新するには、データ
ファイルを含むフォルダーへのパスを渡します。例: -original-file c:\folder。

--original-
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ファイルがネットワーク共有上にある場合は、パスに

and folder

UNC 形式を使用します。
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name>

\\server\path\filename.csv

--force-

データソースが増分更新されるよう設定されている場

full-refresh

合、このオプションを使用して完全な抽出の更新を
強制的に実行します。このオプションを含ませない場
合は、増分更新が実行されます。増分更新をサ
ポートしていないデータソースもあります。

-s

--server

<server

<URL>

データがパブリッシュされるTableau Server のURL。

http

Tableau Cloud の場合、

address>

https://online.tableau.com と指定しま
す。

-t <site

--site

複数サイト環境では、コマンドが適用されるサイトを

id>

<siteid>

指定します。Tableau Cloud では、ユーザー名が複
数のサイトに関係している場合にこの引数を使用し
ます。Tableau Server では、サイトを指定しない場
合、既定サイトが使用されます。
サイトID はサイト名とは無関係であり、ブラウザーで
サイトを表示する際にURL に表示されます。たとえ
ば、Tableau Cloud にサインインした後に表示される
ページのURL が次の場合、
https://online.tableau.com/t/vernazza/views
サイトID はvernazza です。
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--datasource

Tableau Server または Tableau Cloud にパブリッシュ

<datasource>

されているデータソースの名前。

--project

データソースが属するプロジェクト。このオプションを含

<projectnam-

めない場合、既定のプロジェクトが使用されます。
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e>

指定するプロジェクトがプロジェクト階層内でネストさ
れている子プロジェクトの場合、このパラメーターを-parent-project-path パラメーターとともに使用
する必要があります。

--parent-

データソースのパブリッシュ先のプロジェクトがプロジェ

project-path

クト階層の最上位レベルにない場合、このパラメー
path/to/proj- ターを--project パラメーターとともに使用し、ネス
ect
トされたプロジェクトのパスを指定します。
階層でプロジェクトレベルを区切るには、フォワードス
ラッシュ文字 (/) を使用します。プロジェクト名にフォ
ワードスラッシュ文字またはバックスラッシュ文字が入
るインスタンスを避けるには、バックスラッシュ(\) を使
用します。
たとえば、最上位レベルのマーケティングで、プロジェク
トSocial、プロジェクト名がSandbox の場合は次のと
おりです。
--project Sandbox --parent-projectpath Marketing/Social
-u <user

--username

Tableau Server または Tableau Cloud の有効なユー

name>

<username>

ザー。

-p

--password

Tableau Server または Tableau Cloud の特定のユー

"<passwor-

"<password>"

ザーのパスワード。

--proxy-

プロキシサーバー用のユーザー名。

d>"

username
<username>
--proxy-
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プロキシサーバーのパスワード。
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password
"<password>"
-c "<path

--config-

コマンドの構成オプションを含むファイルのパスとファイ

and file

file "<path

ル名情報。パスは常に二重引用符で囲みます。詳

name>"

and file

細については、後述の構成ファイルの使用を参照し

name>"

てください。

tableau refreshextract コマンドの例
次のコマンドは、Tableau Cloud へパブリッシュされたCurrentYrOverYrStats という名前の抽
出を更新します。このコマンドは次を指定します。
l
l
l

Tableau Cloud ユーザーおよびパスワード。
Tableau Cloud サイトおよびプロジェクト名。
ホストされているデータソースへサインインするためのデータソース、ユーザー名およびパス
ワード。この場合データソースは、クラウドベースのデータソースプロバイダー (たとえば、
Salesforce.com など) によってホストされているデータソースです。

C:\Program Files\Tableau\Tableau 最新\bin>tableau
refreshextract --server https://online.tableau.com -username email@domain.com --password "OurServerPwd" --site
vernazza --project "New Animations" --datasource
"CurrentYrOverYrStats" --source-username database_
user@hosted_datasource_provider.com --source-password "db_
password"

ファイルベースのデータソースの抽出を更新するには、抽出を作成した元のファイルへのパスを
提供します。ファイルがネットワーク共有上にある場合は、マッピングされたドライブの代わりに
UNC 形式を使用します。
C:\Program Files\Tableau\Tableau 最新\bin>tableau
refreshextract --server https://online.tableau.com --
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username email@domain.com --password "OurServerPwd" --site
vernazza --project "New Animations" --datasource
"CurrentYrOverYrStats" --original-file
"\\server\path\filename.csv"

tableau addfiletoextract の構文
Tableau Server または Tableau Cloud へパブリッシュされた抽出にファイルの内容を追加するに
は、tableau addfiletoextract を使用します。このコマンドを使用して2 つのファイルを
組み合わせます。
最後に行った変更が適用された既存の抽出の更新のみを行う場合は、代わりに
refreshextract コマンドを使用します。既存の抽出を更新するために
addfiletoextract を使用すると、代わりにデータが複製されます。
このコマンドのヘルプを参照するには、Windows コマンドプロンプトで次のコマンドを入力しま
す。

tableau help addfiletoextract

すべてのオプションにはダブルハイフンを使用する完全形式があります (--server など)。ま
た、シングルハイフンを使用する短い形式を持つオプションもあります (-s など)。オプションの値
に空白が含まれる場合は、引用符で囲みます。

tableau addfiletoextract コマンドオプション
短い形式

完全形式

説明

--file <path

追加するデータを含むデータファイルのパスと

and file name>

ファイル名情報。このファイルは、Excel または
Access 形式、Tableau データ抽出、または区
切りテキストファイルの場合があります。ファイル
をパスワードで保護することはできません。ファイ
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ルがネットワーク共有の場合は、UNC 形式を
使用します。たとえば、
\\server\path\filename.csv
-s <server

--server <URL>

http

データがパブリッシュされるTableau Server の
URL。

address>
Tableau Cloud の場合、
https://online.tableau.com と指定
します。
-t <site id>

--site <site

複数サイト環境では、コマンドが適用されるサ

id>

イトを指定します。Tableau Cloud では、ユー
ザー名が複数のサイトに関係している場合、こ
の引数を含める必要があります。Tableau
Server では、サイトを指定しない場合、既定
サイトが使用されます。

--datasource

Tableau Server または Tableau Cloud にパブ

<datasource>

リッシュされているデータソースの名前。

--project

データソースが属するプロジェクト。このオプショ

<projectname>

ンを含めない場合、既定のプロジェクトが使用
されます。
指定するプロジェクトがプロジェクト階層内でネ
ストされている子プロジェクトの場合、このパラ
メーターを--parent-project-path パラ
メーターとともに使用する必要があります。

--parent-

データソースのパブリッシュ先のプロジェクトがプ

project-path

ロジェクト階層の最上位レベルにない場合、こ

path/to/project

のパラメーターを--project パラメーターとと
もに使用し、ネストされたプロジェクトのパスを
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指定します。
階層でプロジェクトレベルを区切るには、フォ
ワードスラッシュ文字 (/) を使用します。プロ
ジェクト名にフォワードスラッシュ文字またはバッ
クスラッシュ文字が入るインスタンスを避けるに
は、バックスラッシュ(\) を使用します。
たとえば、最上位レベルのマーケティングで、プ
ロジェクトSocial、プロジェクト名がSandbox の
場合は次のとおりです。
--project Sandbox --parentproject-path Marketing/Social
-u

--username

Tableau Server または Tableau Cloud の有効

<username>

<username>

なユーザー。

-p

--password

Tableau Server または Tableau Cloud の特定

"<password>"

"<password>"

のユーザーのパスワード。

--proxy-

プロキシサーバー用のユーザー名。

username
<username>
--proxy-

プロキシサーバーのパスワード。

password
"<password>"
-c "<path

--config-file

コマンドの構成オプションを含むファイルのパスと

and

"<path and

ファイル名情報。パスは常に二重引用符で囲

filename>"

filename>"

みます。詳細については、後述の構成ファイル
の使用を参照してください。
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tableau addfiletoextract コマンドの例
C:\Program Files\Tableau\Tableau 最新\bin>tableau
addfiletoextract --server https://online.tableau.com -username email@domain.com --password "OurServerPwd" --site
vernazza --project "New Animations" --datasource
"CurrentYrOverYrStats" --file
"C:\Users\user2\Documents\DataUploadFiles\AprMay.csv"

構成ファイルの使用
tableau refreshextract または tableau addfiletoextract のいずれかで使
用することができるconfig (構成) ファイルを作成するために、ノートパッドや Text Edit などのプ
レーンテキストエディターを使用することができます。構成ファイルは、同じデータソースを長時
間定期的に更新することが予想される場合に役立ちます。コマンドを実行するたびに同じオ
プションを入力する代わりに、構成ファイルを指定します。構成ファイルは、コマンドラインに
ユーザー名とパスワードを表示しないという利点もあります。

構 成 ファイルの作 成
たとえば、config.txt という名前のファイルを作成し、Documents フォルダーに保存したとしま
す。そして、ファイル内で次に示すようなパラメーター情報を含ませました。
ホストされているデータソースからの抽出で、Tableau Cloud にパブリッシュされ、サーバーが
https://online.tableau.com の場合:

server=https://online.tableau.com
site=vernazza
username=email@domain.com
password=OurPassword
project=New Animations
datasource=CurrentYrOverYrStats
source-username=database_user@hosted_datasource_
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provider.com
source-password=db_password

コマンドラインからの構 成 ファイルの参 照
構成ファイルを作成後、tableau refreshextract または tableau
addfiletoextract コマンドを実行します。この際、コマンドラインで使用する唯一のオプ
ションとして構成ファイルを指定し、構成ファイルのパスを二重引用符で囲みます。構文は、次
のとおりです。
tableau refreshextract --config-file "<path>"
たとえば、構成ファイルの作成セクションのサンプル内で指定された抽出を更新するには、次の
コマンドを実行します (Tableau Desktop のバージョンのbin ディレクトリで作業を行っていること
を確認してください)。

C:\Program Files\Tableau\Tableau 最新\bin>tableau
refreshextract --config-file
"C:\Users\user1\Documents\config.txt"

構 成 ファイルの構 文 の違 い
構成ファイル内でオプションを指定する構文は、コマンドラインで使用する構文とは次のような
点において異なります。

l

オプション名はダッシュやハイフンからは始まりません。
オプション名とオプション値を区切るには、等号 (スペースなし) を使用します。

l

スペースを含んでいる場合であっても(前に示したサンプル内の project オプションの場合

l

など)、値の前後に引用符は必要ありません (または許可されていません)。

Windows タスクスケジューラを使用した抽出更新
Windows タスクスケジューラをTableau データ抽出コマンドラインユーティリティと共に使用する
と、企業のファイアウォール内のTableau Cloudデータソースを自動で定期的に更新することが
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できます。タスクが1 日、1 週、または 1 月に1 回、あるいは特定のシステムイベント後に発生
するよう設定することができます。たとえば、コンピューター起動時にタスクを実行します。
詳細については、Microsoft TechNet ライブラリの「タスクスケジューラの操作方法」ページを参
照してください。

データ主 導 アラートの設 定
データがビジネスにとって重要なしきい値に達すると、データ主導アラートが自動的にユーザー
が指定した主要な人々にメール通知を送信します。Tableau Cloud 管理者は、サブスクリプ
ションの場合と同様にデータ主導アラートを設定します。ユーザーがこれらのアラートを作成お
よび管理する方法の詳細については、Tableau ユーザーヘルプの「データ主導アラートの送
信」を参照してください。

1 つのサイトですべてのデータ主導アラートを管理する
1. ブラウザーウィンドウの最上部で、[タスク]、[アラート] の順にクリックします。
2. 更新するアラートを選択します。
3. [アクション] メニューから以下のいずれかを実行します。
l

自身を受信者として追加または削除する。

l

アラートを編集して、データしきい値、配信スケジュール、および受信者のフルリ
ストを変更する。

l

アラートの所有権を別のユーザーに変更する、またはアラートを削除する。

サイトのデータ主導アラートの無効化
既定ではデータ主導アラートはすべてのサイトでサポートされていますが、管理者は特定のサ
イトでそれらを無効にすることができます。
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1. サイトを表示した状態で、左側のナビゲーションペインにある[設定] をクリックします。
2. [データ主導アラート] の下で、[ユーザーに警告の作成と警告メールの送信を許可する]
をオフにします。
3. [保存] をクリックします。

データ主導アラートの一時停止
一 時 停 止 したアラートの再 開
アラートの失敗が何度も起こると、アラートが一時停止した旨の通知メールを受信します。管
理者またはアラート所有者が一時停止アラートを再開する方法はいくつかあります。
l

Tableau Web ページの[タスク>アラート] エリアで、[前回タップ] 列に、アラートが一時停
止になっていることを示す

アイコンが表示されます。[...]> [アラートを再開] を選択し、

アラートを再開します。
l

通知メールで[アラートを再開] をクリックし、アラートを再開します。通知を使用し、ア
ラートを再開することも、ビューが変更されたためアラートを削除する必要があることを示
すこともできます。

l

影響を受けるビューまたはブックのアラートパネルから。ビューまたはブックからアラートを再
開するには、アラートを選択してアラートパネルを開きます。一時停止したアラートの横
にアイコンが表示されます。影響を受けるアラートの[ アクション> ]、[アラート再開 ]の順
に選択します。

アラートが再び機能するとアラート所有者にアラート通知メールが送信されます。

失敗したアラートの特定および修正
管理者は、ユーザーが気付いていない失敗したアラートをプロアクティブに識別できます。確認
のため、以下を行ってください。
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1. サイトメニューで[ステータス] を選択します
2. [抽出以外のバックグラウンドタスク] を選択します
3. [タスク] ドロップダウンメニューから、[データアラート] がtrue の場合には [確認] を選択し
ます
4. 右端の[エラー] をクリックし、失敗したアラートのリストを表示します
5. 赤い障害アイコンをポイントすると、アラートの詳細を示すツールヒントが表示されます
アラート所有者を判別するには、Tableau Cloud リポジトリのdata_alerts テーブルのアラート
ID 番号を探してください。でアラートID 番号を検索します (サイトのアラート管理エリアで、番
号に続くアラート名を検索できますが、複数の異なるアラートが同じ名前を使用している場合
があることがわかります)。

注: アラートが10 回失敗すると、アラート所有者に自動的に通知されます。管理者はア
ラート所有者が通知を受け取るタイミングをカスタマイズすることができます。
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失敗したアラートは、多くの場合、Tableau Cloud でのコンテンツの変更によって引き起こされま
す。次のような変更が生じる場合は、アラートを作成し直すことをお勧めします。
l

ワークブック、ビュー、またはデータフィールドの削除または名前の変更を行う。

l

ワークブックに埋め込まれたデータベースクレデンシャルが期限切れである(アラートには
埋め込みクレデンシャルを使用するワークブック、または何も使用しないワークブックが必
要です)。

l

データソースにアクセスできなくなる。

メトリクスのセットアップ
メトリクスは、売上の合計などのメジャーの集計の値を追跡するTableau コンテンツの一種で
す。メトリクスは頻繁に更新され、現在の値が一目でわかる形式で表示されるため、データを
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監視する場合に便利です。ユーザーがメトリクスを操作する方法の詳細については、「 メトリク
スの作成とトラブルシューティング」を参照してください。

ユーザーがメトリクスを作成できるようにする
サイトでメトリクスが有効になっている場合、Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイ
トロールを持つすべてのユーザーは、正しいパーミッションを持っていればメトリクスを作成できま
す。
メトリクスは、Tableau サイトの既存のビューから作成されます。ユーザーがビューにメトリクスを
作成できるようにするには、次の点を確認します。
l

ユーザーは、ビューが属するワークブックに対する[メトリクスの作成/更新] のパーミッション
機能を持っている。詳細については、パーミッションを参照してください。

l

必要な場合は、データソースのパスワードは埋め込まれます。詳細については、Tableau

Cloud で接続を編集するを参照してください。

サイトのメトリクスの無効化
メトリクスは、既定ですべてのサイトで有効になっています。サイトごとにメトリクスを無効にする
ことができます。
1. メトリクスを無効にするサイトのナビゲーションパネルで、[設定] をクリックします。
2. [ メトリクスコンテンツタイプ] で、[メトリックを有効にする] チェックボックスをオフにします。
3. [保存] をクリックします。
メトリクスコンテンツタイプを無効にすると、サイトにメトリクスが表示されなくなります。既存のメ
トリクスのデータは保持されますが、これらのメトリクスは更新されなくなります。メトリクスを再度
有効にすると、これらのメトリクスが再表示され、更新が再開されます。
メトリクスの作成/更新のパーミッション機能を拒否することにより、特定のワークブックのメトリク
スを無効にすることもできます。詳細については、パーミッションを参照してください。
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メトリクスの管理
メトリクスはビューから作成されますが、アラートやサブスクリプションなどのビューに関連付けられ
てはいません。つまり、ワークブックの管理方法と同様にメトリクスを管理するには、メトリクスの
名前の変更、移動、タグ付け、削除、または権限の設定を行います。
プロジェクト階層をナビゲートするか、次のパスを使用して管理するメトリクスを検索します。
l

サイトのすべてのメトリクスを表示するには、[探索] セクションに移動し、[すべてのメトリクス]

l

を選択します。
ワークブック内のすべてのビューから作成されたメトリクスを表示するには、ワークブックに移

l

動して、[接続済みメトリクス] タブを選択します。
1 つのビューから作成されたメトリクスを表示するには、ビューを開いて、ツールバーから

[Watch (視聴)] > [メトリクス] を選択します。

アドレスの失敗および中断されたメトリクス更新
メトリクスの更新は、次のいずれかの理由で失敗する場合があります。

l

接続されているビューが削除または変更されました。
接続されているビューのパーミッションが変更されました。
データソースのパスワードが埋め込まれなくなったか、有効でなくなりました。
メトリクスの所有者がメトリクスの更新に必要なサイトロールを持っていません。Creator ま

l

たは Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールが必要です。
一時的な接続の問題が起きています。この場合は時間が過ぎると解決されます。

l
l
l

注: 所有者が更新に必要なサイトロールを持っていないためメトリクスの更新が一時停止
されている場合、所有者を変更しない限り、更新を再開したり、メトリクスを削除したりす
ることはできません。

メトリクス更新が失敗する理由と、ユーザーが更新を修正するために実行できる操作の詳細に
ついては、「 失敗した更新の修正」を参照してください。
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更新が失敗する原因となった方法で接続ビューが変更された場合、メトリクスを上書きするよ
うユーザーに促しますが、そのビューは引き続き使用可能です。ユーザーは、既存のメトリクス
と同じプロジェクトで同じ名前のメトリクスを作成することで、メトリクスを上書きできます。

一 時 停 止 された更 新 の再 開
データソースの正しいパスワードを埋め込むなど、失敗の原因が修正された場合は、メトリクス
の更新を再開できます。
1. 影響を受けたメトリクスを検索します。更新が中断されたメトリクスは、グリッドとリスト
ビューで、前回の更新時刻ではなく、[更新が中断されました]というテキストを表示しま
す。

2. 警告メッセージで、[更新の再開] をクリックします。
Tableau で更新が試行されます。この試行が成功すると、確認が送信され、更新はスケ
ジュールに従って実行されるようになります。試行が成功しなかった場合、更新は一時停止さ
れたままになります。自分またはメトリクスの所有者は、メトリクスを削除または上書きしたり、
履歴データを参照するように維持したりできます。

管理ビューでメトリクスアクティビティを監視する
Tableau Cloud の管理ビューを使用して、メトリクスのアクティビティを監視します。
メトリクスの更新アクティビティを監視するには:
1. ナビゲーションパネルで、[サイトのステータス] をクリックします。
2. [抽出以外のバックグラウンドタスク] ダッシュボードをタップします。
3. [更新するメトリクスを表示] または [ビューですべてのメトリクスを更新] のタスクをフィル
ターします。詳細については、抽出以外のバックグラウンドタスクを参照してください。

さらに多くのメトリクスイベントを監視するには、管理者インサイトを使用してカスタムビューを
作成します。管理者インサイトのTS イベントデータソースに接続し、[イベント名] ディメンショ
ンを使用して、メトリクスの作成、メトリクスの削除、メトリクスからの移動、メトリクスへの移動、
メトリクスの更新などのイベントを確認します。詳細については、「管理者インサイトを使用し
たカスタムビューの作成」を参照してください。
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更 新 に関 する問 題 のトラブルシューティング
Tableau Cloud がスケジュールされた更新を完了できない場合は、更新が失敗したことを示す
アラートが表示されます。スケジュールされた更新が5 回連続して失敗すると、Tableau Cloud
は更新を一時停止します。更新が一時停止されると、ユーザーが障害の原因を修正する措
置を講じるまで、Tableau Cloud は再試行しません。
更新が失敗した理由を説明するアラートを表示するには、ブラウザーウィンドウの右上隅にあ
る通知アイコン(

) を選択します。

エラーの修 正 と一 時 停 止 された更 新 の再 開
更新に関する問題を解決するために、アラートに示された原因に基づいて、次のアクションを
実行することができます。
l

アクセストークンの検証またはユーザー認証資格情報に関するエラー
これらの問題を修正するには、アラートの[接続の詳細] リンクをクリックして、スケジュー
ルされた更新が失敗したデータソースのデータソースページの[接続] タブに移動しま
す。[接続] タブで、データ接続の横にあるチェックボックスをオンにし、[接続の編集] をク
リックしてユーザー名またはパスワードを更新するか、別のアクセストークンを選択しま
す。接続情報が更新されると、Tableau Cloud は更新スケジュールを再起動します。
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ワークブックまたはデータソースをTableau Desktop からパブリッシュしたときに、元々認
証資格情報またはその他のデータ接続情報が埋め込まれている場合は、ワークブック
またはデータソースを再度パブリッシュすることもできます。パブリッシュプロセスの一部と
して、新しい更新スケジュールを設定することができます。それ以外の場合、Tableau
Cloud は既存のスケジュールを再起動します。
l

データベースが到達不能であることを示すエラー
参照元データベースがオンラインで、サインインしてデータにアクセスできることを確認しま
す。アラート内の[再試行] リンクを使用して、更新スケジュールを再起動できます。

l

Tableau Bridge に関連するエラー
Bridge に関連するエラーのトラブルシューティングについては、Bridge の問題のトラブル
シューティングを参照してください。

サブスクリプションのトラブルシューティング
"このメール内のビュー スナップショットを正しくレンダリングできませ
んでした。"
このエラーメッセージ付きサブスクリプションを受け取った場合は、いくつかの理由がある可能性
があります。
l

認証資格情報が見つかりません。いくつかのビューは、埋め込み認証資格情報を使用
してパブリッシュされます。埋め込み認証資格情報が期限切れの場合、または埋め込
み認証資格情報を使用せずにビューが再度パブリッシュされた場合、上記のエラーが
表示される可能性があります。

l

データベースが一時的にダウンしています。ビューが稼働中のデータベースと接続してお
り、サブスクリプションの生成時にデータベースが一時的にダウンした場合、上記のエ
ラーが表示される可能性があります。
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メール内の画像を表示できない
登録メール内でコンテンツの画像を表示するには、ビューにサブスクライブしているユーザーに
[ビュー] パーミッションに加え、[画像/PDF のダウンロード] パーミッションも必要です。詳細につ
いては、パーミッションを参照してください。

サブスクライブできない
ユーザーがTableau Server 上でビューを表示でき、右上隅にサブスクリプションアイコン(

)が

ある場合、ビューをサブスクライブできます。
ビューをサブスクライブするには、サブスクライブしているビューのデータソースに埋め込み認証資
格情報を指定するか、認証資格情報に依存しないようにする必要があります。後者の例に
は、更新していない抽出に接続するワークブック、またはパブリッシュ時にワークブックに含まれて
いたファイル内に、データが置かれているワークブックが含まれます。認証資格情報の埋め込み
は、Tableau Desktop で発生する1 つの手順です (詳細については Tableau ヘルプを参照)。

サブスクリプションアイコンがない
ビューを表示できても、サブスクライブできない可能性があります。この原因として、。
l

ビューが稼働中のデータベースの接続を使用している: 稼働中のデータベースと接続して
いるビュー (最初にビューをクリックしたときにデータベース認証資格情報の入力が要求され
る) は、サブスクリプション用に使用できません。サブスクリプションには、ビュー (またはワーク
ブック)、データ、およびスケジュールが含まれます。ビューに必要なデータを配信するために、
Tableau Server には埋め込みデータベース認証資格情報、または認証資格情報を必要と
しないデータのいずれかが必要です。稼働中のデータベースへの接続が関係している場
合、Tableau Server は認証資格情報を持たず、各ユーザーのみが認証資格情報を持ち
ます。この理由により、サブスクライブできるのは、認証資格情報が必要でないビューか、認
証資格情報が埋め込まれているビューのみです。

PDF 添付ファイルが見つかりません
管理者がサブスクリプションを有効にしている場合は、PDF 添付ファイルを追加できます。PDF
添付ファイルがサブスクリプションにない場合は、PDF のサイズがメールサーバーのサイズ制限を
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超えている可能性があります。Tableau Cloud では、各サイトの最大メールサイズは 2 MB で
す。詳細については、「Tableau Cloud サイトの容量」を参照してください。

サブスクリプションの一時停止
既定では、連続して5 回失敗するとサブスクリプションが一時停止します。

一 時 停 止 したサブスクリプションの再 開
サブスクリプションの所有者は、次の方法でサブスクリプションを再開できます。
l

コンテンツ設定の[マイサブスクリプション] から

l

各ワークブックの[サブスクリプション] タブから

サブスクリプションが再開されると、アラートの失敗回数が0 に戻ります。サブスクリプションの次
の評価は、スケジュールされている次回評価時に行われます。

サブスクリプションの頻 度 を"データ更 新 時 " に設 定 できない
ワークブックでパブリッシュされた抽出への接続を使用している場合、抽出が更新されたときに
サブスクリプションを実行するように設定できます。サブスクリプションを作成または変更すると
き、ワークブックで次の値を使用している場合は、[頻度] オプションが表示されないことがありま
す。

l

Tableau Bridge を介した抽出更新
複数の抽出更新

l

ライブデータ接続

l

注: ワークブックのデータソースに複数の接続が含まれていて、一方の接続がパブリッシュ
された抽出に接続されており、もう一方の接続にTableau Bridge が必要な場合は、サ
ブスクリプションの頻度を[データの更新時] に設定できます。選択した場合、サブスクリプ
ションは Tableau Bridge の更新時ではなく、抽出更新時に実行されます。
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データ品質に関する警告が見つからない
次の場合、データ品質に関する警告はサブスクリプションメールに含まれます。
l

Tableau Server または Tableau Cloud が データ管理 でライセンス設定されている。詳細に
ついては、データ管理 についてを参照してください。

l

Tableau Catalog が有効になっている。詳細については、Tableau Catalog の有効化 を参

l

照してください。
サイト設定で、[Data Quality Warnings in Subscriptions (サブスクリプションのデータ品質に
関する警告)]の下のチェックボックスが選択されている。

接 続 情 報 の管 理
Tableau Cloud で接続を編集する
管理者とデータソース所有者は、パブリッシュされたデータソースの接続情報を管理できます。
接続情報は、データソース、所有者、およびデータへのアクセス方法を説明します。接続に
データベース認証資格情報を埋め込み、ユーザーに対してデータへの直接アクセスを許可した
り、スケジュールされた抽出更新タスクを有効にできます。あるいは、ユーザーにサインインを要
求するよう接続を設定できます。クラウドベースデータのサーバー名を変更することもできます。
データソース所有者またはサイト管理者は、サイト上で直接この情報を管理できます。たとえ
ば、データソースを再パブリッシュしなくてもタグを更新したり、データソースの所有者を変更でき
ます。
1. 変更するデータソースがあるサイトで[Explore] ページを開き、すべてのデータソースを表
示するフィルターを設定します。
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データソースが大量にある場合は、フィルターを使用してリストを絞り込みます。
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2. 更新するデータソースの横にあるチェックボックスを選択し、[アクション] メニューで[接続
の編集] を選択します。
注: [接続の編集] オプションは、抽出データおよびファイルベースのデータへの接続には
使用できません。
3. 接続情報を更新し、[保存] をクリックします。
保存された認証資格情報を使用したデータの更新がサポートされている接続の詳細に
ついては、保存した認証資格情報を使用してデータを更新するを参照してください。
4. [データ接続] ページを更新して(F5 キーまたは Ctrl + R を押してください)、変更内容を
有効にします。

OAuth 接続
機密データベースへの認証資格情報をTableau Cloud に保存せずに、OAuth 2.0 標準を使
用して接続を作成することができます。OAuth 認証をサポートしているコネクタは次のとおりで
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す。
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Anaplan
Azure Data Lake Storage Gen2、Azure SQL、Azure Synapse
Box
Esri ArcGIS サーバー
Databricks
Dremio
Dropbox
Google 広告、Google アナリティクス、Google BigQuery、Google スプレッドシート(2022
3 月に非推奨)
LinkedIn Sales Navigator
Marketo
OneDrive
Oracle Eloqua
QuickBooks Online
Salesforce、Salesforce CDP
ServiceNow ITSM
Snowflake

Tableau から、OAuth を使用するコネクタでデータにサインインすると、ユーザーは認証プロバイ
ダーのサインインページにリダイレクトされます。ユーザーが認証資格情報を提示し、Tableau
にデータへのアクセスを許可すると、認証プロバイダーは Tableau とユーザーを一意に識別す
るアクセストークンをTableau に送信します。このアクセストークンは、ユーザーに代わってデー
タにアクセスするために使用されます。詳細については、次のOAuth プロセスの概要を参照し
てください。
OAuth ベースの接続を使用すると、次のような利点があります。
l

セキュリティ: データベースの認証資格情報がTableau Cloud に知られたり保存されたり
することはなく、アクセストークンはユーザーに代わってTableau のみが使用します。

l

利便性:複数の場所にデータソースID とパスワードを埋め込む代わりに、そのデータプ
ロバイダーにアクセスするすべてのパブリッシュ済みワークブックとデータソースの特定の
データプロバイダーに対して提供されるトークンを使用できます。
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注: さらに、Google BigQuery データへのライブ接続の場合、各ワークブックの
Viewer は単一のユーザー名とパスワードの認証資格情報を共有するのではなく、
ユーザーを識別する一意のアクセストークンを持つことができます。

OAuth プロセスの概 要
次の手順では、OAuthプロセスを呼び出す Tableau 環境における1 つのワークフローについて
説明します。
1. ユーザーが取る行動は、クラウドベースのデータソースへのアクセスを必要とします。
たとえば、Tableau Cloudにパブリッシュされているワークブックを開きます。
2. Tableau は、ユーザーをクラウド上のデータプロバイダーのサインインページに誘導しま
す。データプロバイダーに送信される情報により、Tableau は要求サイトとして識別され
ます。
3. ユーザーがデータにサインインすると、プロバイダーは Tableau Cloud のデータへのアクセス
の認可を確認するようにユーザーに要求します。
4. ユーザーの確認時に、データプロバイダーはアクセストークンをTableau Cloud に送り返
します。
5. Tableau Cloud は、ワークブックとデータをユーザーに提示します。

次のユーザーワークフローでOAuth プロセスを使用できます。
l

Tableau Desktop または Tableau Cloud からワークブックを作成してデータソースに接続
する。
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l

Tableau Desktop からデータソースをパブリッシュする。

l

Tableau Mobile や Tableau Desktop などの承認済みクライアントからTableau Cloud
サイトにサインインします。

注: Tableau Bridge では、コネクタ(Snowflake、Google BigQuery、Google ドライ
ブ、Salesforce、OneDrive) の認証にOAuth がをサポートされています。

既 定 の保 存 済 み認 証 資 格 情 報 コネクタ
保存済み認証資格情報 とは、Tableau Cloud がOAuth 接続用のユーザートークンを保存す
る機能を指します。これにより、ユーザーは OAuth 認証資格情報をTableau Cloud 上のユー
ザープロファイルに保存できます。認証資格情報を保存すると、その後コネクタにアクセスし
て、パブリッシュ、編集、更新する際にメッセージが表示されることはありません。
サポートされるすべてのコネクタは、Tableau Cloud のユーザーの[マイアカウント設定] ページ
にある[データソースの保存済み認証資格情報] に一覧表示されます。各コネクタのための
保存済み認証資格情報はユーザーが管理します。
データ接続のためのアクセストークン

初期認証プロセスの後にデータへの直接アクセスを可能にするために、アクセストークンに基
づいて認証資格情報をデータ接続と共に埋め込むことができます。アクセストークンは
Tableau Cloud ユーザーが削除するか、データプロバイダーが取り消すまで有効です。
データソースプロバイダーが許可するアクセストークンの数を超過する可能性があります。その
ような場合、データプロバイダーは新しいトークンがユーザーによって作成される際に前回のア
クセスからの時間の長さを使用して、新しいトークンのためのスペースを空けるために無効にす
るトークンを決定します。
承認済みクライアントからの認証用のアクセストークン

既定では、Tableau Cloud サイトでユーザーが初回サインイン時に認証資格情報を入力した
後、承認済み Tableau クライアントからサイトに直接アクセスできます。また、このタイプの認
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証は、OAuth アクセストークンを使用して、ユーザーの認証資格情報を安全に保存します。
詳細については、接続されているクライアントからサイトにアクセスを参照してください。

既 定 の管 理 対 象 キーチェーンコネクタ
管理対象キーチェーンとは、OAuth トークンがプロバイダーによってTableau Cloud に対して生
成され、同じサイト内のすべてのユーザーによって共有される機能を指します。まずユーザーが
データソースをパブリッシュすると、Tableau Server からデータソースの認証資格情報を求める
メッセージが表示されます。Tableau Cloud は、データソースプロバイダーに認証資格情報を
送信します。プロバイダーは、使用するTableau Cloud のOAuth トークンをユーザーに代わって
返します。その後のパブリッシュ操作では、同じクラスとユーザー名に対してTableau Cloud に
保存されたOAuth トークンが使用されるため、ユーザーにOAuth 認証資格情報の入力を求
めるメッセージが表示されることはありません。データソースのパスワードが変更された場合、上
記のプロセスが繰り返され、古いトークンがTableau Cloud 上の新しいトークンに置き換えられ
ます。
次の既定の管理キーチェーンコネクタでは、Tableau Cloud で追加のOAuth を構成する必要
はありません。
l

Google アナリティクス、Google BigQuery、Google スプレッドシート(2022 年 1 月で非推
奨)

l

Salesforce

カスタム OAuth を構 成 する
2021.2 以降、サイト管理者として、OAuth をサポートしているデータプロバイダー(コネクタ) ごと
にカスタムOAuth クライアントを構成して、サイトの事前構成されたOAuth クライアントの設定
を上書きできるようになりました。一意のOAuth クライアントを必要とするデータへの安全な接
続をサポートするために、カスタムOauth クライアントを構成することを検討してください。
カスタムOAuth クライアントが構成されている場合、デフォルトの構成は無視され、サイトで作
成されたすべての新しいOAuth 認証資格情報は、デフォルトでカスタムOAuth クライアントを
使用します。
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重要: カスタムOAuth クライアントを構成する前に確立された既存のOAuth 認証資格情報
は、一時的には使用できるものの、サイト管理者とユーザーの両方が保存された資格情報の
更新を行い、データへのアクセスが中断されないようにする必要があります。
ステップ1: OAuth クライアントID、クライアントシークレット、リダイレクトURL の準備

カスタムOAuth クライアントを構成する前に、以下の情報を収集する必要があります。この情
報を入手したら、OAuth をサポートしているコネクタごとにカスタムOAuth クライアントを構成で
きます。
l

OAuth クライアントID とクライアントシークレット: まず OAuth クライアントをデータプロ
バイダー(コネクタ) に登録して、Tableau Cloud 用に生成されたクライアントID とクライ
アントシークレットを取得します。サポートしているコネクタは次のとおりです。
l
l
l
l
l

l
l

l

Azure Data Lake Storage Gen2、Azure SQL データベース、Azure Synapse
Databricks
Dremio
Dropbox
Google アナリティクス、Google BigQuery、Google スプレッドシート(2022 年 3 月
で非推奨)
Intuit QuickBooks Online
Salesforce、Salesforce CDP

リダイレクトURL: 以下のステップ2 の登録プロセスで正しいリダイレクトURL を入力で
きるように、Tableau Cloud サイトが配置されているポッドをメモしておいてください。リダ
イレクトURL は次の形式を使用します。
https://<your_pod>.online.tableau.com/auth/add_oauth_token
たとえば、https://us-west-2b.online.tableau.com/auth/add_oauth_token などです。

注: ポッドの詳細については、Tableau Trust のページを参照してください。

ステップ2: OAuth クライアントID とクライアントシークレットの登録

以下の手順に従って、カスタムOAuth クライアントをサイトに登録します。
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1. サイト管理者の認証資格情報を使用してTableau Cloud にサインインし、[設定] ペー
ジに移動します。
2. [OAuth Clients Registry (OAuth クライアントレジストリ)] で、[Add OAuth Client
(Oauth クライアントの追加)] ボタンをクリックします。
3. 上記のステップ1 の情報を含む、必要な情報を入力します。
a. [接続タイプ] で、カスタムOAuth クライアントを構成するコネクタに対応するデータ
ベースクラスの値を選択します。
b. クライアントID、クライアントシークレット、リダイレクトURL には、上記のステップ
1 で準備した情報を入力します。
c. [Add OAuth Client (Oauthクライアントの追加)] ボタンをクリックして、登録プロ
セスを完了します。

4. (オプション) 追加のコネクタについて、ステップ3 を繰り返します。
5. [設定] ページの下部または上部にある [保存] ボタンをクリックして、変更を保存します。
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ステップ3: 保存された認証資格情報の検証と更新

中断のないデータアクセスを確保するため、サイト管理者 (およびサイトのユーザー) は、デフォ
ルトのOAuth クライアントの代わりにカスタムOAuth クライアントを使用できるように、以前に
保存した認証資格情報を削除して追加し直す必要があります。
1. [マイアカウント設定] ページに移動します。
2. [データソースの保存済み認証資格情報] で、次の手順を実行します。
1. 上記のステップ2 でカスタムOAuth クライアントを構成したコネクタの既存の、保
存済み認証資格情報の横にある[削除] をクリックします。
2. 同じコネクタの横にある[追加] をクリックし、プロンプトに従って、1) 上記のステッ
プ2 で構成したカスタムOAuth クライアントに接続し、2) 最新の認証資格情報
を保存します。
ステップ4: 保存した認証資格情報を更新するようにユーザーに通知する

上記のステップ2 で構成したカスタムOAuth クライアントのデータプロバイダーに対する、保存
された認証資格情報を更新するように、サイトのユーザーに通知してください。サイトのユー
ザーは、「保存済み認証資格情報の更新」で説明されている手順を使用して、保存された
認証資格情報を更新できます。

Salesforce CDP 用 OAuth の設 定
2022 年 1 月より、Tableau Cloud は、OAuth 規格を使用したSalesforce CDP データへの接
続と更新をサポートします。
Tableau Cloud からSalesforce CDP データへのOAuth 接続を有効にするには、Salesforce
CDP アカウントとTableau Cloud サイトででいくつかの構成ステップを実行する必要がありま
す。
必要事項
Salesforce CDP のOAuth を有効にするには、Salesforce CDP 管理者とTableau Cloud サ
イト管理者の両方が必要です。
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手順の概要
Salesforce CDP 用 OAuth の設定は、次のタスクで構成されています。
1. Salesforce CDP データへのクエリ(データの出力) を許可するようにSalesforce CDP API
を構成します。
2. Tableau Cloud からの OAuth 委任を処理するSalesforce 接続済みアプリを作成します。
ステップ1: Salesforce CDP API を構成する

Salesforce CDP 管理者は、以下に説明されている手順に従って、Salesforce CDP データ
(データの出力) へのクエリを有効にするようにSalesforce CDP のAPI を構成します。この手順
では、Salesforce CDP の2 つのカスタムAPI スコープ、cdpquery とcdpprofile を作成す
る方法について説明します。
1. 組織の管理者ユーザー ロールを使用してSalesforce CDP にログインし、次を実行します。
a. [Setup (セットアップ)] に移動し、[OAuth カスタム スコープ] を検索して選択しま
す。
b. cdpquery およびcdpprofile という名前の2 つのカスタムスコープを作成しま
す。
2. サイト管理者としてTableau Cloud にサインインし、次を実行します。
a. ブラウザのアドレスバーから、Tableau Cloud URL の最初の部分 (https プロトコ
ルを含む) をコピーします。(例: https://us-west-2b.online.tableau.com)
b. 次の認証 URL の<tableau_url> をステップa でコピーしたTableau Cloud の
最初の部分に置き換えます。
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9VeAQy5y3BQVJqaUbFmV5jfrJwz6_K.i8UWdbF3ZMXdS_
59Dz9rxW8QtgNzu3.Otq8eykxq1YJ9yBardP&redirect_
uri=https://<tableau_url>/auth/add_oauth_token
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例:
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9VeAQy5y3BQVJqaUbFmV5jfrJwz6_K.i8UWdbF3ZMXdS_
59Dz9rxW8QtgNzu3.Otq8eykxq1YJ9yBardP&redirect_
uri=https://us-west-2b.online.tableau.com/auth/add_
oauth_token
c. 認証 URL のバージョンをコピーして、Web ブラウザーに貼り付けます。
d. プロンプトが表示されたら、[許可] をクリックします。

ステップ2: Salesforce 接続アプリを作成する

Salesforce CDP 管理者は、Salesforce CDP のAPI スコープを作成したら、以下の手順に
従って、Tableau Cloud からのOAuth 委任を処理するSalesforce 接続済みアプリを作成しま
す。
注: 次の手順では、Salesforce Lightning でのプロセスについて説明します。従来の
Salesforce インターフェイスを使用している場合は、ナビゲーションが異なる場合があります
が、構成は同じです。
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1. Salesforce CDP アカウントに戻り、[セットアップ] に移動して、[Connected Apps
OAuth usage (接続アプリの OAuth 使用状況)] を検索して選択します。
2. Salesforce CDP Tableau Prod 接続の横にある[インストール] ボタンをクリックします。

3. プロンプトが表示されたら、[インストール] をクリックして確定します。
4. Salesforce CDP Tableau Prod 接続の横にある[Manage App Policies (アプリポリ
シーの管理)]をクリックします。

5. [OAuth カスタムスコープ] まで下にスクロールして、[Manage OAuth Custom Scopes
(OAuth カスタム スコープの管理)] をクリックします
6. [cdpprofile] および[cdpquery] チェックボックスをオンにして、[保存] をクリックします。

構成すると、Tableau Cloud サイトからのすべての新しいSalesforce CDP 接続で、既定の
Salesforce CDP 接続済みアプリが使用されます。

データ接続のために保存された認証資格情報の管理
保存された認証資格情報は、認証資格情報の入力を要求されずにデータソースに接続でき
るようにします。接続のために保存された認証資格情報には OAuth アクセストークン、または
ユーザー名とパスワードなどのその他の認証資格情報があります。

Tableau Software

869

Tableau Cloud ヘルプ
Tableau Cloud では、[アカウント設定] ページで保存された認証資格情報の管理ができま
す。

注: [保存済み認証資格情報] セクションが表示されない場合は、認証資格情報の保
存の許可についてサイト管理者 にお問い合わせください。

保 存 済 み認 証 資 格 情 報 の削 除
データへのTableau アクセスを削除するには、アカウントからそのデータへの接続に関連する保
存された認証資格情報を削除します。
認証資格情報を削除した後、次回アクセスする際にデータにサインインする必要があります。
これにより、新しく保存された認証資格情報が作成されます。
管理者は、すべてのユーザーが同じ共有認証資格情報を使用してデータソースに接続する
よう選択できます。この場合、保存された認証資格情報はすべてのユーザーのデータソース
や接続と関連付けられます。また、認証資格情報は [アカウント設定] ページの[保存された
認証資格情報] の下に表示されません。

注:Tableau Server ユーザーで保存済みの認証資格情報を削除できない場合は、管理
者がサーバー設定で[ユーザーにデータソースアクセストークンの保存を許可] オプション
をクリアしたかどうか問い合わせてください。

保 存 された認 証 資 格 情 報 を使 用 した接 続 のテスト
コネクターがテスト機能をサポートする場合、接続を保存された認証資格情報でテストできま
す。
1. Tableau Server または Tableau Cloud にサインインし、[アカウント設定] ページを表示
します。
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2. [保存済み認証資格情報] セクションで、テストする保存された接続のとなりにある[テス
ト] リンクをクリックします。
このテストによりTableau Cloud または Tableau Server がこの対応する保存された認証資格
情報を使用してアカウントにアクセスできることを確認できます。テストに成功したにもかかわら
ずこの管理済み接続によってデータにアクセスできない場合、この接続用に提供されている認
証資格情報がデータにアクセスできることを確認します。
たとえば、誤って個人のGmail アカウントを使用して接続を作成した、異なるアカウントを使用
してGoogle Analytics データベースにアクセスしている場合、保存した認証資格情報を削除
し、適切な Gmail アカウントを使用してサインインする必要があります。

保 存 済 み認 証 資 格 情 報 の更 新
サイトにカスタムOAuth クライアントを構成した後は、既存のTableau コンテンツからのデータア
クセスが中断されないようにするために、保存済み認証資格情報を更新することをお勧めしま
す。保存済み資格情報を更新するには、以前保存された特定のコネクタの認証資格情報を
削除してから、もう一度追加します。
保存済み資格情報をもう一度追加すると、新しいTableau コンテンツと既存のTableau コン
テンツの両方で、サイト管理者によって構成されたカスタムOAuth クライアントを使用してデー
タにアクセスできるようになります。カスタムOAuth クライアントの詳細については、OAuth 接続
を参照してください。
1. Tableau Server にサインインし、[マイアカウントの設定] ページに移動します。
2. [データソースの保存済み認証資格情報] で、次の手順を実行します。
1. コネクタの保存済み認証資格情報の横にある[削除] をクリックします。
2. 同じコネクタの横にある[追加] をクリックし、プロンプトに従って1) サイト管理者か
ら通知されたカスタムOAuth クライアントに接続し、2) 最新の認証資格情報を
保存します。
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保 存 されたすべての認 証 資 格 情 報 のクリア
[保存されたすべての認証資格情報の削除] を選択すると、ユーザーアカウントから以下の項
目が削除されます。
l

アカウントに保存されているすべての接続用の認証資格情報。

注意:これらの保存された認証資格情報のいずれかがパブリッシュ済みワークブック
やデータソースで保存されている場合、これらのトークンを削除するとデータソース
へのアクセスもそれらの場所から削除されます。事実上、これはまるで影響を受け
る保存された認証資格情報が使用されるあらゆる場所で「鍵を変える」ようなもの
です。

l

パブリッシュ済みのデータ抽出やそれらに接続するワークブックへのアクセスに使用してい
るパスワード。

Web 上 でのフローの作 成 と操 作
バージョン2020.4 以降、Tableau Cloud でフローを作成および操作して、データのクリーンアッ
プと準備を行うことができます。データへの接続、新しいフローの作成、および既存のフローの
編集を行うことができ、作業は数秒ごとに自動的に保存されます。自分だけが利用できる下
書きフローを作成するか、フローをパブリッシュして他のユーザーが利用できるようにします。
データ管理 がライセンスされている場合、Web から個別のフローを実行するか、Tableau Prep
Conductor を使用してスケジュールに従ってフローを自動的に実行します。詳細については、
「Web 上のTableau Prep」を参照してください。

サイトでのフローの Web 作成をオンまたはオフにする
注: この設定は現在、Tableau Server でのみ使用できます。Web 作成はTableau
Cloudで有効になっており、無効にすることはできません。

872

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、Web 作成を有効化するサイト
に移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
2. [Web 作成] セクションで、[フロー] を選択します。ユーザーがブラウザーでフローを編集し
て、機能を有効にすることができるようにします。

チェックボックスをクリアし、そのサイトのWeb 作成をオフにします。
3. 変更内容をすぐに有効にする場合は、サーバーを再起動します。再起動しない場合、
変更内容はサーバーセッションのキャッシュ期限が切れた後、または次回ユーザーがサイ
ンアウト後に再びサインインしたときに有効になります。

リンクされたタスクを有効にする
Tableau Cloud および Tableau Server バージョン2021.3 以降でサポートされています。
[リンクされたタスク] オプションを使用して、最大 20 件のフローを次々に実行するようにスケ
ジュールできます。リンクされたタスクは、[リンクされたタスク] オプションが選択されているスケ
ジュールでのみ実行できます。リンクされたタスクの詳細については、「リンクされたタスクのスケ
ジュール」を参照してください。
バージョン2022.1 以降、リンクされたタスクは、既定で[サーバー設定] および作成する新しいフ
ロースケジュールで有効になっています。以前のバージョンでは、管理者は最初にオプションを
有効にする必要があります。
複数のサイトがある場合は、以下のチェックボックスをオフにすることで、個々のサイトの[リンクさ
れたタスク] をオフにできます。
リンクされたタスクをスケジュールした後にサーバー設定をオフにした場合、実行中のタスクはす
べて完了しますが、スケジュール済みのリンクされたタスクは非表示になり、[スケジュールされた
タスク] タブに表示されなくなります。
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リンクされたタスクを有効にする(バージョン2021.4 以前)
1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、フローの[リンクされたタスク] を
有効にするサイトに移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
2. [リンクされたタスク] セクションで、[リンクされたタスクをスケジュールできるようにする] を選
択して、管理者が、リンクされたタスクを実行するスケジュールを設定できるようにしま
す。
3. [リンクされたタスクを[今すぐ実行] を使用して手動で実行することを許可する] を選択
して、ユーザーが[今すぐ実行] を使用して、リンクされたフロータスクを実行できるように
します。

フロー パラメーターを有効にする
ユーザーがパラメーターを含むフローをスケジュールして実行できるようにします。パラメーターを
使用すると、ユーザーはフローを一度構築してから、さまざまなデータシナリオに対応するよう
にパラメーター値を変更することで、フローをスケーリングできます。
パラメーターは、ファイル名、パス、テーブル名のインプットステップ、またはカスタムSQL クエリを
使用する場合は、ファイル名、パス、テーブル名のアウトプットステップ、およびフィルターまたは
計算値の任意のステップタイプに入力できます。
フローパラメーターの設定は、サーバーレベルで適用して、Tableau Server 上のすべてのサイ
トを含めることができます。この設定は、サイトレベルで無効にして、特定のサイトのみを含め
ることができます。
フローでパラメーターを使用する方法の詳細については、Tableau Prep ヘルプの「フローでパラ
メーターを作成して使用する」を参照してください。
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1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、[フロー パラメーター] を有効にす
るサイトに移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
2. [フロー パラメーター] セクションで、[パラメーターを使用するフローをユーザーが実行および
スケジュールできるようにする] を選択して、機能を有効にします。
3. [Allow parameters that can accept any input (任意の入力を受け入れるパラメー
ターを許可する)] を選択して、フローを実行しているすべてのユーザーが実行時にフロー
に任意のパラメーター値を入力できるようにします。
重要: このオプションを設定すると、フローのユーザーはパラメーターに任意の値を入力で
きるようになり、ユーザーがアクセスすべきでないデータが公開される可能性があります。
このオプションが選択されていない場合、ユーザーは事前定義されたパラメーター値のリ
ストのみから選択でき、任意の値を受け入れるパラメーターを含むフローは実行されない
か、実行するようにスケジュールされなくなります。

Tableau Prep Conductor を有効にする
データ管理 がライセンスされている場合は、このオプションを有効にして、ユーザーがTableau
Server およびTableau Cloud でフローのスケジュール設定と追跡ができるようにします。
Tableau Prep Conductor の追加の構成要件については、「Tableau Prep Conductor」参照し
てください。
1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、Tableau Prep Conductor を有
効にするサイトに移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
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2. Tableau Prep Conductor セクションで、[Let users schedule and monitor flows
(ユーザーにフローのスケジュール設定と監視を許可する)] を選択して、機能を有効に
します。

[今すぐ実行] を有効にする
[今すぐ実行] オプションを使用して、ユーザーまたは管理者のみがフローを手動で実行できる
かどうかを制御します。フローを手動で実行するには、データ管理 は必要ありません。
1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、フローの[今すぐ実行] を有効
にするサイトに移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
2. [今すぐ実行] セクションで、[Let users run jobs manually using Run Now (ユー
ザーに [今すぐ実行] を使用してジョブを手動で実行するのを許可する)] を選択して、
機能を有効にします。

サーバー管理者のみがフローを手動で実行できる場合は、チェックボックスをオフにしま
す。

フロー サブスクリプション
スケジュールされたタスクでフローの実行が成功したことについて、ユーザーがフロー通知を受け
取るかどうかを制御します。この通知を有効にするには、データ管理 が必要です。
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1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、フローサブスクリプションを有効
にするサイトに移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
2. [フロー サブスクリプション] セクションで、[Let users send or receive emails that
include flow output data (ユーザーがフロー出力データが含まれるメールを送受信でき
るようにする)] を選択して、機能を有効にします。

注: .csv または .xlsx ファイルタイプのいずれかをメールに添付するオプションは、オン
プレミス環境のみで使用できます。

Tableau Prep 拡張機能を有効にする
バージョン2021.2.0 以降の Tableau Server および Tableau Cloud でサポートされています
このオプションを設定して、ユーザーがEinstein Discovery に接続して、フロー内のデータに対し
て予測モデルを実行できるかどうかを制御します。
Einstein Discovery を活用したモデルを使用して、Web 上でフローを作成するときに、フロー内
のデータの予測を一括でスコアリングできます。予測を行うことで、より適切な情報に基づいて
意思決定を行い、ビジネス成果を向上させるためのアクションを実行できます。
フローに予測を含めるには、追加の設定を構成する必要があります。詳細については、
「Einstein Discovery 予測をフローに追加する」および「Einstein Discovery 統合の設定」を参
照してください。
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1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、Tableau Prep 拡張機能を有
効にするサイトに移動します。そのサイトで、[設定] > [Extensions (拡張機能)] の順
にクリックします。
2. [Tableau Prep 拡張機能] セクションで、[Let users connect to Einstein
Discovery (ユーザーに Einstein Discovery への接続を許可する)] を選択して機能
を有効にします。

自動保存をオフまたはオンにします
この機能は既定で有効になっており、ユーザーのフロー作業を数秒ごとに自動的に保存しま
す。
管理者は、Tableau Server REST APIメソッドの「サイトの更新」と
flowAutoSaveEnabled 設定を使用して、サイトの自動保存を無効にすることができます
が、これは推奨されていません。詳細については、「Tableau Server REST API サイトのメソッ
ド: サイトの更新」を参照してください。Web 上での自動保存の詳細については、自動保存を
オフまたはオンにしますを参照してください。
サイト設定の構成については、Tableau Server ヘルプの「サイト設定リファレンス」を参照してく
ださい。

Web 上の Tableau Prep
Windows 上の Internet Explorer 11 および Internet Explorer の互換モードはサポートされてい

ません。
バージョン2020.4 以降、Tableau Prep ではフローのWeb 作成がサポートされています。これ
により、Tableau Prep Builder、Tableau Server、または Tableau Cloud を使用して、データの
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クリーニングと準備を行うフローを作成できます。また、Web 上でフローを手動で実行することが
でき、データ管理 は必要ありません。
Web 上でもTableau Prep Builder の同じ機能の大部分がサポートされていますが、フローを作
成して操作する場合には、いくつかの相違点があります。
重要: Web 上でフローを作成および編集するには、Creator ライセンスが必要です。ただし、
データ管理 は、Tableau Prep Conductor を使用してスケジュールに従ってフローを実行する場
合にのみ必要です。Tableau Prep Conductor を使用して構成および使用する方法について
は、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの「Tableau Prep Conductor」を参照してく
ださい。

インストールと展 開
ユーザーがWeb 上でフローを作成および編集できるようにするには、サーバーでいくつかの設定
を構成する必要があります。これらの各設定の詳細については、「Web 上でのフローの作成と
操作」を参照してください。
l

l

l

l

l

Web 作成 : ユーザーが Tableau Server または Tableau Cloud でフローを作成および編集
できるかどうかを制御します。
今すぐ実行 : [今すぐ実行] オプションを使用して、ユーザーまたは管理者のみが手動でフ
ローを実行できるかどうかを制御します。Web 上でフローを手動で実行するには、データ管
理 は必要はありません。
Tableau Prep Conductor: データ管理 がライセンスされている場合、このオプションを有
効にすると、ユーザーはフローをスケジュールおよび追跡できます。
Tableau Prep 拡張機能 (バージョン2021.2.0 以降): ユーザーが Einstein Discovery に
接続してフロー内のデータに対して予測モデルを適用および実行できるかどうかを制御しま
す。
自動保存 : この機能は既定で有効になっており、数秒ごとにユーザーのフロー作業を自動
的に保存します。

サンプル データと処理の制限

Web 上のフローを操作する際のパフォーマンスを維持するために、フローに含めることができる
データの量に制限が適用されます。
以下の制限が適用されます。
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l

ファイルに接続する場合、最大ファイル サイズは 1 GB です。
すべてのデータを含めるデータサンプリングオプションは使用できません。既定のサンプル

l

データの制限は 100 万行です。
大きなデータセットを使用する場合にユーザーが選択できる最大行数は、管理者によって

l

構成されます。ユーザーは、その制限までの行数を選択できます。
Tableau Cloud では、1 日あたりのフローの実行数がサイト管理者によって制限されます。

l

詳細については、「Tableau Cloud サイトの容量」 を参照してください。

Web 上 で利 用 可 能 な機 能
Web 上でフローを作成および編集すると、ナビゲーションおよび特定の機能の可用性に多少
の相違点があることがわかります。ほとんどの機能はすべてのプラットフォームで利用できます
が、一部の機能は Tableau Server または Tableau Cloud で制限が設けられているか、まだサ
ポートされていません。次の表に相違点がある機能を示します。
メジャー エリア

例外

Tableau Tableau

Tableau

Prep

Cloud

Server

Builder
データへの接続

一部のコネクタは、Web 上でサ
ポートされていない場合がありま
す。サーバーの [接続] ウィンドウ
を開いて、サポートされているコ
ネクタを確認します。

フローの構築と編
成
データサンプルの

Tableau Server および Tableau

サイズの設定

Cloud では、データサンプルのサ
イズは管理者が設定した制限に
従います

インプットステップ

インプットユニオンは、Tableau

のファイルおよび

Server や Tableau Cloud で編

データベース表の

集または作成することはできませ

ユニオン作成

ん。Tableau Prep Builder のみ。

880

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
データのクリーニン
グと加工
データグリッドの値

Tableau Prep Builder と

のコピー

Tableau Server ではバージョン
2022.3.から、Tableau Cloud で
は 2022.2 (8月) から利用可能
です。

データの集計、結
合またはユニオン
フローでのR およ

Tableau Cloud でフローを作成

びPython スクリプ

または編集する場合、スクリプト

トの使用

ステップを追加することはできま
せん。これは現在、Tableau
Prep Builder および Tableau
Server でのみサポートされてい
ます。

再利用可能なフ
ローステップの作
成
Web 上でフローを

該当しま

自動的に保存す

せん

る
ファイルの自動復
元

該当しませ

該当しませ

ん

ん

Tableau Desktop
でフロー出力を表
示する
抽出ファイルを作
成する
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Microsoft Excel
ワークシートへの
抽出を作成する
カスタムSQL クエ
リへの接続
パブリッシュされた
データソースを作
成する
フロー出力を外部
データベースに保
存する
Einstein
Discovery 予測を
フローに追加する
自動保存と下書き作業

サーバー上でフローを作成または編集すると、数秒ごとに作業が下書きとして保存されるた
め、クラッシュが発生した場合や、誤ってタブを閉じた場合でも、作業が失われることはありま
せん。
下書きは、サインインしているサーバーとプロジェクトに保存されます。下書きを別のサーバーに
保存またはパブリッシュすることはできませんが、[ファイル] > [Publish As (名前を付けてパブ
リッシュ)] メニューオプションを使用すると、そのサーバー上の別のプロジェクトにフローを保存で
きます。
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下書きのコンテンツは、パブリッシュするまで自分以外のユーザーには表示できません。変更内
容をパブリッシュした後にそれを元に戻す必要がある場合は、[リビジョン履歴] ダイアログを使用
して以前パブリッシュしたバージョンを表示し、元に戻すことができます。Web 上でのフローの保
存の詳細については、「Web 上でフローを自動的に保存する」を参照してください。

Web上 でフローをパブリッシュする
Web 上でフローをゼロから作成する場合でも、既存のフローを編集する場合でも、フローを実
行する前にパブリッシュする必要があります。
l
l

l

フローの下書きはサインインするサーバーにのみパブリッシュできます。

[ファイル] メニューの [Publish As (名前を付けてパブリッシュ)] をクリックすると、下書きを
別のプロジェクトにパブリッシュできます。
フローのデータベース接続に認証資格情報を埋め込むことで、フローの実行時に認証資格
情報を手動で入力しなくても、フローを実行できます。

認証資格情報の埋め込み

注: 認証資格情報の埋め込みは、サーバー上でフローを実行する場合にのみ適用されます。
現在、認証資格情報は、データベースに接続されているフローを編集する際に手動で入力す
る必要があります。認証資格情報の埋め込みは、サーバーレベルまたはサイトレベルではな
く、フローレベルでのみ設定できます。
次のいずれかを実行します。
l

トップメニューから、[ファイル] > [接続の認証資格情報] > [Embeded in Published
Flow (パブリッシュされたフローへの埋め込み)] の順に選択します。
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l

フローをパブリッシュする場合は、[認証資格情報の埋め込み] チェックボックスをオンに
します。このオプションは、[Publish As (名前を付けてパブリッシュ)] を選択して新しい
プロジェクトに初めてフローをパブリッシュしたとき、または他のユーザーが最後にパブリッ
シュしたフローを編集するときに表示されます。
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フローのパブリッシュ

フローをパブリッシュすると、それが現在のバージョンのフローになり、プロジェクトにアクセスできる
他のユーザーが実行および表示できます。パブリッシュされていないフローやフローの下書きに対
して行った変更内容は、フローをパブリッシュするまで自分以外のユーザーには表示できませ
ん。フローのステータスの詳細については、「Web 上でフローを自動的に保存する」を参照して
ください。
フローをパブリッシュするには、次のいずれかを実行します。
l

トップメニューから、[ファイル] > [パブリッシュ] または[ファイル] > [Publish As (名前を付け
てパブリッシュ)] を選択します。

l

上部のバーで[パブリッシュ] ボタンをクリックするか、ドロップダウン矢印をクリックして
[Publish As (名前を付けてパブリッシュ)] を選択します。

実行可能なユーザー
l

サーバー管理者、サイト管理者 Creator、および Creator は、完全な接続およびパブリッ
シュアクセスを許可します。
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l
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Creator は、Web 作成タスクを実行できます。
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Web でのビューの作 成 、操 作 、埋 め
込み
ビューをTableau Cloud で作成して操作できます。詳細については、Tableau ヘルプで以下の
ユーザー向けトピックを参照してください。
Web でのTableau の使用
Tableau サイトの概要
Web でのビューの編集
データの結合
ダッシュボードの作成
ストーリーの作成
Web ページでビューおよびダッシュボードを埋め込む
バージョン間でワークブックの互換性があるようにする

アラートとサブスクリプション
サブスクリプションのトラブルシューティング
Tableau Cloud または Tableau Server からのデータ主導アラートの送信

Web 作 成 とTableau Desktop 機 能 の比 較
Tableau Desktop を使い慣れていてTableau Server や Tableau Cloud のWeb 作成環境を
初めて使用する方にとっては、Web 機能をTableau Desktop の場合と同様のやり方で使用
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する方法をまとめたこのトピックが役立ちます。また、2 つの環境の根本的な違いも列挙してい
ます。

注: このトピックでは基本的な作成機能について要約しており、デスクトップ環境とWeb
環境のすべての違いについては扱っていません。

バージョン別の機能
各リリースに追加予定の最新のWeb 編集機能のリストについては、「Tableau の新機能」、
「Tableau Online の新機能」のWeb 作成セクションを参照するか、リリースナビゲーターViz で
リリースごとの変更内容をフィルターして比較することが可能です。

Web 作成の一般的な違い
l

利用できる作成機能は、ライセンスレベルによって決まります。各ライセンスレベルで実
行可能な内容の概要については、「Tableau サイトでできること」を参照してください。

l

ビュー内のフィールド上では右クリックメニューアクションを利用できますが、ワークスペー
スの項目の中にはそれが利用できないものもあります。

l

Web 作成とTableau Desktop 用のキーボードショートカットは同じではありません。
Web 作成のキーボードショートカットのリストについては、「Web 作成のショートカット
(英語)」を参照してください。

Web 作成機能
Web 環境では、データに接続してそれらのデータソースからワークブックを作成したり、
Tableau Desktop を介してパブリッシュされたデータに接続することができます。Web 上で作成
されたビューまたは Tableau Desktop からパブリッシュされたビューを編集できます。
管理者は、ユーザーが持つことができるWeb 作成の機能をサイトレベルで設定できます。
Explorer はワークブックの編集、パブリッシュされたデータソースからの新しいワークブックの作
成、パブリッシュされたデータソースへの接続、ビュー、ダッシュボード、およびストーリーの作成と
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編集を行うことができます。Creator はこれらの機能の他に、新しいワークブックの作成や、Web
上のデータへの接続ができるほか、(Tableau Cloud 上の)「データに聞く」とダッシュボードスター
ターを使用してすぐに分析を開始できます。

データ管 理
l

Creators: データソースに接続するか、ファイル(テキスト、Excel、Tableau ワークブック)
をアップロードするか、特定のデータソース用にあらかじめ作成されているダッシュボード
スターターテンプレートを使用します。詳細については、「Creators: Web 上のデータへの
接続」を参照してください。

l

Creators: [データソース] ページでWeb 上のデータを準備する。詳細については、
「Creators: Web 上のデータの準備」を参照してください。

注: Web 上でデータを作成するときに[データソース] ペー
ジで表示可能な行数には制限がありますが、この制
限はブラウザーにより以下のように異なります。
l Internet Explorer: 10,000 行
l その他のブラウザー: 100,000 行
ブラウザーに関わりなく、Web 上の[データソース] ページ
で表示可能なレコードの合計数 (行数に列数を掛け
る) は、300 万です。

l

一部のデータソースへの接続時に初期 SQL を実行する

l

データを関連付け、複数のテーブルからのデータを組み合わせる

l

複数接続データソースを使用し、同一データソース内または別のデータベースの
異なる表からのデータを結合する

l

結合計算の追加

l

データのユニオン作成

l

データのピボット処理
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l

l

グリッドの値のコピー(Ctrl + C、または Mac では Command - C)

l

データソースの編集

l

Data Interpreter を使用してデータをクリーンアップする

l

カスタムSQL クエリの作成

Explorers: パブリッシュされたデータソースに接続する。
l

パブリッシュされたデータソースをブレンドする。

l

データソース(パブリッシュされたワークブックに埋め込まれているもの) をパブリッ
シュされたデータソースとして別個に保存する。

l

ビューのメジャーの集計を変更する。既定のメジャーの集計を[データ] ペインで変
更する。

l

スキーマでフィールドを検索する。

l

各フィールドの複製・非表示・名前変更を行う。

l

フィールドのデータ型を変更する。

l

メジャーからディメンションへの、またはその逆の変換を行う。

l

不連続フィールドから連続フィールド、またはその逆の変換を行う。メジャーおよ
び日付ディメンションで利用できるオプションです。
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l

フィールドに地理的役割を割り当てる。

l

ディメンションのメンバーの別名を作成する。

l

グループを作成して編集する。

l

セットの作成と編集 (条件付きセットは使用できません)
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l

パラメーターを作成、編集、削除します。番号と日付の書式設定、およびパラ
メーターに関するコメントの追加は、Web ではサポートされていません。

アナリティクス
l

ワークブックでシート(ビュー、ダッシュボード、およびストーリー) を作成、編集、名前の変
更、複製およびクリアする。

l

「データに聞く」 (Ask Data) を使用してビューを自動的に作成する。

l

「データの説明を見る」を使用してビューを自動的に作成する。

l

スキーマ検索を使用して[データ] ペインでフィールドを検索する

l

フィールドをビュー、行、列、および[マーク] カードの各種マークタイプにドラッグする。

l

[表示形式] を使用してビューを作成する。また、[データ] ペインから該当するフィールドを
選択してビューエリアにドラッグし、自動的に「表示形式」ビューを作成する。

l

参照元データを表示する(ツールヒントを使用)。

l

ツールヒントViz は Web ビューで動作するが、Tableau Desktop で構成する必要があ
る。ストーリーまたはダッシュボード内で使用するワークシートを非表示にするのと同じ方
法で、ツールヒント内 viz ワークシートは非表示にできます。

l

アクションは Web ビューで動作するが、Tableau Desktop で構成する必要がある。

l

計算フィールドを作成および編集する。

l

連続メジャーからビンを作成し、編集する。

l

表計算を作成および編集して、簡易表計算を使用する。

l

セットを作成し、セットコントロールを表示する。(Web 作成では、キューブデータソース
からセットを作成できないことに注意してください。)

l

[アナリティクス] ペインを使用してリファレンスライン、傾向線、その他のオブジェクトを
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ビューにドラッグする。リファレンスライン、傾向線、およびリファレンスバンドを編集する。
連続軸上にリファレンス分布を作成・設定する。クラスターの追加、および予測の追加
と変更は、Web ではサポートされていません。
l

ビューでマークを選択し、それらを対象にしてツールヒントの[メンバーのグループ化] (ペー
パークリップ) をクリックして、グループを作成する。[データ] ペインで既存のグループを編
集することもできます。

l

1 つのディメンションを[データ] ペインの別のディメンションにドラッグすることによる階層の
作成。注: フィールドがフォルダー内で既にグループ化されている場合は、階層を作成で
きません。

l

パンおよびズームの有効化や無効化、マップ検索、ビューツールバー、マップの縮尺の
表示など、地図の操作に関するオプションを変更する。ユーザーは単位をマップすること
もできます。

l

ビューの連続する階層をドリルアップまたはドリルダウンする。連続した階層のある
ビューでは、連続軸上のヘッダー付近にカーソルを置いて[+] や [-] のコントロールを表
示します。クリックしてドリルダウンまたはドリルアップします。
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l

ラベル、合計、および小計を表示する。

l

マークラベルの表示、非表示、および書式設定

l

タイトルとキャプションを表示する、非表示にする。

l

フィルターおよびハイライトのカードを表示する、非表示にする。

l

ビューのヘッダーを表示する、非表示にする、サイズ変更する。

l

X 軸とY 軸を入れ替える。ビューの軸の大きさを変更する。

l

ビューの大きさを変更する。

l

任意のビューあるいはダッシュボードのビューツールバーを表示する、非表示にする。

l

シートをクロス集計ビューとして複製する。
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フィルターと並 べ替 え
l

データのハイライト表示を使用する。

l

フィルターを追加、編集、削除して、フィルターコントロールのレイアウトを編集します。

注: Tableau Cloud または Tableau Server でデータを作
成するときにフィルターできる結果の数には制限があり
ます。サーバーに大規模なドメインを読み込むときに1
人のユーザーがパフォーマンスに与える影響を制限す
るため、最初の100 件の結果のみが返されます。

l

パブリッシュされたデータソース全体にフィルターを適用する。

l

フィルターを複数のワークシートに適用する

l

コンテキストフィルター([フィルター] シェルフの[コンテキストに追加] オプション) と依存型
フィルター(ビューに表示されるフィルターコントロールの[関連値のみ] オプション) を作成
します。

l

ビューの合計に表計算フィルターを適用する。

l

非表示のフィールドを表示する、またはビューからフィールドを除外または削除する。

l

ビューの各フィールドを昇順または降順で並べて表示する。[行] シェルフまたは [列] シェ
ルフのディメンションを右クリックし、[並べ替え] ダイアログボックスにアクセスする。各ペイン
のコンテキスト内のディメンション値でのネストされた並べ替え。

l

ヘッダーをドラッグアンドドロップして、ビュー内にカスタム順序で並べ替えます。

書式設定
l

行のヘッダーの幅および列のヘッダーの高さをサイズ変更します。

l

線の形式などといった、ワークブックの書式設定を変更する。
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l

ワークシートとダッシュボードのタイトルの編集。

l

軸を編集する(ビュー内で軸をダブルクリックする)。その他の利用可能なオプション: 二
重軸の同期、軸範囲のクリア(リセット)、目盛りの設定。フィールドコンテキストメニュー
で[二重軸] を有効または無効にする([行] または [列] シェルフでメジャーフィールドを
右クリック)。対数スケールは正または対称 (0 および負の値を含む) にできる。

l

数値の書式設定 (小数点以下の桁数、パーセント、千の桁区切り、単位、通貨) を
編集する。

l

ポイント注釈、マーク注釈、エリア注釈の作成、編集、移動、サイズ変更を行う。

l

水平および垂直レイアウトコンテナー、テキスト、イメージ、ナビゲーションボタン、Web
ページリンク、ダッシュボードの拡張機能など、ダッシュボードオブジェクトを追加および
編集する。

l

透明なワークシート背景を作成する(背景色を[なし] に設定する)。透明なワークシー
トを透明なフィルター、ハイライター、パラメーターと組み合わせる。

l

カラーパレットを変更する。カテゴリーのフィールドでは、データアイテムに特定の色とカス
タム色 (16 進コードを使用) を割り当てることができます。連続フィールドでは、開始カ
ラーおよび終了カラーにカスタム色 (16 進コードを使用) を設定することができます。

l

デバイス固有のダッシュボードレイアウトを作成、再配置、プレビューする

l

ダッシュボードアイテムの正確なサイズ、位置、間隔を設定する。

l

ダッシュボード内のアイテムにパディング、枠線、背景色を追加する。

l

マップビューでバックグラウンドマップを選択する。

l

メジャーごとの凡例。ビューの各メジャー用に個別に色の凡例を作成する場合、
Tableau は新しい色の凡例に既定のカラーパレットを割り当てます。各メジャーの色の
凡例を変更するには、色の凡例上のドロップダウン矢印をクリックして[色の編集] ダイ
アログボックスを開き、使用するカラーパレットを選択します。詳細については、「メ
ジャーごとの凡例」を参照してください。
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関連トピック
Tableau サイトでできること
サイトのWeb 作成アクセスの設定
Web 作成の開始
Creaators: Web 上のデータへの接続
Creaators: Web 上のデータの準備
Web でのビューの構築
Web 編集、保存、およびダウンロードパーミッションの付与

サイトの Web 作 成 アクセスと機 能 の設 定
Tableau Server 管理者は、パブリッシュされたビューをユーザーがWeb 環境で編集し、他の
Web 作成機能を構成できるかどうかを、サイトレベルで指定できます。
既定では、Web 作成機能はすべてのサイトで有効になっています。Web 編集の権限を持つ
ユーザーは、サーバーで直接ワークブックを作成して編集できます。ユーザーに、パブリッシュされ
たワークブックの表示と操作を許可しながら、コア情報は変更できないように設定する場合は、
Web 作成をオフにします。
以下の手順は、サイト全体に対してWeb 作成および他の関連する機能を設定する方法に
ついて示しています。どのユーザーにWeb 編集を許可するかの詳しい制御を行うために、プロ
ジェクト、グループ、パーミッションを使用できます。「Web 編集、保存、およびコンテンツのダウン
ロードアクセスの設定」を参照してください。
Web 上のフローの作成を有効にする方法については、「Web上でのフローの作成と操作」を参
照してください。
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サイトに対するWeb 作成をオンまたはオフにする
注: この設定は現在、Tableau Server でのみ使用できます。Web 作成はTableau
Cloudで有効になっており、無効にすることはできません。

1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、Web 作成を有効化するサイト
に移動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。
2. [Web 作成] セクションで、[ワークブック] を選択します。ユーザーがブラウザーでワーク
ブックを編集して、機能を有効にすることができるようにします。
チェックボックスをクリアし、そのサイトのWeb 作成をオフにします。

3. サイトがすでに稼働中で、すぐに変更を有効にする場合は、サーバーを再起動しま
す。
再起動しない場合、変更内容はサーバーセッションのキャッシュ期限が切れた後、また
は次回ユーザーがサインアウト後に再びサインインしたときに有効になります。

注
l

Web 作成を有効にする場合は、適切なワークブックまたはビューで、ユーザーまたはグ
ループに対するパーミッションルールがWeb 編集機能を許可していることを確認しま
す。

l
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本番サイトでWeb 作成をオフにし、最後の手順でサーバーを再起動していない場合
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は、ユーザーはセッションキャッシュの期限が切れるかサインアウトするまで引き続き作成
アクセス権を持つ場合があります。

どのサイトで Web 作成を許可するかを確認する
どのサイトでWeb 作成が許可されているかを確認するには、最上部のサイト選択メニューで
[すべてのサイトを管理]、[サイト] ページの順に選択します。

クロスデータベース結合オプションの構成
クロスデータベース結合でのパフォーマンスを向上させるため、ユーザーは Hyper を使用するの
ではなく、接続されているライブデータベースを使用して結合を実行するよう許可できます。こ
のオプションは高速ですが、Tableau が接続したデータベースを使用して結合を実行する場
合、ユーザーが接続しているファイルデータソースからのデータは一時的にデータベースの一時
表に移されます。これによりデータがTableau の外部に移されるため、管理者は Web 作成
パーミッションを持つユーザーでこの機能へのアクセスを制限する必要があるかもしれません。
1. Web ブラウザーで管理者としてサーバーにサインインし、Web 作成を有効化するサイトに移
動します。そのサイトで、[設定] をクリックします。

2. [クロスデータベース結合] 設定で、次のいずれかのオプションを選択します。
l [Tableau または既存のデータ
ベースを使用] - このオプションは、ユーザーがライブ
データベースを使用してクロスデータベース結合を実行するよう許可するかどうかを
ユーザーが選択できるようにする場合に選択します。
l

[Tableau のみを使用] - このオプションは、クロスデータベース結合の実行に
Hyper のみを使用するようにユーザーを制限する場合に選択します。

Tableau Software

897

Tableau Cloud ヘルプ

[Tableau のみを使用] を選択すると、ユーザーがサポート対象のデータソースと
データベースに接続する場合、Tableau によるクロスデータベース結合の実行方
法を選択するオプションがキャンバスに表示されません。この機能の詳細につい
ては、「クロスデータベース結合でのパフォーマンスの向上」を参照してください。

パーソナル スペースでプライベートコンテンツを作
成 および編 集
パーソナルスペースは、すべてのExplorer とCreator がTableau サイトで作業しているときに
保存または編集するためのプライベートな場所です。パーソナルスペースに保存されたコンテ
ンツを他のユーザーと共有することはできませんが、他のユーザーに表示する準備ができたらプ
ロジェクトに移動できます。パーソナルスペース内で、新しいワークブックを作成したり、ワーク
ブックを個別のコピーとしてパーソナルスペースに保存したりできます。所有している既存のコン
テンツをパーソナルスペースに移動して編集し、後でプロジェクトに戻すこともできます。
Explorer は、ワークブックに含まれるすべてのデータを含めて、ワークブックをパーソナルスペース
にダウンロードできます。

パーソナル スペースのプライバシー
パーソナルスペースに保存されたコンテンツは、自分とサイト管理者のみに表示されます。サイ
ト管理者は、ユーザーのパーソナルスペースに直接アクセスしたり、誰かのパーソナルスペース
のコンテンツを編集したりすることはできませんが、パーソナルスペースのワークブックを表示およ
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び管理することができます。パーソナルスペースのワークブックは、管理者の検索結果に表示さ
れるほか、[Explore] ページでワークブックの場所として表示されます。また、ワークブックはプライ
ベートであるため、ワークブックがパーソナルスペースにある場合、[パーミッション] メニューは使用
できません。

Tableau Catalog とパーソナル スペース
2019.3 以降、Tableau Catalog は、Tableau Server とTableau Cloud に対するデータ管
理 で使用できます。詳細については、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの
「Tableau Catalog について」を参照してください。

作業環境でTableau Catalog が有効になっている場合、パーソナルスペースに保存するワーク
ブックに関する情報は、Catalog によってインデックス付けされます。これらのワークブックは系列
カウントに含まれますが、ワークブックを表示できるのは自分だけです。また、系列ツールを介し
て参照するユーザーには、パーソナルスペースのワークブックに関する情報ではなく、必要な
パーミッションが表示されます。

コラボレーションツール
ワークブックがパーソナルスペースにある場合、共有、メトリクス、コメント、アラート、サブスクリプ
ションなど、一部の機能が無効になります。自分への既存のアラートとサブスクリプションは引き
続き実行されますが、コンテンツがプライベートになっているため、他のユーザーへのアラートとサ
ブスクリプションは失敗します。パーソナルスペースでメトリクスを作成することはできませんが、
接続されたワークブックをパーソナルスペースに移動すると、作業を続行できます。
これらの制限は、ワークブックを別の場所に移動または保存すると取り除かれます。たとえば、
ワークブックにコメントが含まれていてパーソナルスペースに移動した場合、既存のコメントは非
表示になります。ワークブックを別の場所に移動すると、コメントが復元されます。

パーソナル スペースでの抽 出 更 新
リソースの消費を制限するために、既存の抽出更新は、スケジュールされている場合は引き続
き実行されますが、ワークブックがパーソナルスペースにある間は、新しい抽出更新をスケジュー
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ルすることはできません。

パーソナル スペースのコンテンツを検索
左側のナビゲーションメニューからパーソナルスペースにアクセスして、パーソナルスペースのす
べてのコンテンツを表示したり、新しいワークブックを作成したりできます。また、サイトの任意の
場所でワークブックを作成または編集する際は、パーソナルスペースに保存できます。

また、[All Workbooks (すべてのワークブック)] を選択すると、[Explore] ページからパーソナルス
ペースのワークブックを表示して、フィルターでパーソナルスペースのコンテンツに絞り込むことが
できます。
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ワークブックをパーソナル スペースに保存
パーソナルスペースは、Tableau Cloud または Tableau Server から新規または既存のワーク
ブックを保存するためのプライベートプロジェクトのように機能します。ワークブックをTableau
Desktop からPersonal Space に直接パブリッシュすることはできません。
ワークブックをパーソナルスペースに保存するには、次の手順を実行します。
[ファイル] > [名前を付けて保存] を選択します。
[場所] の下で、[パーソナル スペース] を選択します。

注：Explorer の場合、ワークブックをパーソナルスペースのみに保存でき、場所を選択する
ダイアログが表示されない場合があります。
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ワークブックをパーソナル スペースに移動
ワークブックの所有者であり、パーソナルスペースに空きがある場合は、既存のワークブックを
パーソナルスペースに移動できます。パーソナルスペースのストレージ制限は、管理者によって
設定されます。
ワークブックをパーソナルスペースに移動するには、次の手順を実行します。
l
l
l

ワークブックを選択し、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックします。

[移動] を選択します
[場所] の下で、[パーソナル スペース] を選択します。

注：Explorer の場合、ワークブックをパーソナルスペースのみに保存でき、[移動] アクショ
ン、または場所を選択するダイアログが表示されない場合があります。

詳細については、「Web コンテンツの管理」ヘルプトピックの「アクションの実行」を参照してくだ
さい。
既存のワークブックまたはデータソースをパーソナルスペースに移動すると、共有、アラート、サ
ブスクリプションなどのツールが非表示になります。既存の抽出更新は、スケジュールされてい
る場合は引き続き実行されますが、ユーザーはパーソナルスペース内で新しい抽出更新をス
ケジュールすることはできません。
既存のサブスクリプションとアラートも継続されますが、パーソナルスペースから編集することはで
きず、他のユーザーが受信者である場合は失敗します。既存の接続済みメトリクスは引き続
き更新されますが、接続済みビューは他のユーザーに表示されません。

パーソナル スペースからワークブックを移動
パーソナルスペースからワークブックを移動すると、共有、アラート、サブスクリプションなどのコラ
ボレーションツールが表示され、既存のコメントが再び表示されます。
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Tableau データストーリーを作 成 する(英 語 のみ)
Tableau ダッシュボードのエグゼクティブサマリーを書いたことのある方は、それが時間のかかる作
業であることをご存じでしょう。どのインサイトを共有するか選ぶだけでも時間がかかり、データが
更新されるたびに要旨を書き直す必要もあります。Tableau データストーリーを利用するとダッ
シュボード内に物語風のインサイトを自動的に生成することができ、時間を節約できるだけで
なく、関連するインサイトを明らかにできます。ダッシュボード内のViz を探索すると、データス
トーリーによって書かれたストーリーが調整され、データをより深く掘り下げて、重要なインサイト
をより迅速に特定できるようになります。
Tableau で作業しているとき、すばやくその場所でデータストーリーオブジェクトをダッシュボード
に追加できます。また、ストーリーで使用する用語や指標をカスタマイズできるので、ビジネスで
使用していることばを使ってデータストーリーに語らせることができます。
Tableau データストーリーは、現在、Tableau Desktop とTableau Cloud の両方で、英語で作
成することができます。データストーリーを作成すると、Tableau Mobile で表示できるようになり
ます。

データストーリーがデータを扱う方法を理解する
Tableau は、データストーリーを作成するために、クラウドでホストされているサービスを使用しま
す。ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する、Tableau は、「クラウドでのセキュリ
ティ」で概説されているセキュリティ標準に準拠して、関連するワークシートデータをTableau
Cloud に送信します。Tableau Desktop とWeb 作成エクスペリエンス、Tableau Desktop、およ
びWeb ベースのダッシュボード表示からデータストーリーを作成できます。

サイトのデータスストーリーを管理する
Tableau 管理者は、サイトでTableau データストーリーを使用するかどうかを選択できます。
データストーリーは既定でオンになっています。
1. Tableau サイトにサインインします。
2. 左側のペインで、[設定] を選択します。
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3. [全般] タブで、[Availability of Data Stories (データストーリーの可用性)] セクション
までスクロールします。
4. データストーリーをオンにするかオフにするかを選択します。

注: データストーリーがオフになっている場合、機能をオンに戻すと、ダッシュボードに既に
存在していたデータストーリーが復元されます。

ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する
ダッシュボードを作成した後、データストーリーオブジェクトをダッシュボードに追加すると、viz に
ついて自然言語で書かれた洞察を表示できます。現在、Tableau データストーリーは英語で
のみご利用いただけます。データストーリーを作成する際、データサイズに制限はありません。
ただし、大量のデータを分析しようとすると、45 秒でストーリーの生成がタイムアウトしてしまい
ます。データストーリーは、データポイントが1,000 以下のビジュアライゼーションで使用すること
をお勧めします。

注: Tableau データストーリーはポップアップウィンドウで開くため、必ずポップアップを許可
してください。全画面モードを使用している場合は、データストーリーを新しいタブで開くこ
とができます。

1. データストーリー オブジェクトをTableau ダッシュボードにドラッグします。まだ行っていない
場合は、ダッシュボードにシートを追加してTableau データストーリーを使用します。
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2. [データストーリー] ダイアログボックスで、説明する対象のワークシートを選択してストーリー
を設定します。[次へ] をクリックすると、Tableau は関連するすべてのワークブックデータを
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Tableau Cloud に送信します。
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3. ストーリーに含めるディメンションとメジャーを選択します。
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4. データを最もよく説明するストーリーのタイプを選択します。

[不連続 ] は、名前や日付などの定性的な値に適しています (横棒グラフや縦棒グラフな
ど)。
[連続 ] は、時間の経過に伴う定量的な値に適しています (折れ線グラフなど)。
[全体に占める割合 ] は、全体に対する比率に適しています (円グラフなど)。
[散布図 ] は、数値間の関係に適しています (散布図など)。

5. [完了] をクリックします。
ビジュアライゼーションのメニューを開いて[フィルターとして使用] をクリックすると、ビジュアライ
ゼーションのさまざまなセクションをクリックして、データストーリーをフィルタリングすることができま
す。
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ストーリーを生成後、[データストーリー] オブジェクトの上部にある[設定] をクリックすると、ストー
リーのパーソナライズやコンテキストの設定に役立つガイドが表示されます。詳細については、
「Tableau データストーリーの構成設定」を参照してください。

注: Tableau データストーリーに不一致が発生した場合 (たとえば、数値がストーリーとビ
ジュアライゼーションとで異なる場合)、ビジュアライゼーションの設定方法が原因である可
能性があります。別のシートで新しいビジュアライゼーションを作成し、[非表示のシートを
使用する] 手法を活用して新しいデータストーリーを追加し、問題の原因を明らかにしてく
ださい。

自分の Tableau データストーリーに合った適切なストーリー タイ
プを選択する
ダッシュボードにTableau データストーリーを追加するときは、データに適したタイプのストーリー
を選択することが重要です。時間の経過に伴う傾向についてのストーリーが必要ですか? それ
とも、比較している2 つの値についてのストーリーが必要ですか? このトピックでは、適切なス
トーリーを伝えられるようにするために、各ストーリータイプの例を含め、さまざまなタイプのストー
リーについて説明します。

連続
連続ストーリーは、時間の経過に伴う傾向や進行状況を分析するのに最適です。
連続ストーリーを作成すると、ストーリーには、パフォーマンス、セグメント、ボラティリティ、傾向線
のコンテンツが含まれます。また、ストーリーには、複数のディメンションを使用するストーリーの貢
献度分析と相関性も含まれます。連続ストーリーを使用するには、ワークシートに次のものが
必要です。
l
l

1 〜 10 個のメジャーを持つ1 つのディメンション
2 つのディメンションと最大 3 つのメジャー

次の例は、単一のディメンションと複数のメジャーを持つ折れ線グラフの連続ストーリーです。
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不連続
不連続ストーリーは、値を比較し、各値のデータの分布を把握するのに最適です。不連続ス
トーリーを作成すると、ストーリーには、データ全体の分布とグループまたはクラスタに関するコン
テンツが含まれます。また、ストーリーには、複数のディメンションを使用するワークシートの貢
献度分析が含まれます。
次の場合は、不連続ストーリーを使用することを検討してください。
l
l
l
l
l

売上レポートの重要業績評価指標 (KPI) のドライバーを把握する。
データディスカバリ中に外れ値をすばやく特定して把握する。
監査を実行するときに、ビジュアルで簡単に監視できない傾向を特定する。
地理的分析のために、複雑な使用率のインサイトを即座に引き出す。
売上と利益の間などの重要な関係を特定してコールアウトする。

不連続ストーリーを使用するには、ワークシートに次のものが必要です。
l
l

1 〜 10 個のメジャーを持つ1 つのディメンション
2 つのディメンションと最大 3 つのメジャー

次の例は、単一のディメンションと2 つのメジャーを持つ棒グラフの不連続ストーリーです。
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全 体 のパーセント
全体のパーセントストーリーには、円グラフが最適です。全体のパーセントストーリーを使用す
るには、ワークシートに次のものが必要です。
l
l

1 つのディメンション
1 つのメジャー

次の例は、単一のディメンションと単一のメジャーを持つ円グラフを使用した、全体のパーセント
ストーリーです。
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散布図
散布図ストーリーは、2 つのメジャー間の関係を把握するのに最適です。散布図ストーリーを
作成すると、ストーリーには、2 つのメジャー間の関係 (回帰) に関するコンテンツが含まれま
す。また、ストーリーには、データ内にグループ(クラスタ) が存在する場合、それらに関するコン
テンツが含まれます。
次の場合は、散布図ストーリーを使用することを検討してください。
l
l
l

2 つのメジャー間の関係をコールアウトして、影響を特定する(回帰分析)。
定義されたしきい値を上回っている、または下回っている外れ値を特定して把握する。
データがどのように分布しているかを分析する。

散布図ストーリーを使用するには、ワークシートに次のものが必要です。
l
l

1 つのディメンション
2 つまたは 3 つのメジャー

注: 散布図ストーリーを作成した場合、選択した最初のメジャーは独立変数として、2
番目のメジャーは従属変数として扱われます。

次の例は、単一のディメンションと2 つのメジャーを持つ散布図を使用した散布図ストーリーで
す。
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Tableau データストーリーの構成設定
ダッシュボードにTableau データストーリーを追加すると、Tableau データストーリーをニーズに合
わせて構成および編集できます。データに固有の言語を使用したり、記述する分析を指定し
たり、Tableau データストーリーの表示方法をカスタマイズしたりすることができます。

Tableau データストーリーの設 定 : 分 析
Tableau データストーリー内で、どの分析について記述するのか、いつの分析について記述す
るかを選択できます。ストーリーのタイプと、ストーリーに含まれるディメンションとメジャーの数に
応じて、様々なタイプの分析を利用できます。ただし、散布図のストーリータイプに対する分
析は現在サポートされていません。詳細については、「自分のTableau データストーリーに合っ
た適切なストーリータイプを選択する」を参照してください。
ストーリー用に分析を設定する

1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある[設定 ] アイコンをクリックしま
す。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [分析 ] タブをクリックします。
4. スイッチをクリックして、様々なタイプの分析を有効にします。
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5. [セグメント] と[傾向線 ] については [設定 ] を展開し、分析を行うしきい値を設定します。
6. [保存 ] をクリックします。
様々なタイプの分析を理解する
相関性

相関姓を使用すると、2 つの系列間で真の統計的相関姓を特定できます。系列が3 つ以
上ある場合は、すべての組み合わせについて相関姓を分析します。たとえば、相関姓をオン
にすると、2 つの製品が一緒に購入されることが多い時期を特定できます。
クラスタリング

クラスタリングを使用すると、性質が異なるデータポイントのグループ(クラスター) を単一の統計
分析を使用して特定できます。たとえば、クラスタリングをオンにすると、ある製品が特定の地
域で非常に人気が出る時期を特定できます。
分布

分布を使用すると、平均、中央値、歪みなどの非統計的観測値を使用してデータポイント
を相互にランク付けできます。たとえば、分布をオンにすると、利益率が最も高い製品を特定
できます。
セグメント

セグメントを使用すると、系列内のデータポイントに対する注目すべき変化を強調表示できま
す。まず、記述したいセグメント内の変化の最小割合を設定します。定義したしきい値を下
回る変化については記述されません。たとえば、60% を超える変化をセグメントのしきい値とし
て設定した場合、時系列上で30% の減少が見られる谷間の期間があってもストーリーは記
述しません。
しきい値を設定したら、フォーマットを適用するかどうかを選択し、フォーマットしたい変化の最
小割合を設定します。
傾向線

傾向線を使用すると、線形最適線を計算し、定義された信頼度の範囲内にあるデータを特
定できます。変動性の高いデータは、一貫性のあるデータに比べて信頼レベルが低く、その信
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頼レベルは傾向線が記述されるかどうかに影響します。傾向線は、ディメンションが1 つでメ
ジャーが1 つのストーリーで使用することも、ドリルダウンで使用することもできます。ドリルダウン
の詳細については、「Tableau データストーリー設定の構成: ナラティブ」を参照してください。
傾向線の信頼度の最小割合を設定します。しきい値を95% に設定すると、90% の信頼度
で傾向線を描画できる場合でも、ストーリーは傾向線について記述しません。しきい値を設定
したら、フォーマットを適用するかどうかを選択します。次に、フォーマットする変化の最小割合
を設定します。
傾向線に関するTableau データストーリーは、ある期間にわたる絶対的な変化を伝えます。
傾向線について記述されたストーリーは、ストーリーに設定した冗長性のレベルによって異なり
ます。ストーリーが高い冗長性を使用している場合、ストーリーは R 二乗値について記述しま
す。これは、データが傾向線にどの程度適合しているかを定量化する統計的概念です。冗長
性設定の詳細については、「Tableau データストーリー設定の構成: ナラティブ」を参照してくだ
さい。
傾向線の設定では、ストーリーに予測を記述する将来の期間を選択することもできます。予
測を使用する場合、ストーリーは傾向線の傾きと切片を使用して、将来の期間の予測値を
計算します。予測の信頼度に応じて、傾向線に設定した信頼度のしきい値に上限と下限を
追加します。予測は、ストーリーにデータポイントが少なくとも30 あり、それらが線形である場合
に使用できます。
変動性

変動性を使用すると、時間の経過に伴う標準偏差を分析できます。たとえば、データの平均
的な範囲から外れた値についてストーリーに記述させたい場合、変動性を使用します。
ストーリー生成のために分析を使用する方法

この時点で、様々なタイプのストーリー用の分析が、どのように行われるのか気になるところで
しょう。各タイプのストーリーの例を見て、ストーリーの各文を分解してみましょう。
連続的なストーリーのための分析を理解する

連続的なストーリーでは時間の経過に伴う傾向を測定するため、データストーリーは、パフォー
マンス、進行、平均、合計、傾向、変動性、セグメント、予測について記述します。
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次の連続的なストーリーの例は、月々の売上に関するものです。

ストーリーの例

ストーリーの内容

l

全 48 か月を通じて平均売上は

最初の 2 つの文は、平均関数と範囲関数を
使用して、分析期間の平均値、最大値、最

l

47,858 ドルでした。
最小値は 4,520 ドル (2014 年 2 月)

小値について記述しています。

で、最大値は 118,448 ドル (2017 年
11 月) でした。
l

系列全体で売上は 489% 増加しまし

3 番目の文は、期間中のメジャーの全体的な

たが、最終月には減少に転じ、減少傾

パフォーマンスに関するものです。たとえば、特

向で終了しました。

定の期間に売上が増加したか、減少したか、
傾向が変わったか、といった文が考えられま
す。

l

単独で最も割合が増加したのは、

4 番目の文は、進行分析を使用します。この

2014 年 3 月 (+1,132%) でした。ただ

文は、割合ベースと絶対数ベースの両方で、

し、単独で最も絶対数が増加したの

そのメジャーに基づく期間中の最大の増減に

は、2014 年 9 月 (+53,868 ドル) でし

ついて記述しています。

た。
l
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したのは企業とホームオフィスであり、中
程度の正の相関があります。一般的
に、一方 (企業) が増加すると他方

この文は、相関関係 のインサイトです。このタ
イプの分析インサイトは、データ内の異なる系
列間の顕著な相関関係について記述していま
す。
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(ホームオフィス) も増加すること(その逆
も同様) を示唆しています。
l

l

売上には周期性があり、約 12 か月ご

この文は、セグメントのインサイトです。このタイ

とに繰り返される周期がありました。約

プの分析インサイトは、時間の経過とともに注

3 か月ごとに繰り返される小さな周期
のパターンもありました。

目すべき増減について記述しています。

売上は、2014 年 10 月 (31,453ドル)

から2015 年 2 月 (11,951ドル) の間
に大幅なプラスのピークを示し、2014
年 11 月には 78,629 ドルまで上昇し
ました。
l

系列全体の線形傾向は月 902 ドル

この文は、傾向線 のインサイトです。このタイ

の上昇 であり、系列全体では 42,394

プのインサイトは、傾向線がデータにどの程度

ドルの絶対的な変化がありました。この 適合しているかを一定の信頼度で記述してい
ます。傾向線を使用すると、過去の傾向に基
傾向が次の 1 か月間続くと、売上は
づいて予測を立てることができます。
約 69,958 ドルになると予測されま
す。
非連続的なストーリーのための分析を理解する

非連続的なストーリーでは値を比較してデータの分布を把握できるため、ストーリーは、分布、
平均、合計、データのグルーピングやクラスターについて記述しています。
次の非連続的なストーリーの例は、製品ごとの売上に関するものです。
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ストーリーの例
l

l

l

l

l

ストーリーの内容

総売上は、全 17 製品で合計 230 万

最初の文は、メジャーの合計値を計算してい

ドルです。

ます。

売上 230 万ドルを牽引したのは、電

2 番目の文は、ディメンションのドライバーにつ

話機 が 330,007 ドル、椅子 が

いて記述しています。この例では、ディメンショ

328,449 ドル、ストレージ が 223,844

ンのドライバーは、総売上に最も貢献した製

ドルでした。

品です。

平均値 135,129 ドルは中央値

3 番目と4 番目の文は、データの分布を分析

114,800 ドルよりも大きいため、分布
は正に偏っています。

しています。平均、中央値、データの集中度

売上は比較的集中しており、17 製品

んでいるかを分析します。これらのグループ化

中 8 製品 (47%) が全体の 78% を占

された変数が互いにどの程度バランスが取れ

めています。

ているかを特定するのに役立ちます。

上位 2 つ の製品で、全体の売上の 4

この文では、クラスタリングを使用して、グルー

分の 1 以上 (29%) 以上を占めていま

プ化できるメジャーについて記述しています。

す。

データの中に目立つ明確なグループがあるか

(存在する場合)、およびデータがどのように歪

どうかを特定するのに役立ちます。
l

電話機 (330,007 ドル) は、17 製品の 最後の文は、注目すべき外れ値について記述
しています。
平均の 2 倍以上です。

散布図ストーリー用に分析を理解する

散布図のタイプのストーリーは、2 つのメジャー間の関係を理解するために最もよく使用されま
す。そのため、散布図ストーリーには 2 ～ 3 のメジャーが必要です。散布図分析は、2 つのメ
ジャー間の関係 (回帰) について記述し、データ内にグループ(クラスター) が存在する場合は
それについて記述しています。
次の散布図ストーリーの例は、ディメンション全体の利益と売上に関するものです。
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ストーリーの例
l

提供されたデータに基づくと、数量の増

ストーリーの内容
最初の 2 つの文は、回帰分析に基づいていま

加と利益の増加に伴い、売上が増加し す。回帰は、あるメジャーが別のメジャーにどの

l

l

ています。具体的には、数量が 1 増え

ように影響するかを示します。最初の文で、ス

ると売上が 49.55 ドル増え、利益を

トーリーが利益と売上の関係を特定しているこ

1.00ドル 増やすには売上を 1.20 ドル とに注意してください。
増やしました。
この一般的な関係から逸脱した顧客は
ほとんどなく、この関係はよく当てはまる
ことを示しています。
利益、数量、売上が同程度のグループ

3 番目の文は、クラスタリングから導出していま

に整理すると、ある特徴的なグループが す。クラスタリング分析は、データ内のすべての
目立ちます。利益が -6,626 ドル から

変数にまたがって、主要なグループやクラスター

1,488 ドル、数量が 2 から122、売上

の特定を試みます。

が 4.83 ドル から5,690 ドルの顧客が

651 人いました。
l

Tamara Chand、Raymond Buch、
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l

Sanjit Chandは、利益と売上の値が他
に比べて高い外れ値でした。Sean
Miller は、低い利益と高い売上で目
立っていました。

回ったりする外れ値について記述しています。

利益の最小値は -6,626 ドル (Cindy

散布図ストーリーの残りの文は、範囲と平均の

Stewart)、最大値は 8,981 ドル

分析を使用してインサイトを記述しています。

(Tamara Chand) であり、その差は

15,608ドルです。顧客あたりの利益の
平均値は 361 ドルで、中央値は 228

l

ドル です。
数量の最小値は 2 (Anthony
O'Donnell)、最大値は 150 (Jonathan
Doherty) であり、その差は 148 です。
顧客あたりの数量の平均値は 47.76
で、中央値は 44 です。

l

売上の分布は 4.83 ドル (Thais

Sissman) から 25,043 ドル (Sean
Miller) までで、その差は 25,038 ドルで
す。顧客あたりの売上の平均値は
2,897 ドルで、中央値は 2,256 ドルで
す。
ストーリー全体の割合のための分析を理解する

ストーリータイプ全体で割合を示すと、ディメンションやメジャーが全体のどれだけを占めるかを
よく把握できます。
次の全体の割合の例は、セグメント別の売上に関するものです。
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ストーリーの例
l

l

ストーリーの内容

総合計 SUM(売上) は、3 つのエン

最初の文は、メジャーの合計値を計算してい

ティティすべてで230万 です。

ます。

SUM(売上) 230万の内訳は、消費

2 番目の文は、ドライバーについて記述してい

者が120万、企業が706,146、ホーム ます。この例では、ドライバーは総売上に最も
貢献したセグメントです。
オフィスが429,653 でした。
l

最小値は 429,653 (ホームオフィス)、最

最後の文は、データの分布を分析しています。

大値は 120万 (消費者) であり、その差
は 731,748、平均は 765,734 です。

Tableau データストーリー設 定 の構 成 : 特 性
Tableau データストリー内で、特性の設定を構成してデータにコンテキストを追加すると、より多
くのインサイトが含まれたストーリーを作成できます。たとえば、ストーリー内の売上のコンテキス
トでは、数値が大きいほど適切であることを指定できます。ただし、顧客苦情のコンテキストで
は、数値が大きいほど不適切になります。
ディメンションを使用して特性を測定する

ストーリーと数値の書式設定は、メジャーが何であるかに基づいて調整されます。既定では、ス
トーリーはすべてのメジャーバリューを数値として記述し、追加の計算を実行したり、特別なレ
ンダリングルールを適用したりしません。
1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックしま
す。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [Characteristics (特性)] タブをクリックします。
4. 数値タイプ、小数点以下の桁数、負の値など、書式設定を構成します。
5. [保存] をクリックします。
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メジャーの特性の詳細
書式設定

値が[Percentages (パーセンテージ)] として書式設定されている場合、ストーリーは、数値の
場合のように変化率ではなく、パーセントポイントの差について記述します。
[Characteristics (特性)] タブで数値を[Percentages (パーセンテージ)] として書式設定す
ると、データストーリーは数値に100 を掛けて、ストーリーに表示されるパーセンテージを作成
します。
値が[Currency (通貨)] として書式設定されている場合は、希望する通貨を指定できま
す。大きな値 (100 万を超える数値) をどのように書式設定するかを指定することもできます。
たとえば、1,300,000.00 ドルではなく、130 万ドルと書式設定できます。
[Numbers (数値)] と[Currency (通貨)] の両方で、大きな値とマイナスの値をどのように記
述するかを指定できます。マイナスの値を括弧で囲んで記述する場合、マイナスの値が括弧
で囲まれたフレーズ内にあると、入れ子になった括弧がストーリーに表示されることがあります。
[Number (数値)] の書式設定を選択した場合、ストーリーで(数値を使用するのではなく)
10 以下の数値をスペルアウトするかどうかを指定することもできます。
小数点以下の桁数の場合、[Dynamic (動的)] が既定のオプションです。これは、数値の大
きさに応じて、ストーリーでは、小数点以下のさまざまな桁数に丸めることを意味します。パー
セント値が10 未満の場合、数値には小数点以下 2 桁が含まれます。パーセント値が10 よ
り大きい場合、数値は最も近い整数に丸められます。使用する小数点以下の桁数を指定
することもできます。これは、ストーリー全体で一貫して使用されます。
コンテンツ

大きな値に意味を割り当てることができます。たとえば、売上の値は大きいほど適切ですが、
損失の値は大きいほど不適切です。
さらに、合計または平均で値を集計する方法を選択できます。Viz で使用しているのと同じ
集計方法を選択することをお勧めします。比率メジャーの場合は、[Average (平均)] を選択
し、その比率メジャーのコンポーネントメジャーを選択して比率を定義します。比率のコンポー
ネントであるメジャーは、合計可能でなければなりません。
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累積メジャー(連続ストーリーのみで使用可能) の場合は、[Sum (合計)] を選択してから、メ
ジャーがすでに累積であることを指定します。連続ストーリーは、シリーズ全体のメジャーの合計
について記述します。
並べ替え

ディメンション値を並べ替えるには、上矢印/下矢印アイコンをクリックして、ディメンション内の最
も古いまたは最も新しい時間値に基づいて並べ替えます。

注: ディメンション値の並べ替えは、連続ストーリーのみで使用できます。

Tableau データストーリー設 定 の構 成 : 表 示
フォントの色やサイズなど、Tableau データストーリー内のテキストの表示方法を構成できます。
ストーリーで箇条書きまたは段落を使用するかどうかを選択することもできます。
ストーリーの表示を構成する

1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックしま
す。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [表示] タブをクリックします。
4. ストーリー構造を箇条書きにするか段落 にするかを選択します。
5. フォントサイズを選択します。
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6. 良い変化と悪い変化を表す色を選びます (連続したストーリーで利用可能)。
7. 動的順序付けを使用するかどうかを選択します。
8. 圧縮ビューを使用するかどうかを選択します。
9. [保存] をクリックします。
ストーリー表示設定を使用するタイミングを理解する

色を使用するには、ストーリーが連続している必要があります。色を使用する場合、パレットか
ら色を選択して、良い変化と悪い変化を表すことができます。ストーリーが良い変化と悪い変
化を判断できるようにするには、[特性] タブで大きな値に意味を割り当てる必要があります。
詳細については、「Tableau データストーリー設定の構成: 特性」を参照してください。表示を
構成した後、傾向線またはセグメント分析のしきい値に基づいて、スタイルと色がストーリーに
適用されます。
[Dynamic Ordering (動的順序付け)] をオンにすると、ストーリー内のメジャーのインサイト
が、平均値の最高値から最低値の順に動的に順序付けられます。維持したい順序がすでに
ある場合は、[Dynamic Ordering (動的順序付け)] をオフにします。
[Condensed View (圧縮ビュー)] をオンにすると、ストーリーから追加のスペースが削除されま
す。これは、ダッシュボードに余計なスペースがあまりない場合、またはダッシュボードに複数の
データストーリーオブジェクトがある場合に役立ちます。

Tableau データストーリー設 定 の構 成 : ドライバー
前月比の売上が大幅に増加したとします。何が売り上げを伸ばしたのでしょうか? そして、そ
れらの売上げの増加を損なった(相殺した) のは何でしょうか? データストーリーにドライバーを
設定すると、これらの質問に答えることができます。
データストーリーでは、ドライバーは合計値に貢献します。オフセッターは合計値を損ないま
す。不連続ストーリーと連続ストーリーで、ドライバーとオフセッターに関するインサイトを引き出
します。これらのインサイトにより、データで何が起こっていて、その原因は何かについて正確に
把握できるようになります。
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ディメンションドライバーを設定する

1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックしま
す。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [Drivers (ドライバー)] タブをクリックします。
4. [Dimension Drivers (ディメンションドライバー)] セクションで、分析に最大の影響を与え
るドライバーのタイプを選択します。
[Count (カウント)] には、コントリビューターとオフセッターの最大数を設定します。
[Individual % (個別 %)] には、個別のコントリビューターとオフセッターについて記述する際
のしきい値を設定します。
[Cumulative % (累積 %)] には、集合的な価値に基づいてコントリビューターとオフセッ
ターについて記述する際のしきい値を設定します。
5. [保存] をクリックします。
ディメンションドライバーのタイプを理解する
l

[Count (カウント)] は、ストーリーで呼び出されるエンティティ(コントリビューターとオフセッ
ター) の数を指定します。たとえば、[Count (カウント)] を使用して、データの上位 3 つのコ
ントリビューターとオフセッターを確認できます。

l

[Individual % (個別 %)] はしきい値を設定し、そのしきい値よりも高い値がストーリーに
含まれます。たとえば、[Individual % (個別 %)] を使用すると、合計値の 5% 以上を占め
るエンティティのみについて記述することを指定できます。

l

[Cumulative % (累積 %)] は、含まれるエンティティが集合的に占める、合計値のパーセ
ンテージしきい値を設定します。たとえば、[Cumulative % (累積 %)] を使用すると、その
合計値の少なくとも90% に貢献したエンティティについて記述することを指定できます。この
例では、エンティティの累積値が合計値の 90% を占めるまでの大きさの順にエンティティにつ
いて記述しています。

セカンダリコントリビューターを使用する

セカンダリコントリビューターを使用するには、時間ではない2 番目のディメンションが必要で
す。セカンダリコントリビューターを使用する場合、記述される各ドライバーには、セカンダリコン
トリビューターの詳細とドライバーも含まれます。たとえば、店舗の売上を分析している場合、セ
カンダリコントリビューターは部門内のクラスになります。セカンダリコントリビューターは、より深い
分析を可能にします。また、セカンダリコントリビューターに多くの情報を含めて、ストーリーの1
つの文に収めることができます。
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メトリクスドライバーを設定する

他のサブカテゴリーメジャーで構成されるメジャーの場合、ドライバー分析により、各メジャーが
トップレベルの値に与えた影響を説明できます。たとえば、材料費と運用コストが総コストの要
因になります。
メトリクスドライバーを使用するには、メトリクス分析に複数のメジャーを含める必要がありま
す。次に、各メジャー間の関係を指定できます。
1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックし
ます。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [Drivers (ドライバー)] タブをクリックします。
4. [Metric Drivers (メトリクスドライバー)] セクションで、最初に別のメジャーのサブカテゴ
リーであるメジャーを選択します。
5. 次に、プライマリカテゴリーであるメジャーを選択します。
6. [保存] をクリックします。
ヒント: 詳細度設定はドライバーにも適用されます。ストーリーの詳細度設定を変更すること
で、インサイトの記述方法を調整できます。高い詳細度を使用すると、さらに多くの情報が括
弧内に表示されます。低い詳細度を使用すると、ドライバーについて簡潔に記述されたイン
サイトが得られます。詳細については、「Tableau データストーリー設定の構成: ナラティブ」を
参照してください。

926

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

Tableau データストーリー設 定 の構 成 : ナラティブ
Tableau データストーリーのナラティブ設定をカスタマイズできます。具体的には、ストーリーの詳
細度と分析の詳細レベルを指定したり、データに固有の用語を追加したりできます。これらの
設定は、適切な言語と詳細レベルで記述されたストーリーをダッシュボードに作成するのに役
立ちます。
詳細度を設定する

詳細度は、ストーリーの長さと記述される分析の詳細を指定します。高い詳細度を選択した
場合、ストーリーは、より分析的な長いインサイトを提供します。低い詳細度を選択した場
合、ストーリーはより簡潔になり、詳細が少なくなります。
閲覧者に詳細度の変更を許可すると、パブリッシュされたダッシュボードの閲覧者は、データス
トーリーオブジェクトの詳細度レベルを変更できます。これは、ストーリーにさまざまな詳細レベル
を求めている閲覧者がいる幅広いユーザーがダッシュボードを使用する場合に役立ちます。
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ドリルダウンを設定する

ドリルダウンには 2 つのディメンションが含まれます。ドリルダウンは、ダッシュボードの各ディメン
ションに関連付けられた数値の説明を提供します。
製品カテゴリーごとの月間売上高を示すダッシュボードがあるとします。ストーリーは、時間とカ
テゴリーの両方のディメンションについて記述するように構成されています。この場合、このス
トーリーには、時間ディメンション内およびその全体のパフォーマンスを説明する、各カテゴリーに
関するインサイトが含まれます。
ドリルダウンの最大数を設定することで、ストーリーに含まれるインサイトの数を制御できます。
ドリルダウンインサイトも、メジャーの特性に割り当てられた意味に基づいてランク付けされま
す。ドリルダウンの数を減らすと、パフォーマンスが最も低いメジャー(悪い意味が割り当てられ
たメジャー) が削除されます。
ディメンションの用語を追加する

用語を追加することで、ストーリーで各メジャーとディメンションにラベルを付けて参照する方法
を定義できます。
1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックし
ます。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [ナラティブ] タブをクリックします。
4. ディメンションを展開して、単数と複数の両方の形式でどのように記述されるかを確認しま
す。
5. [Add Term (用語の追加)] をクリックして、ディメンションの説明に使用するストーリーの別
のバリエーションを追加します。
6. [保存] をクリックします。
ストーリーでは、ディメンションについて記述するときに追加した用語を(ランダムに) 使用しま
す。
メジャー ラベルを管理する

ディメンションと同様に、ストーリーのメジャーに使用されるラベルを管理できます。
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1. [ナラティブ] タブで、メジャーを展開してラベルを確認します。
2. メジャーに使用する新しいラベルを入力します。
3. [保存] をクリックします。

Tableau データストーリー設 定 の構 成 : 関 係
[関係] の設定を使用すると、複数のメジャーがあるTableau データストーリーのメジャー間の関
係を割り当てることができます。関係を構成するには、ストーリーに1 つのディメンションと複数の
メジャーが必要です。詳細については、「Tableau データストーリーでカスタムメジャー関係を作
成する」を参照してください。
関係には次の2 つのタイプがあります。
l
l

Actual vs. Benchmark (実際のデータとベンチマーク)
Current/Most Recent vs Previous Period (現在/最新と前の期間)

割り当てレポートを実行する場合など、パフォーマンスベンチマークを上回っているか下回って
いるかを知りたい場合は、[Actual vs. Benchmark (実際のデータとベンチマーク)] を使用しま
す。また、このタイプの関係は、ベンチマークを大幅に上回ったり下回ったりしているため追加の
分析が必要なデータポイントを特定するのに役立ちます。[Actual vs. Benchmark (実際の
データとベンチマーク)] を使用するには、比較するメジャーの値のタイプが同じである必要があり
ます。
主要業績評価指標 (KPI) が時間の経過とともに増加、減少、または一貫性を維持している
かどうかを確認する場合は、[Current/Most Recent vs. Previous Period (現在/最新と前
の期間)] を使用します。[Current/Most Recent vs. Previous Period (現在/最新と前の期
間)] を使用するには、不連続ストーリータイプを使用する必要があります。詳細については、
「自分のTableau データストーリーに合った適切なストーリータイプを選択する」を参照してくだ
さい。
[Actual vs. Benchmark (実際のデータとベンチマーク)] と[Current/Most Recent vs.
Previous Period (現在/最新と前の期間)] を同時に使用することもできます。構成された関
係の一部ではないViz のメジャーは、別の段落に記述されます。
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連続ストーリーまたは不連続ストーリーの [Actual vs. Benchmark (実際のデータとベンチマーク)]
関係を作成する

1 つのメジャーが他のメジャーのベンチマークである場合は、[Actual vs. Benchmark (実際の
データとベンチマーク)] 関係を使用します。たとえば、実際の売上高と売上目標を比較して、
目標を上回ったか下回ったかについてのインサイトをストーリーで記述できます。このタイプの関
係を使用した場合、ストーリーでは不要なコンテンツが削除され、最も重要なこと、つまり、メ
トリクスとその関連するベンチマークとの比較に焦点が当てられます。
1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックし
ます。
3.
4.
5.
6.

[データストーリー] ダイアログボックスで [関係] タブをクリックします。

[Actual vs. Benchmark (実際のデータとベンチマーク)] のボックスをオンにします。
最初に、ベンチマークとなるメジャーを選択します。
次に、ベンチマークと比較するメジャーを選択します。

7. [保存] をクリックします。
[Current/Most Recent vs. Previous Period (現在/最新と前の期間)] 関係を作成する

[Current/Most Recent vs. Previous Period (現在/最新と前の期間)] 関係を使用して、
一定期間にわたる2 つのメジャーのパフォーマンスを比較します。たとえば、2 つの製品を比較
して、昨年最も多くの収益を上げた製品を確認できます。
1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックし
ます。
3. [データストーリー] ダイアログボックスで [関係] タブをクリックします。
4. [Current/Most Recent vs. Previous Period (現在/最新と前の期間)] のボックスを
オンにします。
5. 最初に、前の期間のメジャーを選択します。
6. 次に、現在の期間のメジャーを選択します。
7. 測定している期間のラベルを入力します (例：年)。
8. 測定する期間の数を選択します。
9. [保存] をクリックします。
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Tableau データストーリーのカスタマイズ
閲覧者に合わせてカスタマイズした言葉を使用して、ビジネスに特化したインサイトでTableau
データストーリーを補足できます。閲覧者にとって重要なデータストーリーから分析とデータを特
定し、独自の言語を使用して影響力のあるストーリーを作成します。全体的な Tableau デー
タストーリーと同様に、カスタムコンテンツで使用されるデータと変数は動的であり、ダッシュボー
ドに合わせて調整されます。

独 自 のインサイトを追 加 する
1. データストーリーで [編集 ] をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. 記述したいセクションを見つけて、[カスタム アイテムの追加 ] をクリックします。

3. 表示されるフィールドにカスタム テキストを入力します。
4. [保存 ] をクリックします。

ヘッダーとフッターを追 加 する
データストーリーの上部と下部にカスタムテキストを挿入できます。ヘッダーとフッターを使用する
と、ストーリーに独自の定性分析を追加したり、データの傾向について追加の説明を含めた
り、法的およびプライバシーに関する免責事項を追加したりできます。

1. データストーリーで [編集 ] をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. [メモの表示] スイッチをクリックします。
3. カスタム メモを入力します。
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4. [保存 ] をクリックします。
これで、メモがデータストーリーの上部または下部に表示されます。

関 数 を追 加 する
データストーリーで関数を使用すると、ストーリーをカスタマイズし、あなたやあなたのビジネスに
とって最も重要なインサイトを見つけることができます。
たとえば、ある期間の観光収入の平均合計を知りたい場合は、関数として[平均] を選択
し、メジャーとしてSUM(インバウンド観光) を指定します。これにより、インバウンド観光の平
均合計が返されます。

1. データストーリーで [編集 ] をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. ボックスの右側にあるメニューをクリックして、[関数の追加 ] を選択します。

3. [データストーリー関数] を選択し、必須フィールドに入力します。

4. [セクションに追加 ] をクリックします。
5. [保存 ] をクリックします。

これで、カスタムコンテンツがデータストーリーに表示されるようになりました。
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条 件 を追 加 する
作成するカスタム文ごとに、その文がデータストーリーに表示されるかどうかを決定する条件を
追加できます。条件が満たされると、カスタム文がストーリーに表示されます。条件が満たされ
ない場合、カスタム文は表示されません。
各カスタム文には複数の条件を適用することができ、[条件の追加] ダイアログボックス内で[任
意] または [すべて] のボタンを使用すると条件を組み合わせることができます。
条件文は数値比較で最もよく使用されますが、この関数は、等しい(=) または等しくない(!=)
記号を使用した文字列照合もサポートしています。

1. データストーリーで [編集 ] をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. カスタム文を入力します。
3. ボックスの右側にあるメニューをクリックして、[条件の追加 ]を選択します。
4. 条件付きロジックを通知するために使用するカスタム関数を定義します。この例では、「We
have met our quota (ノルマ達成)」という文は、インバウンド観光の合計が 5 兆を超えると表
示されます。

5. [セクションに追加 ] をクリックします。
6. [保存 ] をクリックします。
これで、条件が満たされた場合にのみ、カスタム文がデータストーリーに表示されるようになりま
した。

カスタム コンテンツを複 製 する
データストーリーに追加されたカスタムコンテンツは簡単に複製できるため、様々なバリエーショ
ンの文を簡単に作成できます。しきい値を適用したり、言語のバリエーションを組み込んだり、
様々な論理的なバリエーションを作成したりする場合は、完全に構築されたカスタム文をコ
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ピーすることをお勧めします。

1. データストーリーで [編集 ] をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. 必要に応じて、関数と条件を完全に備えたカスタム文を作成します。
3. 完全な文のボックスで、ボックスの右側にあるメニューをクリックし、[複製 ] を選択します。

4. 複製した文をクリックして、必要に応じて更新し、[セクションに追加 ] をクリックします。
5. [保存 ] をクリックします。
文をコピーすると、すべての関数と条件文もコピーされます。コピーされた箇条書きは、同じセ
クションの元の箇条書きのすぐ下に表示されます。

注: コピーされた箇条書きは、元の箇条書きが含まれているセクションにのみ追加できま
す。

ドリルダウンセクションにカスタム コンテンツを追 加 する
2 次元のストーリーの場合、最初のセクションの後の各セクションはドリルダウンセクションと呼
ばれます。ドリルダウンセクションでは、個々のプライマリディメンションエンティティ(次の例では
南北アメリカ) に焦点を当てています。
ドリルダウンセクションのコンテンツ構造は同じであるため、最初のセクション(ヨーロッパ) で追
加されたカスタムコンテンツは、追加の各セクション(南北アメリカ) に適用されます。コンテンツ
を作成または編集できるのは、最初のドリルダウンセクションのみです。

1. データストーリーで [編集 ] をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. 最初のドリルダウンセクションで、各エンティティに対して[カスタム アイテムの追加 ] をクリッ
クします。
3. カスタム コンテンツを入力します。
4. [保存 ] をクリックします。
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ドリルダウンセクションのカスタムコンテンツには、現在のカテゴリ値 (動的) というコンテキスト変
数がすでに含まれています。これにより、現在のカテゴリ値 (動的) というディメンション値オプショ
ンが作成されます。これは、ドリルダウンセクションが含まれるセクションを常に表します。
ヒント: 単一の特定のドリルダウンセクションにのみ表示されるコンテンツを作成するには、条件
付きロジックを使用して、適切な場所にのみ書き込むようにすることができます。

Tableau データストーリーのカスタマイズ: コンテキスト変 数
コンテキスト変数は、他の関数から参照できる関数です。つまり、コンテキスト変数を使用する
と、関数を他の関数内にネストできます。
コンテキスト変数を定義すると、新しい関数をTableau データストーリーに追加するときに使用
できる関数のように表示されます。

注: 各カスタム文に複数のコンテキスト変数を設定できますが、カスタムコンテンツごとに各
コンテキスト変数を個別に定義する必要があります。
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コンテキスト変数の設定

1. データストーリーで [編集 ]をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. [カスタム アイテムの追加 ] をクリックします。
3. カスタム コンテンツボックスの右側にあるメニューをクリックし、[コンテキストの設定 ] を選択
します。

4. [コンテキストの追加 ] をクリックします。
5. コンテキスト変数に名前を付けて、[関数の設定 ] をクリックします。
6. カスタム関数を定義し、ディメンションを選択します。

7. [セクションに追加 ] をクリックします。
8. コンテキスト変数を設定した文にクリックして戻ります。

936

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
9. 手順に従って[関数を追加する] します。

これで、関数を追加するときに、コンテキスト変数が[ディメンション値] ドロップダウンリストのオプ
ションとして一覧表示されるようになります。
コンテキスト変数を使用するタイミング: 複数のメジャーの参照

データストーリーの1 つの分析文で、複数のメジャーを参照したいと思います。コンテキスト変
数がなければ、1 つの文に記述できるメジャーは一度に1 つだけでしょう。ところが、コンテキスト
変数を使用すると、1 つの文で複数のメジャーを参照できます。
コンテキスト変数を使用して複数のメジャーを参照するには、データストーリーに次のものが必
要です。
l
l

1 つのディメンション
2 つ以上のメジャー

1. データストーリーで [編集 ]をクリックし、[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. [カスタム アイテムの追加 ] をクリックします。
3. カスタム コンテンツボックスの右側にあるメニューをクリックし、[コンテキストの設定 ] を選択し
ます。
4. [コンテキストの追加 ] をクリックします。
5. コンテキスト変数に名前を付けて、[関数の設定 ] をクリックします。
6. カスタム関数を定義し、ディメンションを選択します。
7. [セクションに追加 ] をクリックします。
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8. コンテキスト変数を設定した文にクリックして戻ります。
9. 1 番目の関数を追加し、必要なフィールドに入力します。この例では、
[DimensionValueLabel] を選択し、次に[ディメンション] から[国/地域] を選択し、次に
[ディメンション値 ] からGDP が最も高い国 (コンテキスト変数) を選択しました。

10. [セクションに追加 ] をクリックします。
11. 2 番目の関数を追加し、必要なフィールドに入力します。この例では、[値 ] を選択し、次に
[ディメンション] から[国/地域] を選択し、[メジャー] からSUM(貸出金利) を選択し、[ディメ

ンション値 ] からGDP が最も高い国 (コンテキスト変数) を選択しました。

12. [セクションに追加 ] をクリックします。
13. [保存 ] をクリックします。
データストーリーは、私たちが関心を持っている国 (GDP が最も高い国) の副次メジャー(貸
付金利) についての洞察を与える文を書いています。

938

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

コンテキスト変数を使用するタイミング: 期間ごとの分析

コンテキスト変数は、データストーリーで2 つの異なる期間のパフォーマンスを分析する場合に
役立ちます。カスタム文を作成すると、ドリルダウンセクションに表示されるメジャーについて記
述し、メジャーを年ごとや月ごとなどの様々な期間で比較することができます。
期間ごとの分析を設定するには、データストーリーに次のものが必要です。
l

2 つのディメンション: 1 つの期間ディメンション(プライマリ) と1 つの非期間ディ

l

メンション(セカンダリ)
1 つから3 つのメジャー

1. データストーリーを作成します。
2. [フィールド] ダイアログボックスで、期間ディメンションが最初に順序付けられていることを確
認し、[次へ] をクリックします。

3. [ストーリー] ダイアログボックスで [連続 ] を選択し、[完了 ] をクリックします。
4. [編集] ダイアログボックスを開き、最初のドリルダウン領域で [カスタム アイテムの追加 ] を選
択します。
5. 期間を表すコンテキスト変数を2 つ作成します。たとえば、「現在の四半期」と「前の四半
期」を作成します。
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6. カスタムの言葉と関数を追加して、「 増加した」文を作成します。この文は、
「[CurrentDimensionValueLabel] は四半期で [X%] 増加しました」というコンテンツになりま
す。
7. カスタム テキストボックスに、関数に続けて「増加しました」という単語を入力します。
8. 期間中のメジャーの変化率を返す関数を追加します。

9. [セクションに追加 ] をクリックします。
10. カスタムコンテンツを複製するし、「増加」という単語を「減少」に置き換えて、減少 バー
ジョンを作成します。関数は同じままです。
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11. データに応じて1 つだけが書き込まれるように、各文に条件を追加するします。

12. 「 増加した」文について、次の例に従って条件を設定します。
左の引数 = 値の関数
ディメンション= Quarter(オーダー日)。期間ディメンションを選択します
メジャー= SUM(オーダー合計)。計算に使用したメジャーを選択します
ディメンション値 = 現在の四半期。コンテキスト変数の1 つ
フィルターディメンション値 = 現在の地域の値 (動的)。これはプリセットされたコン
テキスト変数です
中央の引数 = > (より大きい)
右の引数 = 値の関数
ディメンション= Quarter(オーダー日)。期間ディメンションを選択します
メジャー= Total(オーダー合計)。計算に使用したメジャーを選択します
ディメンション値 = 前の四半期。コンテキスト変数の1 つ
フィルターディメンション値 = 現在の地域の値 (動的)。これはプリセットされたコン
テキスト変数です
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13. 「 減少した」文について、同じ条件を設定しますが、> 記号 (より大きい) を< 記号 (より小
さい) に置き換えます。右の引数と左の引数は同じままです。
14. [保存 ]をクリックすると、データストーリーに2 つの期間の分析から得られたインサイトを含
む文が記述されます。

Tableau データストーリーのカスタマイズ: 関 数
関数を使用してTableau データストーリーをカスタマイズする場合は、使用できる関数、各関
数の機能、各関数に必要なディメンションとメジャーを知っていると役立ちます。
データストーリーに関数を追加するする方法を説明します。

文字をクリックして、その字で始まる関数を参照します。その字で始まる関数がない場合、ア
ルファベットの次の字で始まる関数が表示されます。Ctrl+F (Mac では Command-F) を押して
検索ボックスを開き、ページ内で特定の関数を検索できます。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Average
説明: 指定されたメジャーの平均値。
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構文: Average(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

Count
説明: 指定されたディメンション内のディメンション値の個数。
構文: Count(ディメンション)

Difference
説明: 指定された2 つのディメンション値のメジャー値間の差異。
構文: Difference(ディメンション, メジャー, firstDimensionValue, secondDimensionValue,
filterDimensionValue)

DifferenceFromMean
説明: 指定されたディメンション値の平均値とメジャー値の差異。
構文: DifferenceFromMean(ディメンション, メジャー, firstDimensionValue,
filterDimensionValue)

Direction
説明: 指定された2 つのディメンション値のメジャー値間の方向 (たとえば、増加または減少) を
説明する言葉。
構文: Direction(ディメンション, メジャー, firstDimensionValue, secondDimensionValue,
filterDimensionValue, フレーズ)

Ending Label
説明: 系列の最後の期間の名前。
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構文: Label(メジャー)

EndingValue
説明: 指定されたメジャーの系列における最後の期間の値。
構文: EndingValue(メジャー, filterDimensionValue)

Label
説明: 指定されたメジャーのラベル。
構文: Label(メジャー)

LargestNegativeChangeDifference
説明: 指定された系列における、期間ごとの差異の負の最大値 (絶対値ベース)。
構文: LargestNegativeChangeDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeEndingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (絶対値ベース) となる終了
期間の名前。
構文: LargestNegativeChangeEndingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeEndingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (絶対値ベース) となる時の
終了値。
構文: LargestNegativeChangeEndingValue(メジャー, filterDimensionValue)
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LargestNegativeChangePercentDifference
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (絶対値ベース) となる時の変
化率。
構文: LargestNegativeChangePercentDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeStartingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (絶対値ベース) となる開始
期間の名前。
構文: LargestNegativeChangeStartingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeStartingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (絶対値ベース) となる時の開
始値。
構文: LargestNegativeChangeStartingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeDifference
説明: 指定された系列における、期間ごとの差異の負の最大値 (割合ベース)。
構文: LargestNegativePercentChangeDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeEndingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (割合ベース) となる終了期
間の名前。
構文: LargestNegativePercentChangeEndingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

Tableau Software

945

Tableau Cloud ヘルプ

LargestNegativePercentChangeEndingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (割合ベース) となる時の終
了値。
構文: LargestNegativePercentChangeEndingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangePercentDifference
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (割合ベース) となる時の変
化率。
構文: LargestNegativePercentChangePercentDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeStartingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (割合ベース) となる開始期
間の名前。
構文: LargestNegativePercentChangeStartingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeStartingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が負の最大値 (割合ベース) となる時の開
始値。
構文: LargestNegativePercentChangeStartingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeDifference
説明: 指定された系列における、期間ごとの差異の正の最大値 (絶対値ベース)。
構文: LargestPositiveChangeDifference(メジャー, filterDimensionValue)
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LargestPositiveChangeEndingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (絶対値ベース) となる終了
期間の名前。
構文: LargestPositiveChangeEndingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeEndingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (絶対値ベース) となる時の終
了値。
構文: LargestPositiveChangeEndingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangePercentDifference
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (絶対値ベース) となる時の変
化率。
構文: LargestPositiveChangePercentDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeStartingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (絶対値ベース) となる開始
期間の名前。
構文: LargestPositiveChangeStartingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeStartingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (絶対値ベース) となる時の開
始値。
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構文: LargestPositiveChangeStartingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeDifference
説明: 指定された系列における、期間ごとの差異の正の最大値 (割合ベース)。
構文: LargestPositivePercentChangeDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeEndingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (割合ベース) となる終了期
間の名前。
構文: LargestPositivePercentChangeEndingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeEndingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (割合ベース) となる時の終
了値。
構文: LargestPositivePercentChangeEndingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangePercentDifference
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (割合ベース) となる時の変
化率。
構文: LargestPositivePercentChangePercentDifference(メジャー, filterDimensionValue)
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LargestPositivePercentChangeStartingLabel
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (割合ベース) となる開始期
間の名前。
構文: LargestPositivePercentChangeStartingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeStartingValue
説明: 指定された系列において、期間ごとの差異が正の最大値 (割合ベース) となる時の開始
値。
構文: LargestPositivePercentChangeStartingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakDifference
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークにおける差異。
構文: LongestStreakDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakDirection
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークの方向 (正または
負)。
構文: LongestStreakDirection(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakEndingLabel
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークの終了期間の名
前。
構文: LongestStreakEndingLabel(メジャー, filterDimensionValue)
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LongestStreakEndingValue
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークにおける終了
値。
構文: LongestStreakEndingValue(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakLength
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した期間の最大数。
構文: LongestStreakLength(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakPercentDifference
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークにおける割合の
差異。
構文: LongestStreakPercentDifference(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakStartingLabel
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークの開始期間の
名前。
構文: LongestStreakStartingLabel(メジャー, filterDimensionValue)

LongestStreakStartingValue
説明: 指定された系列において、増加または減少が連続した最長ストリークにおける開始
値。
構文: LongestStreakStartingValue(メジャー, filterDimensionValue)
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MaxLabel
説明: 指定されたメジャーの最大値を持つエンティティの名前。
構文: MaxLabel(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

MaxValue
説明: 指定されたメジャーの最大値。
構文: MaxValue(メジャー)

Median
説明: 指定されたメジャーの中央値。
構文: Median(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

MinLabel
説明: 指定されたメジャーの最小値を持つエンティティの名前。構文: MinLabel(ディメンション,
メジャー, filterDimensionValue)

MinValue
説明: 指定されたメジャーの最小値。
構文: MinValue(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

PercentDifference
説明: 指定された2 つのディメンション値のメジャー値間の割合差。
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構文: PercentDifference(ディメンション, メジャー, firstDimensionValue,
secondDimensionValue, filterDimensionValue)

PercentOfWhole
説明: 指定されたディメンション値のメジャー値が、そのディメンションのメジャー値合計に占める
割合。
構文: PercentOfWhole(ディメンション, メジャー, dimensionvalue, filterDimensionValue)

PeriodLabel
説明: 系列のn 番目の期間 (1 から開始) の名前。
構文: PeriodLabel(インデックス)

PeriodLabelNewest
説明: 系列のn 番目の期間 (最新から開始しカウントバック) の名前。
構文: PeriodLabelNewest(インデックス)

PeriodValue
説明: 系列のn 番目の期間 (1 から開始) における指定されたメジャーの値。
構文: PeriodValue(メジャー, インデックス, filterDimensionValue)

PeriodValueNewest
説明: 系列のn 番目の期間 (最新から開始しカウントバック) における指定されたメジャーの
値。
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構文: PeriodValueNewest(メジャー, インデックス)

Range
説明: 指定されたメジャーの最大値と最小値の差。
構文: Range(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

SortAscendingLabel
説明: 所定のランク(1 から開始) で昇順に並べ替えられた指定されたメジャーのエンティティ
名。
構文: SortAscendingLabel(メジャー, ランク, ディメンション, filterDimensionValue)

SortAscendingValue
説明: 所定のランク(1 から開始) で昇順に並べ替えられた指定されたメジャーの値。
構文: SortAscendingValue(メジャー, ランク, ディメンション, filterDimensionValue)

SortDescendingLabel
説明: 所定のランク(1 から開始) で降順に並べ替えられた指定されたメジャーのエンティティ
名。
構文: SortDescendingLabel(メジャー, ランク, ディメンション, filterDimensionValue)

SortDescendingValue
説明: 所定のランク(1 から開始) で降順に並べ替えられた指定されたメジャーの値。
構文: SortDescendingValue(メジャー, ランク, ディメンション, filterDimensionValue)
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StartingLabel
説明: 系列の最初の期間の名前。
構文: StartingLabel()

StartingValue
説明: 指定されたメジャーの系列における最初の期間の値。
構文: StartingValue(メジャー, filterDimensionValue)

StartToFinishDifference
説明: 指定された系列の最初と最後の期間の値の差。
構文: StartToFinishDifference(メジャー, filterDimensionValue)

StartToFinishPercentDifference
説明: 指定された系列の最初と最後の期間の値の割合の差。
構文: StartToFinishPercentDifference(メジャー, filterDimensionValue)

StdDev
説明: 指定されたメジャーの標準偏差の値。
構文: StdDev(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

Sum
説明: 指定された2 つのディメンション値のメジャー値の合計。
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構文: Sum(ディメンション, メジャー, firstDimensionValue, secondDimensionValue,
filterDimensionValue)

Total
説明: 指定されたメジャーの合計値。
構文: Total(ディメンション, メジャー, filterDimensionValue)

Value
説明: 指定されたディメンション、メジャー、ディメンション値のメトリック値。
構文: Value(ディメンション, メジャー, ディメンション値, filterDimensionValue)

Z-Score
説明: 指定されたメジャーのZ スコア。
構文: Z-Score(ディメンション, メジャー, firstDimensionValue, filterDimensionValue)

Tableau データストーリーのカスタマイズ: コンテンツの非 表 示 と並 べ替 え
ストーリー内のコンテンツを非表示にしたり並べ替えたりすることで、自分やオーディエンスにとっ
て最も重要なコンテンツで、Tableau データストーリーをカスタマイズすることができます。
コンテンツとセクションを非表示にする

1. データストーリーを作成し、[編集] をクリックして[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. セクションの表示/非表示を設定するには、[Show section (セクションの表示)] スイッチを
クリックしてオン/オフを切り替えます。
3. 個々の文の右側にある青いボックスにカーソルを合わせ、ボックスをクリックすると表示/非表
示が切り替わります。
4. [保存] をクリックします。
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[表示] に設定されている文とセクションのみがデータストーリーに表示されます。
セクション内のコンテンツを並べ替える

1. データストーリーを作成し、[編集] をクリックして[編集] ダイアログボックスを開きます。
2. 並べ替えるコンテンツの左側のメニューにカーソルを合わせます。カーソルが手のアイコンに
変わります。
3. カーソルでアイテムをクリックし、同じセクション内の任意の場所にドラッグします。
4. [保存] をクリックします。

設定した順序でデータストーリーに文章が表示されます。
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注: 現在、コンテンツは同じセクション内でのみ移動できます。セクション全体の移動はまだ
サポートされていません。

Tableau データストーリーにデータを追加する
データストーリーは、現在、2 つのディメンションと1 つのメジャー、または 1 つのディメンションと最
大 10 個のメジャーが含まれるストーリーをサポートしています。ダッシュボードに表示する必要の
ないデータについて記述する場合は、、非表示のシートを使用してダッシュボードを簡素化しま
す。ストーリーに3 つ以上のディメンションを追加する場合は、ディメンションを連結するか、複
数のデータストーリーを作成して積み重ねます。

非 表 示 のシートを使 用 する
Tableau データストーリーに含めたいデータがあり、インサイトの獲得をサポートしたすべてのデー
タを表示する必要がない場合は、非表示のシートを使用して、ダッシュボードを煩雑にすること
なく、ストーリーに追加のメジャーとディメンションを取り込むことができます。

1. データストーリー オブジェクトをダッシュボードにドラッグして、[データストーリー] ダイアログ
ボックスに記述できるワークシートを確認します。この例では、記述できる2 つのワークシー
トがあります。
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2. 左側のメニューに移動して、[Floating (フローティング)] を選択し、そのシートをダッシュ
ボードにドラッグすることにより、「人口」などの別のデータソースを取り込みます。

[データストーリー] ダイアログボックスが、利用可能な新しいデータソースで更新されます。
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3. [レイアウト] をクリックし、サイズを1 x 1 に調整してシートを非表示にしますが、参照元デー
タはストーリーに残します。

これで、この非表示のシートを使用してストーリーを構成できます。

注: シートを非表示のままにするには、追加の凡例要素の選択を解除する必要がある場
合があります。

ディメンションを連 結 する
データに3 つのディメンションと1 つのメジャーが含まれていて、データが[Discrete Story (不連
続ストーリー)] である場合、計算フィールドを作成することにより、これらのディメンションのうちの
2 つを連結 (リンク) できます。

1. ストーリーで使用するワークシートで、[分析] をクリックし、[計算フィールドの作成] を選択
します。
2. 計算フィールドに名前を付け、次の式を使用して計算を作成し、+ 記号を使用してディメン
ションを結合します。
[Dimension 1] + [Dimension 2]

ヒント: ディメンションを[計算フィールド] ボックスにドラッグして、式に配置します。
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3. [OK] をクリックします。
4. 新しい計算フィールドを [Detail (詳細)] ペインにドラッグして、データストーリーでアクセス
できるようにします。

複 数 のデータストーリーを積 み重 ねる
複数のデータストーリーを作成し、ダッシュボードに垂直または水平に積み重ねて、さらに多く
のメジャーとディメンションについて記述します。
たとえば、実際の収益とベンチマーク収益についてのストーリーを作成したい場合は、2 つの異
なるストーリー(1 つは実際の収益と最初のベンチマーク、もう1 つは実際の収益と2 番目のベ
ンチマークについてのストーリー) を作成して、これらのストーリーを比較することができます。

ダッシュボードにTableau ポップアップデータストーリーを追加す
る
ポップアップウィンドウにTableau データストーリーを配置できます。ユーザーは、ストーリーを開
いて読み、完了したら閉じることができます。これは、すでに確立されているダッシュボードで使
用されているスペースを節約したり、ダッシュボード上の乱雑な情報の量を減らしたりするため
の優れた方法です。
1. ダッシュボードにTableau データストーリーを追加する。
2. メニューをクリックして、[Floating (フローティング)] を選択し、コンテナーを [Floating (フ
ローティング] に設定します。
ヒント: コンテナーを[Floating (フローティング)] に設定するもう1 つの方法は、Shift キーを押
しながらコンテナーをダッシュボードにドラッグすることです。
3. 左側の列の [レイアウト] タブに移動し、背景色を白に設定します。
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4. 浮動コンテナーに関連付けられているメニューをクリックして設定を表示し、[表示/非表示ボ
タンの追加] を選択します。これにより、ストーリーを表示または非表示にできる[X] アイコン
が作成されます。

注: ストーリーが選択されている場合、ボタンは、データストーリーオブジェクトの一部である
サイドバーオプションによって部分的に隠されています。ボタンを表示するには、ストーリー
の外側をクリックします。

5. [X] アイコンにカーソルを合わせると、ストーリーを開いたり閉じたりする手順が表示されま
す。この例では、Alt キーを押しながら[X] アイコンをクリックするように求められます。

6. プロンプトに示されているキーを押しながら[X] アイコンをクリックして、ストーリーを折りたたみ
ます。
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ストーリーは折りたたまれますが、ユーザーが必要に応じてストーリーを展開できるように、メ
ニューはダッシュボードに残ります。必要に応じて、折りたたみ可能なフローティングストーリー
をダッシュボード内で移動できます。

Tableau データストーリーでカスタム メジャー関係を作成する
Tableau データストーリーで関係ストーリーを作成すると、データを別のデータセットと比較して
確認することができます。関係ストーリーを作成するには、少なくとも2 つのメジャーと1 つの
ディメンションが必要です。多くの場合、比較したいデータはある列のデータでグループ化されて
います。たとえば、「年」や「月」などの名前の列で、「2022」や「3 月」などの値が設定されてい
ます。
簡単な計算フィールドを作成して「2022」と「2021」あるいは「2 月」と「3 月」で分離すると、2
つの期間を関係ストーリーで比較できます。

1. データストーリーで使用するシートから始めます。
2. [分析] をクリックして [計算フィールドの作成] を選択します。
3. 「現在の期間」などの名前の計算フィールドを作成します。

ヒント: 計算フィールドはここに示した構造に従いますが、ディメンションやメジャーの名前 (オレ
ンジ色のテキスト) はご利用の名前に置き換えてください。
4. 「前の期間」などの名前の計算フィールドを作成します。
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5. 新しいメジャーを [詳細] マークにドラッグします。
6. ダッシュボードでストーリーをクリックし、2 つの新しいメジャーをデータストーリーに追加しま
す。

7. ダッシュボードで、データストーリー オブジェクトの左上隅にある [設定] アイコンをクリックしま
す。
8. [データストーリー] ダイアログボックスで [関係] タブをクリックします。
9. 2 つのカスタム メジャーを使用した関係ストーリーを設定します。
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10. [保存] をクリックします。
これで、カスタムメジャーを比較する文がストーリーに記述されるようになりました。

Tableau データストーリーのパラメーターを更新する
ダッシュボードにパラメーターを追加し、データストーリーを使用している場合、パラメーターをク
リックするとビジュアライゼーションが更新されますが、ストーリーは更新されません。これは、パラ
メーターがフィルターのように参照元データを更新しないためです。
パラメーターデータを使用してTableau データストーリーを更新するには、ダッシュボードに[更
新] ボタンを追加して、パラメーターに合わせてストーリーを更新します。
1. ワークブックに新しいシートを作成します。
2. 次の情報を使用して、新しいシートに計算フィールドを作成します。
名前: 更新
コンテンツ: "更新"

3. [OK] をクリックし、新しい計算フィールド(更新) を新しいシートにドラッグします。
4. フィールドを右クリックし、[ヘッダーの表示] をクリックしてヘッダーを非表示にします。
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5. ボタンの形状を選択します。

6. ダッシュボードに戻り、更新ボタンを含むシートをパラメーターの横のダッシュボードにドラッグ
します。
7. ボタンにカーソルを合わせ、[その他のオプション] を選択し、[タイトル] をクリックしてタイトル
を非表示にします。
8. ボタンにカーソルを合わせ、[フィルターとして使用] をクリックします。

9. パラメーターを調整してから、新しい更新ボタンをクリックします。ボタンをクリックすると、パラ
メーターに合わせてストーリーが更新されます。

Tableau データストーリーで表計算を使用する
表計算の作成に使用したメジャーに加えて、Tableau データストーリーのメジャーとして表計算
を使用することができます。
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1. マークカードから、フィールドの右側をクリックしてメニューを開き、[簡易表計算] をクリッ
クします。

2. 表計算を作成したら、それを[データ] ペインの[メジャー] にドラッグして名前を変更します。
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3. 元のメジャー (例: 売上高) を[行] シェルフにドラッグして戻し、新しい計算 (例: 売上高の合
計) を[ツールヒント] にドラッグします。ビジュアライゼーションは同じままでも、新しいメジャー
にアクセスできるようになりました。
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4. ダッシュボードに移動し、データストーリー オブジェクトをダッシュボードにドラッグします。ス
トーリーを作成すると、両方のメジャーが表示されます。

Web 画 像 をワークシートに動 的 に追 加 する
Tableau では、画像はデータを分析する際の強力なツールです。靴の月別売上高のViz を
想像してみてください。データは、ウェッジヒールよりもハイヒールのほうが売れていることを示し
ていますが、この2 つのタイプの靴の違いを想像することはできません。そこで、画像の役割が
登場します。Web 画像をワークシートに動的に追加し、それらをヘッダーで使用して視覚的
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な詳細を追加することができます。

データソースを準備する
画像の役割は、Web 画像を指す URL を含む個別のディメンションフィールドに割り当てること
ができます。データを準備するには、画像フィールドが、画像の役割を割り当てるための
Tableau によって設定されている要件を満たしていることを確認します。
l

URL により、.png、.jpeg、または.jpg の拡張子を持つ画像ファイルに移動できることを確認

l

します。
各 URL が http または https で始まっていることを確認します。トランスポートプロトコルが含

l

まれていない場合、Tableau は https を想定します。
データセットで使用される画像の数を最適化します。通常は、フィールドごとに最大 500 個

l

の画像を読み込むことができます。
各画像ファイルが 128 kb 未満であることを確認してください。

注: Viz の複雑性によっては、Tableau が既定でサーバー側のレンダリングを使用する場合
があり、これにより、フィールドあたりの画像数が30 に制限されます。複雑性の設定とサー
バー側のレンダリングの詳細については、「クライアント側レンダリングの構成」を参照してく
ださい。

データセットの例 :
製品名

製品画像 URL

製品売上高

フラット

https://img.example.com/flats.png

12,118

ハイヒール

https://img.example.com/highheels.png

15,865
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ランニングシューズ

https://img.example.com/runningshoes.png

14,200

ウェッジ

https://img.example.com/wedges.png

8,665

画像の役割をURL に割り当てる
データソースに接続したら、[データソース] ページまたはワークシートの[データ] ペインから画像
の役割をURL に割り当てることができます。

[データソース] ページから割 り当 てる:
1. 画像の URL がある列を見つけます。
2. 列の左上にあるアイコンを右クリック(Mac では Control を押しながらクリック) し、[Image
Role (画像の役割)] > [URL] を選択します。
アイコンが画像アイコンに変わり、画像を使用できるようになります。

ワークシートから割 り当 てる:
1. 新しいワークシートを開きます。
2. 画像の URL がある個別のディメンションフィールドを見つけます。
3. ディメンションフィールドを右クリック(Mac では Control を押しながらクリック) し、[Image
Role (画像の役割)] > [URL] を選択します。
アイコンが画像アイコンに変わり、画像を使用できるようになります。
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ビジュアライゼーションに画像を追加する
ワークシートから、[画像の役割] フィールドを[行] または [列] シェルフにドラッグします。これで
Viz 上で画像と関連データを表示できるようになりました。

ビジュアライゼーションを共有する
画像を含むワークブックはエクスポートして共有することができます。Viz で使用する画像は、
Viz を共有するすべてのユーザーが閲覧できるようにしてください。たとえば、ファイアウォールの
内部にある内部サーバーでホストされている画像を使用している場合は、Viz を共有するユー
ザー全員が画像にアクセスするための十分な権限を持っていることを確認します。この例では、
同じサーバーに接続してViz を表示しているユーザーは、問題なく画像を表示しています。た
だし、Viz をTableau Cloud サーバー上のPDF にエクスポートしているユーザーは、画像を表示
できない場合があります。
エクスポートされたワークブックをViewer がTableau 2022.3 以前で開こうとすると、画像を表示
することができません。
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注: ベストプラクティスとして、スクリーンリーダーやその他のアクセシビリティソフトウェアがコ
ンテンツにアクセスできるように、画像の役割フィールドは常にテキストの説明と一緒に配
置します。

画像の接続に関するトラブルシューティング
フィールドごとに許可されている画像の数を超えてる場合や、複雑な Viz に大きな画像ファイ
ルがある場合、またはモバイルデバイスでViz を表示している場合に、画像が表示されないこ
とがあります。このセクションは、このようなエラーのトラブルシューティングに役立ちます。

Viz に画 像 が表 示 されない

Viz 内の画像が多すぎる
Viz の複雑さにもよりますが、通常、フィールドごとに500 個の画像を読み込むことができます。
複雑な Viz の場合は、既定でサーバー側レンダリングになることがあります。サーバー側レンダ
リングでは、フィールドごとに30 個の画像を読み込むことができます。
Viz 内の画像が多すぎるというエラーメッセージが表示された場合は、画像をフィルターで除外
してからやり直してください。

Tableau が画像にアクセスできない
画像の代わりに破損した画像アイコンが表示される場合は、まず画像を表示するための十
分な権限があることを確認してください(または、画像がファイアウォールの内側にある場合な
ど)。Tableau は画像にアクセスできなければならず、画像を表示するために別の認証を要求
することはできません。
画像を表示する権限があり、サイズ要件を満たしている場合は、設定ページでWeb 画像が
有効になっていることを確認してください。
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Tableau Desktop の場合:
1. ワークブックから、ツールバーの [ヘルプ] をクリックします。
2. [設定とパフォーマンス] > [ダッシュボードWeb 表示セキュリティ] の順に選択します。
3. [Web ページ オブジェクトとWeb 画像を有効にする] がオンになっていることを確認しま
す。
Tableau Cloud の場合:
1. ナビゲーションパネルで、[設定] をクリックします。
2. [全般] で、下にスクロールして [Web ページ オブジェクト] と[Web 画像] を見つけます。
3. [Web ページ オブジェクトとWeb 画像を有効にする] がオンになっていることを確認しま
す。

一 部 の画 像 が Viz に表 示 されない

画像ファイルが大きすぎる
レンダリングするには、各画像ファイルを128 kb 未満にする必要があります。画像ファイルのサ
イズを確認して、もう一度やり直してください。

画像の URL は http または https で始まる必要があります
各画像のURL は http または https で始まる必要があります。Tableau は現在、FTP/SMTP
呼び出しをサポートしていません。URL の形式を確認して、もう一度やり直してください。

画像ファイルは URL キーである必要があります。
画像の役割は、拡張子が.png、.jpeg、または .jpg の画像ファイルに移動するURL にのみ割
り当てることができます。URL の形式を確認して、もう一度やり直してください。

画像ファイルの拡張子がサポートされていない
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画像の役割は、拡張子が.png、.jpeg、または .jpg の画像ファイルに移動するURL にのみ割
り当てることができます。現在、画像の役割は .svg ファイルに移動するURL をサポートしてい
ません。URL の形式を確認して、もう一度やり直してください。

画像ファイルに不適切な文字が含まれている
次の文字が含まれるURL には画像の役割を割り当てることはできません。

<>&\^'

または以下の文字シーケンス:

.. \\. \r \n \t

URL にこれらの文字または文字列が含まれていないことを確認してから、もう一度やり直して
ください。

ワークシートの外 に画 像 が表 示 されない

ツールヒントViz に画像が表示されない
ツールヒントViz はサーバー側レンダリングで処理されるため、フィールドごとに最大 30 個の画
像を読み込むことができます。フィールドごとの画像が30 個未満であることを確認してから、も
う一度やり直してください。
サーバー側とクライアント側のレンダリングの詳細については、「クライアント側レンダリングの構
成」を参照してください。
ツールヒントViz の詳細については、「ツールヒント内でビューを作成する(ツールヒントViz)」を
参照してください。

[サムネイルで表示] に画像が表示されない
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[サムネイルで表示] はサーバー側レンダリングで処理されるため、フィールドごとに最大 30 個の
画像を読み込むことができます。フィールドごとの画像が30 個未満であることを確認してから、
もう一度やり直してください。
サーバー側とクライアント側のレンダリングの詳細については、「クライアント側レンダリングの構
成」を参照してください。

ワークブックをエクスポートすると画像が表示されない
すべてのエクスポートおよびエクスポート関連の機能は、サーバー側レンダリングで処理されま
す。これにより、フィールドごとに最大 30 個の画像を読み込むことができます。フィールドごとの
画像が30 個未満であることを確認してから、もう一度やり直してください。

モバイルデバイスで画像が表示されない
モバイルデバイスはコンピューターに比べて複雑性のしきい値が低いため、サーバー側レンダリン
グで処理を完了します。そのため、フィールドごとに最大 30 個の画像を読み込むことができます
フィールドごとの画像が30 個未満であることを確認してから、もう一度やり直してください。
モバイルデバイスで複雑性の設定を変更できます。複雑性のしきい値の詳細については、「コ
ンピューターとモバイルデバイスの複雑性のしきい値を構成する」を参照してください。

Web 編 集 でのパブリッシュされたデータソースへ
の接 続
Tableau Server または Tableau Cloud にサインインする際にパブリッシュされたデータソースに
接続する方法について説明します。Web でのワークブックとビューの編集方法の詳細について
は、「Web でのビューの構築」および「Web でのTableau の使用」を参照してください。
Tableau Desktop からパブリッシュされたデータソースへの接続方法の詳細については、このヘ
ルプシステムにあるコネクターの例のリファレンスで「Tableau Server または Tableau Online」を
参照してください。
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Web 編集環境のパブリッシュされたデータソースに接続する
ビューの作成および編集パーミッションを持っている場合は、データに接続できます。
1. Tableau Server または Tableau Cloud サイトへのサインイン時に、ビューを選択して編
集します。
2. 編集モードで、[新しいデータソース] アイコン をクリックします。
3. [データソースへの接続] ダイアログボックスで、パブリッシュされたデータソースをリストから
選択し、[追加] をクリックします。
また、Tableau Server や Tableau Cloud で直接新しいワークブックを作成する際に、パブリッ
シュされたデータソースに接続することもできます。
1. サイトにサインインして[コンテンツ] ページに移動し、[データソース] を選択します。
2. データソースのリストで、使用するデータソースの横にあるチェックボックスをオンにし、[ア
クション] をクリックして[新しいワークブック] を選択します。

パブリッシュされたデータソースを編 集 する
あなたがデータソースをパブリッシュし、チームが多くのワークブックでそのデータソースを使用し
ているとします。これは順調なスタートですが、あなたは、データソースをすばらしいものにする
ために変更を加えることを検討しています。これらの変更を実装する前に、検討している変更
がTableau でどのように見えるかを確認する必要があります。そして、最も重要なことは、変
更をテストして、データソースを使用している既存のワークブックに悪影響を与えないようにす
ることです。
パブリッシュされたデータソースを編集することにより、データソースを単一のデータソースとして
維持しながら、変更をテストしてデータソースを改善できます。
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変更を編集してテストする
新しいパブリッシュされたデータソースを作成したり、既存のパブリッシュされたデータソースを編
集したりする場合でも、ブラウザーを離れることなく、[データソース] ページから結合を作成した
り、スキーマを編集したりできます。その後、Scratchpad を使用して、データソースをパブリッシュ
する前に、変更のテスト、フォルダーの作成、階層の整理、フィールドとエイリアスの名前変更を
行います。データソースを編集するときは、Tableau Cloud でオーサリングするときと同じ機能を
すべて利用できます。詳細については、「Web 作成とTableau Desktop 機能の比較」を参照
してください。
パブリッシュされたデータソースを編集するには、次の手順を実行します。
1. スタートページまたは [探索] ページから、編集するデータソースに移動します。
2. [データソースの編集] をクリックします。

3. [データソース] ページをクリックして、結合を作成するか、スキーマを編集します。
4. [Scratchpad] シートをクリックします。
5. [データ] ペインから、フォルダーの作成、階層の整理、フィールドとそのエイリアスの名前
変更、またはパブリッシュされたデータソースとともに保存されているメタデータの更新を行
います。
6. フィールドをScratchpad にドラッグアンドドロップして、変更が期待どおりに機能している
ことを確認します。
7. [パブリッシュ] をクリックします。
また、ワークブックの場合と同じように、データソースのコピーを作成する場合、名前を付けてパ
ブリッシュすることもできます。
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注: パーソナルスペースは、パブリッシュされたデータソースをサポートしていません。

ロールバック変更
パブリッシュされたデータソースの最後のバージョンに戻すには、次の手順を実行します。
1. 元に戻すデータソースに移動します。
2. [ファイル] をクリックします。
3. [前回パブリッシュしたときの状態に戻す] を選択します。

これにより、そのデータソースの前回パブリッシュしたときのバージョンに戻ります。

サポートされている接続を理解する
パブリッシュされたデータソースの編集では、以下をサポートしていません:
l
l

Tableau Cloud の Tableau Bridge コネクタ
Tableau Cloud とTableau Server に埋め込まれたパスワードを使用するデータソース

また、[データソース] ページは、サポートされていないパブリッシュされたデータソース接続タイプ
では使用できません。これらのタイプには、.tde および.hyper ファイルタイプが含まれますが、こ
れに限定されません。どの接続タイプがサポートされているかを確認するには、Creators: Web
上のデータへの接続を参照してください。
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パーミッションについて学ぶ
パブリッシュされたデータソースを編集するには、Creator ライセンスが必要です。このライセンス
には、それぞれのフォルダー内のデータソースに対する[保存] または [名前を付けて保存] パー
ミッションがあります。詳細については、「パーミッション」を参照してください。

フローによってパブリッシュされたデータソースを編集する
フローによってパブリッシュされたデータソースを編集すると、次にスケジュールされたフロー中に
変更が上書きされます。その代わりに、フロー内のデータソースを編集してください。詳細につ
いては、「Tableau Server または Tableau Cloud へのフローのパブリッシュ」を参照してください。

Dynamic Zone Visibility の使 用
ダッシュボードスペースは、特にデータに関するインサイトを累進的に明らかにしたい場合に重
要になります。Dynamic Zone Visibility を使用すると、フィールドやパラメーターの値に基づいて
ゾーン(ダッシュボードのタイルエレメントまたは浮動エレメント) を隠したり、見せたりできます。
ダッシュボードの操作に伴って、ダッシュボード上のゾーンが表示または非表示になります。その
結果、望ましいレイアウトが損なわれない動的なダッシュボードが実現します。
ダッシュボードでボタンをクリックすることで、オブジェクトを表示または非表示にすることもできま
すが、Dynamic Zone Visibility を使用すると、オブジェクトが自動的に表示または非表示にな
ります。この動作は、さまざまなユーザーグループがダッシュボードを使用する場合に最適です。
たとえば、ユーザーグループがダッシュボードにアクセスしたときに、そのユーザーグループに応じ
て異なるゾーンを表示したいとします。
その場合は、Dynamic Zone Visibility とパラメーターアクションを使用します。たとえば、ユー
ザーがViz のマークをクリックすると、それまで非表示になっていたゾーンが表示されます。この機
能を使用すると、より深いレベルのデータを表示するタイミングを選択できるようになるため、複
雑なダッシュボードに最適です。
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サポートされているフィールドタイプ
Dynamic Zone Visibility でフィールドを使用するには、フィールドパラメーターは次の要件を満
たす必要があります。
l
l
l

ブール値。
1 つの値。
Viz と無関係。つまり、フィールドは、固定された詳細レベル (LOD) の計算など、Viz の構
造とは関係がない定数値を返します。

動的なダッシュボードゾーンを構成する
次の例には、Superstore (スーパーストア) データを使用する2 つのシートがあります。最初の
シートには、カテゴリ別の売上が示された棒グラフが、2 つ目のシートには、サブカテゴリ別の売
上が示された棒グラフがあります。Dynamic Zone Visibility を使用すると、[Sales by Category
(カテゴリ別の売上)] ゾーンのマークがクリックされた後にのみ、2 つ目のシートが表示されます。
この例では、パラメーターアクションのソースフィールドとして使用されるブール型の計算フィール
ドを利用しています。パラメターアクションのソースフィールドとして計算を使用するには、計算
を[マーク] カードに追加する必要があります。
1. [Sales by Category (カテゴリ別の売上)] シートから、パラメーターを作成 します。この例で
は、パラメーターのデータ型 をブール値 に設定する必要があります。

2. [Sales by Category (カテゴリ別の売上)] シートから、計算フィールドを作成 します。この例
では、次の計算を使用します。True

3. [Sales by Category (カテゴリ別の売上)] シートで、作成した計算を[マーク] カードの
[Details (詳細)] にドラッグします。
4. ダッシュボードを作成します。
5. 常に表示するシートをダッシュボードにドラッグします。この例では、[Sales by Category (カ
テゴリ別の売上)] を常に表示します。
6. ダッシュボードで、[Sales by Category (カテゴリ別の売上)] ゾーン(ダッシュボードオブジェク
ト) をクリックします。次に、ダッシュボードの [ワークシート] メニューから、パラメーターアク

ションを作成 します。この例では、次の [Change Parameter (パラメーターの変更)] アク
ションを使用しています。
ソースシートが、作成したダッシュボードと[Sales by Category (カテゴリ別の売上)] シート
を使用するように設定されました。
[ターゲットパラメーター] は、作成したパラメーターです。
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[ソースフィールド] は、作成した計算です。

7. [Sales by Sub-Category (サブカテゴリ別の売上)] ワークシートをダッシュボードにドラッグし
ます。
8. [Sales by Category (カテゴリ別の売上)] ゾーンをクリックします。右上のドロップダウン矢印を
クリックして、[フィルターとして使用] を選択します。

9. [Sales by Sub-Category (サブカテゴリ別の売上)] ゾーンをクリックしてから、[レイアウト] タブ
をクリックします。
10. [Control visibility using value (値を使用して表示を制御)] ボックスをオンにします。
11. ドロップダウンから、ゾーンの表示を制御するために作成したパラメーターを選択します。
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注: [Control visibility using value (値を使用して表示を制御)] のオプションに目的のフィー
ルドが含まれていない場合は、フィールドが、サポートされているフィールドタイプであること
を確認します。

これで、[Sales by Category (カテゴリ別の売上)] ゾーンのカテゴリマークをクリックすると、ダッ
シュボードに[Sales by Sub-Category (サブカテゴリ別の売上)] ゾーンが表示されるようになり
ました。
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データガイドでダッシュボードを探 検 する
Tableau の新しいダッシュボードを見つけたとき、データの意味や使い方に疑問を持ったことは
ありませんか? また、新しいダッシュボードをパブリッシュしたとき、ダッシュボードの使い方について
説明を加えられないかと思ったことはありませんか?
データガイドは、ダッシュボードについての有用な情報と、その背後にあるデータに関する洞察
を提供します。データガイドは、ダッシュボードの作成者がエンドユーザーに対して、説明やリ
ソースへのリンクなど、より分かりやすいコンテキストをダッシュボードに直接提供できるようにする
ためのものです。また、データガイドは、「データの説明を見る」と「データ変化レーダー」によって
提供されるインサイトを自動的に表示し、ユーザーが外れ値を見つけ、注目すべきデータ変化
を特定して、マークの説明を理解できるようにします。「データの説明を見る」 を利用した「Viz
の説明を見る」は、異常値を示すメジャーとその背後にある潜在的なキードライバーを特定し
ます。データ変化レーダー(Tableau Cloud のみ) は、ダッシュボード内の値を経時的に追跡し、
データが更新されると、通常のパターンから外れた値があれば自動的にフラグを立てます。
これらのコンテキストに関連する詳細を確認すると、ダッシュボードのユーザーは、新しいダッシュ
ボードをより簡単に操作することができ、より速くインサイトを見つけ、正しいデータを見ているこ
とを確信し、データにコンテキストを持たせ、自信を持ってViz を理解できるようになります。
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データガイドを作成者としてカスタマイズする
1. ダッシュボードから、[編集] ボタンをクリックします。
2. データガイドが既定で開かない場合は、ツールバーにある [データガイド] をクリックします。
3. [データガイド] ペインに、エンドユーザーがダッシュボードの目的を理解するのに役立つ説明
を入力します。
4. [リンクの追加] をクリックし、リンクテキストとURL に説明的なラベルを入力します。
5. [OK] をクリックします。
6. Viz (ダッシュボード内のシート) をクリックします。データガイドは自動的に更新されるので、
ダッシュボードの各 Viz に関連する説明や追加リソースを追加することができます。
7. 説明を入力し、その Viz に関連するリンクを追加します。
8. [OK] をクリックします。

データガイドをダッシュボードのユーザーとして探索する
1. データガイドが既定で開かない場合は、ダッシュボードから、ツールバーにある [データガイ
ド] をクリックします。
2. ダッシュボードの説明を読み、ダッシュボードの作成者が提供するリソースを検索します。
3. [このダッシュボードのデータ] と[検出された外れ値] を展開し、ダッシュボードで使用され
ている参照元のデータについて詳細を表示します。
4. Viz (ダッシュボード内のオブジェクト) をクリックします。
5. Viz の説明を読み、ダッシュボードの作成者が提供するリソースを探索します。
6. [データサマリー] と[検出された外れ値] を展開すると、その Viz で使用されているデータ
の詳細が表示されます。
7. 顕著なデータ変化 (Tableau Cloud のみ) を展開して、データ変更レーダーによって特定さ
れた予想範囲外の値を見つけます。
8. グラフ上のバーや地図上の地域などのマークを選択すると、「 このマークのデータ」、「 適用
フィルター」、「 このマークの説明 」に関する情報を、「データの説明を見る」を利用して確認
することができます。
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データガイドをさまざまなレベルで探索する
データガイドは既定で閉じられていますが、ツールバーでいつでもを開くことができます。[データ
ガイド] ペインの上部には、選択したダッシュボードまたは Viz の名前が表示されます。ダッシュ
ボードの作成者は、ダッシュボードと、ダッシュボードを構成する個々のViz の両方に説明を書
くことができます。

ダッシュボードレベルの詳 細 を理 解 する
ダッシュボードレベルでは、データガイドで次を行うことができます。
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l

ダッシュボードの名前、作成者、最終パブリッシュ日を表示する。
ダッシュボードの作成者が書いた説明や、ビデオや Wiki ページなどの関連リソースへのリン

l

クを含める。
ダッシュボードが使用するデータソースや、どのディメンションやメジャーが使用されているか

l

など、データに関する詳細を一覧表示する。
「データの説明を見る」で特定された、ダッシュボード内の検出された外れ値を明らかにす

l

る。詳細については、「 「データの説明を見る」のしくみ」を参照してください。
データ変化レーダー (Tableau Cloud のみ) を使用して、予想されるビジネスパターンから

l

外れる値を特定する。詳細については、「 データ変化レーダーによる外れ値の特定 」を参
照してください。
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Viz レベルの詳 細 を理 解 する
特定のViz (ダッシュボードオブジェクト) をクリックすると、データガイドで次を行うことができま
す。
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l

Viz の名前を表示する。
ダッシュボードの作成者が書いた説明や、ビデオや Wiki ページなどの関連リソースへのリン

l

クを含める。
ダッシュボードで使用するデータソース(使用するディメンションとメジャーを含む) を一覧表

l

示する。
適用されたフィルターとViz で使用するデータを一覧表示にすることで、ユーザーが操作す

l

るフィルターによってデータがどのように影響されるかを特定する。
データポイントの数、並べ替えの詳細、ユーザーが操作できない事前フィルターなど、Viz

l

で使用するデータの概要を把握する。
「データの説明を見る」によって特定された、Viz で検出された外れ値を明らかにする。詳

l

細については、「 「データの説明を見る」を使い始める」および「 「データの説明を見る」の

l

しくみ」を参照してください。
データ変化レーダー (Tableau Cloud のみ) を使用して、予想されるビジネスパターンから
外れる値を特定する。詳細については、「 Viz 内の顕著なデータ変化を特定する」を参照
してください。
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マークレベルの詳 細 を理 解 する
マーク(地図上の地域など) をクリックすると、データガイドで次を行うことができます。
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l

マークの名前を表示する。
適用されたフィルターとViz で使用されたデータを一覧表示し、何が含まれ、何が除外され

l

たかがわかるようにする。
「データの説明を見る」で特定された、Viz 内で検出された外れ値を明らかにする。詳細に

l

ついては、「 「データの説明を見る」を使い始める」および「 「データの説明を見る」のしく

み」を参照してください。
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データガイドの表示制御
データガイドをデフォルトで開くかどうかを選択します。
1. 右上隅にある、自分の名前の横のドロップダウンメニューをクリックします。
2. [マイアカウントの設定] をクリックします。
3. [設定] タブをクリックします。
4. 「 データガイドを表示する」のボックスをチェックし、ワークブックを開いたときにデータガイド
がデフォルトで表示されるようにします。
5. [変更を保存] をクリックします。

ワークブックの自 動 保 存
Tableau Cloud で自動保存すると、作業中に行った編集内容がワークブックに保存されます。

自動保存のしくみ
自動保存をオンにするには、[パブリッシュ] をクリックしてワークブックを指定の場所に保存しま
す。初めてパブリッシュした後に、ワークブックのプライベートな下書きバージョンに加えた変更の
自動保存が開始されます。他のユーザーと変更を共有する準備ができたら、[パブリッシュ] を
使用して、最後にパブリッシュされたリビジョンを下書きに置き換えます。

注: 自動保存は、特定のタイプのアセットなど、すべてのタイプの変更を自動的に保存す
るわけではありません。このような場合、「編集内容を保存するには、パブリッシュする必要
があります」という通知が表示されます。

ワークブックのファイル サイズ
自動保存は、5 MB 未満のワークブックに対して使用できます。サイズが大きいワークブックファ
イルの変更を手動で保存するには、パブリッシュする必要があります。
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複 数 のユーザーが同 じワークブックを編 集 した場 合 はどうなりますか?
複数のユーザーが同じワークブックで作業している場合、各ユーザーの編集内容があなたのプ
ライベートな下書きに関連付けられて保存されます。ワークブックの編集を開始したときに、作
業しているバージョンに別のユーザーからのリビジョンがパブリッシュされている場合は、通知が
届きます。その場合は、下書きを破棄して現在のリビジョンを編集するか、あなたのプライベー
トな下書きの編集を再開するかを選択できます。
警告: プライベートな下書きの編集を開始した後に、別のユーザーがリビジョンをパブリッシュし
た場合は、通知は届きません。あなたのバージョンをパブリッシュする前に別のユーザーが下書
きをパブリッシュしている場合、そのユーザーの下書きは、あなたが行った変更内容によって上
書きされます。
ワークブックのリビジョン履歴をチェックすると、ワークブックが最後にパブリッシュされた日時を確
認できます。リビジョン履歴から、リビジョンをプレビューするか、以前のリビジョンを復元するかを
選択できます。詳細については、「コンテンツのリビジョンの操作」を参照してください。
下書きを破棄して現在のリビジョンを編集することを選択した場合、下書きとアップロードされ
た関連するアセットファイルは削除されます。アセットとプライベートな下書きで行った編集内
容を保持するために、他のユーザーの編集内容をあなたのプライベートな下書きに手動で組
み込むことができます。次に、両方の変更内容を反映したワークブックをパブリッシュします。

パーミッションの要 件
自動保存を利用できるのは、ワークブックレベルのWeb 編集機能を持つCreator とExplorer
(パブリッシュ可能) です。ユーザーがビューレベルのみのWeb 編集機能を持っている場合、自
動保存はオンになりません。

複 数 テーブルのデータ分 析 に関 係 を使 用 する
このキャンバスにドラッグしたテーブルでは、リレーッションシップを使用します。リレーッションシップ
は、Tableau で複数テーブルを分析するためにデータを組み合わせる柔軟な方法です。
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関係は、2 つのテーブル間の契約と考えることができます。これらのテーブルのフィールドを使って
Viz を構築する場合、Tableau は、その契約を使用してこれらのテーブルからデータを取り込
み、適切な結合を使用してクエリを作成します。
関係によってデータの準備と分析がより簡単かつ直感的に行えるようになるため、データを結
合する際の最初のアプローチとして関係を使用することをお勧めします。結合は、必要不可欠
な場合にのみ使用してください。この5 分間のビデオで、リレーッションシップを作成するための
基本について学んでください。

注: このビデオで示されている関係を編集するためのインターフェースは、現在のリリースとは
少し異なりますが、同じ機能を備えています。

リレーションシップのしくみの詳細については、Tableau ブログ投稿を参照してください。
l
l
l

関係 (パート1): Tableau に新しいデータモデリングを導入する
関係 (パート2): ヒントとテクニック
関係 (パート3): 複数の関連するテーブルを横断して質問する

また、「Tableau が関係を発明した理由」など、Action Analytics からの関係に関するビデオ
ポッドキャストも参照してください。詳細については、ライブラリの[ビデオポッドキャスト] をクリック
してください。

新しいデータソースとワークブックを作成していますか?
データソースの構築を開始するには、テーブルを[データソース] ページキャンバスにドラッグしま
す。
データソースで、分析に必要なすべてのディメンションフィールドとメジャーフィールドを含む単一
のテーブルを作成することができます。
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また、複数テーブルのデータソースを作成するには、さらに多くのテーブルをドラッグして、それら
のリレーッションシップを定義します。
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リレーッションシップの使用を開始する方法については、この1 分間のビデオをご覧ください。

注: このビデオで示されている関係を編集するためのインターフェースは、現在のリリースとは
少し異なりますが、同じ機能を備えています。

関係の使用に関する詳細については、「データの関連付け」、「関係と結合の違い」、
「Tableau データモデル」、「関係の作成と定義」を参照してください。
Tableau 2020.2 でのデータソースおよび分析の変更の詳細については、「2020.2 のデータソー
スと分析で変更された内容」と「2020.2 の関係、データモデル、データソースに関する質問」を
参照してください。

古いワークブックやデータソースを開いていますか?
2020.2 より前のワークブックやデータソースを2020.2 で開くと、データソースがキャンバス内で単

Tableau Software

995

Tableau Cloud ヘルプ
一の論理テーブルとして表示され、「Migrated Data (移行済みのデータ)」という名前か元の
テーブル名が付けられます。データは保持され、ワークブックはこれまでどおり使用できます。

単一の論理テーブルを構成する物理テーブルを表示するには、その論理テーブルをダブルク
リックして、物理レイヤーで開きます。結合とユニオンを含む、基となる物理テーブルが表示さ
れます。
Tableau 2020.2 でのデータソースおよび分析の変更の詳細については、「2020.2 のデータ
ソースと分析で変更された内容」と「2020.2 の関係、データモデル、データソースに関する質
問」を参照してください。

Tableau データモデル
Tableau で作成したすべてのデータソースには、データモデルがあります。データモデルとは、
接続したデータベーステーブルでデータをどのようにクエリするかをTableau に伝える図のような
ものです。
[データソース] ページでキャンバスに追加したテーブルによって、そのデータモデルの構造が作
成されます。データモデルには、単一テーブルのように単純なものもあります。また、複数の
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テーブルを含む複雑なモデルには、リレーションシップ、結合、ユニオンなどのさまざまな組み合
わせが使用されています。
データモデルには、次の2 つのレイヤーがあります。
l

[データソース] ページのキャンバスで最初に表示される既定のビューは、そのデータソースの

論理レイヤーです。論理レイヤーでは、リレーションシップ(ヌードル) を使用してデータを組
み合わせます。このレイヤーは、[データソース] ページのリレーションシップのキャンバスと考え
てください。詳細については、「 複数テーブルのデータ分析に関係を使用する」を参照してく
ださい。
l

次のレイヤーは物理レイヤーです。物理レイヤーでは、結合 とユニオンを使用してテーブル
間でデータを組み合わせます。このレイヤーでは、それぞれの論理テーブルに少なくとも1 つ
の物理テーブルが含まれています。物理レイヤーは、[データソース] ページの結合/ユニオン
のキャンバスと考えてください。論理テーブルをダブルクリックして、結合とユニオンを表示また
は追加します。

論理レイヤー

物理レイヤー

ヌードル = リレーションシップ

ベン図 = 結合

複数の関連するテーブルがあるデータソー

論理テーブルをダブルクリックで開き、物理

スの最上位ビュー。これが論理レイヤーにな

テーブルを表示します。物理テーブルは、結

ります。論理テーブルは、リレーションシップ

合またはユニオンを使用して組み合わせるこ

(ヌードル) を使用して組み合わせることがで

とができます。この例では、書籍の論理テー

きます。結合タイプは使用されません。論理

ブルが、結合された3 つの物理テーブル (書
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論理レイヤー
テーブルは物理テーブルのコンテナのように

物理レイヤー
籍、賞、情報) で構成されています。

機能します。

論理レイヤー

物理レイヤー

[データソース] ページのリレーションシップ

[データソース] ページの結合/ユニオンのキャ

のキャンバス

ンバス

ここにドラッグしたテーブルは論理テーブル

ここにドラッグしたテーブルは物理テーブルと

と呼ばれます

呼ばれます

論理テーブルは他の論理テーブルに関連

物理テーブルは、他の物理テーブルに結合ま

付けることができます

たはユニオンすることができます

論理テーブルは物理テーブルのコンテナの

論理テーブルをダブルクリックすると、その物

ように機能します

理テーブルが表示されます。

詳細レベルは、論理テーブルの行レベル

詳細レベルは、マージされた物理テーブルの

にあります。

行レベルにあります。

論理テーブルは、データソースにマージさ

物理テーブルは、論理テーブルを定義する単

れず、行の重複が削除された(正規化)

一のフラットなテーブルにマージされます。

状態のままになります。

データモデルのレイヤー
データソースで表示されるトップレベルビューは、データモデルの論理レイヤーです。このレイ
ヤーでは、結合ではなくリレーションシップを使用してテーブルを組み合わせるため、リレーション
シップのキャンバスとみなすこともできます。
複数のテーブルのデータを組み合わせる場合、論理レイヤーのキャンバスにドラッグするテーブ
ルには別のテーブルとのリレーションシップが存在する必要があります。関係の結合タイプを指
定する必要はありません。Tableau では、ワークシート内の分析のフィールドとコンテキストに基
づいて、適切な結合タイプが自動的に選択されます。
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データモデルの物理レイヤーでは、結合とユニオンを使用してデータを組み合わせることができ
ます。このキャンバスではピボットのみを使用できます。このレイヤーは、結合/ユニオンのキャンバ
スと考えることができます。以前のバージョンのTableau では、データモデル内で物理レイヤーが
唯一のレイヤーでした。それぞれの論理テーブルには、1 つまたは複数の物理テーブルを含める
ことができます。
重要: Tableau では引き続き、結合とユニオンを使用する単一テーブルのデータソースを作成
することができます。Tableau で単一テーブルの分析を行う動作は変更されていません。アップ
グレードしたワークブックは、2020.2 以前と同じように動作します。
詳細情報: 関係を使用したデータの組み合わせに関する関連情報については、次のトピックと
ブログ投稿も参照してください。
l
l
l
l
l
l

関係と結合の違い
複数テーブルのデータ分析に関係を使用する
データの関連付け
関係 (パート1): Tableau に新しいデータモデリングを導入する
関係 (パート2): ヒントとテクニック
関係 (パート3): 複数の関連するテーブルを横断して質問する

また、「Tableau が関係を発明した理由」など、Action Analytics からの関係に関するビデオ
ポッドキャストも参照してください。詳細については、ライブラリの[ビデオポッドキャスト] をクリック
してください。

[データモデル] について
以前のバージョンのTableau では、データモデルには物理レイヤーしかありませんでした。
Tableau 2020.2 以降では、データモデルには論理レイヤーと物理レイヤーがあります。これによ
り、分析に合わせてスキーマを使用してデータを結合するためのオプションが増えます。
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Tableau 2020.2 以降では、データソースに論理レイヤーが追加されました。論理テーブルに
は、物理レイヤーの中に物理テーブルが含まれています。
以前のバージョンのTableau では、データソースにあるデータモデルは、結合とユニオンを指定
できる単一の物理レイヤーで構成されていました。結合やユニオンを使用して物理レイヤーに
追加されたテーブルによって、分析に使用できる単一の平坦化された(非正規化済みの)
テーブルが作成されていました。
以前のバージョン

2020.2 より前のバージョンの Tableau
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以前のバージョン
では、データモデルには物理レイヤー

2020.2 以降
ヤーと物理レイヤーの 2 つのレイヤーがあります。

だけが含まれています。

Tableau 2020.2 では、データソースのデータモデルには、物理レイヤーの上に新しいセマン
ティックレイヤー(論理レイヤー) が含まれ、ここでは、複数のテーブルを追加して相互に関連付
けることができます。論理レイヤーにあるテーブルは、データソースにマージされず、独立した(正
規化された) 状態のままで、ネイティブの詳細レベルが維持されます。
論理テーブルは、マージされた物理テーブルのコンテナーのように機能します。論理テーブルに
は、単一の物理テーブルを含めることができます。または、結合またはユニオンを使用してマー
ジされた複数の物理テーブルを含めることができます。

新 しいモデルの構 築
基本的に、論理レイヤーに1 つまたは複数のテーブルを追加すると、データソースのデータモデ
ルを構築できます。単一の論理テーブルからデータソースを作成するか、複数のテーブルをキャ
ンバスにドラッグして複雑なモデルを作成できます。
l

キャンバスにドラッグした最初のテーブルは、データソース内のデータモデルのルートテーブ

l

ルになります。
ルートテーブルをドラッグした後、任意の順序でさらに別のテーブルをドラッグできます。相互
に関連付ける必要があるテーブルに加えて、各関係に対して定義する、一致したフィールド

l

ペアを考慮する必要があります。
スター スキーマを作成する場合は、最初にファクトテーブルをドラッグしてから、ディメンション

l

テーブルをそのテーブルに関連付けると便利です。
キャンバス内のテーブルを削除すると、関連する子孫も自動的に削除されます。ルートテー

l

ブルを削除すると、モデル内の他のすべてのテーブルも削除されます。
各関係は、少なくとも1 つの一致するフィールドペアで構成する必要があります。複数の
フィールドペアを追加すると、複合リレーションシップを作成できます。一致するペアは同じ
データ型である必要があります。[データソース] ページでデータ型を変更しても、この要件
は変更されません。Tableau では、クエリの参照元データベースのデータ型が引き続き使用

l
l

されます。
リレーションシップは計算フィールドに基づきます。
リレーションシップを定義する際は、演算子を使用して、リレーションシップで使用するフィー
ルドの比較方法を指定できます。
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関係の詳細については、「データの関連付け」の「関係の作成と定義」を参照してください。
複数テーブルのモデル
l

複数テーブルのモデルを作成するには、テーブルを[データソース] ページのキャンバスの論
理レイヤーにドラッグします。

[データソース] ページのキャンバスの論理レイヤーにドラッグするテーブルは、相互に関連してい
る必要があります。追加のテーブルを論理レイヤーのキャンバスにドラッグすると、Tableau で
は、既存のキー制約と一致するフィールドに基づいて、リレーションシップを自動的に作成し、
そのリレーションシップの定義を試みます。一致するフィールドを判別できない場合は、ユー
ザーがそれらのフィールドを選択する必要があります。
制約が検出されない場合は、多対多のリレーションシップが作成され、参照整合性が[Some
records match (一部のレコードが一致)] に設定されます。これらの既定の設定は安全な選
択肢であり、データソースに対して最大の柔軟性を提供します。既定の設定では完全外部
結合に対応しており、分析する際はテーブルデータを集計してから結合を形成するとクエリを
最適化できます。分析には、各テーブルのすべての列データと行データを使用できます。
テーブルをダブルクリックすると、任意の論理テーブル内にデータを追加できます。これにより、
[データソース] ページのキャンバスの物理レイヤーが開きます。結合やユニオンを使用する必
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要がある場合は、結合したりユニオンしたりするテーブルを物理レイヤーキャンバスにドラッグで
きます。物理テーブルは論理テーブルにマージされます。
複数のテーブルを組み合わせるには、「リレーションシップの作成と定義」の手順に従ってくださ
い。
単一テーブルのモデル
l

単一テーブルのモデルを作成するには、[データソース] ページの論理レイヤーのキャンバスに
テーブルをドラッグします。その後、[データ] ペインのテーブルのフィールドを分析に使用できま
す。

他のテーブルを含む単一テーブルのモデル

テーブルをダブルクリックすると、単一の論理テーブル内にデータを追加できます。これにより、
[データソース] ページのキャンバスの物理レイヤーが開きます。結合やユニオンを使用する必要
がある場合は、結合したりユニオンしたりするテーブルを物理レイヤーキャンバスにドラッグできま
す。物理テーブルは論理テーブルにマージされます。
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この例では、データソースの関係キャンバス(論理レイヤー) に[Book] テーブルが表示されま
す。[Book] 論理テーブルをダブルクリックすると、結合/ユニオンキャンバス(物理レイヤー) が開
きます。
この例では、結合によって賞と情報のテーブルが書籍のテーブルにマージされます。この場合、
賞の詳細レベルでは、書籍と賞との結合は一対多になります。これにより、書籍と情報のメ
ジャーバリューが重複します。重複を避けるため、書籍の論理テーブル内で賞と情報を結合
する代わりに、それらを書籍に関連付けることができます。

対 応 しているデータモデルのスキーマ
Tableau 2020.2 で導入されたデータモデリング機能は、スターモデルやスノーフレークデータモ
デルなどの一般的な複数のテーブルによるデータシナリオの分析を容易に行えるように設計さ
れています。Tableau のデータソースでは、次のモデルタイプが対応しています。
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単一テーブル

ディメンションとメジャーの混合を含む単一の論理テーブル上の分析は、Tableau 2020.2 以前
と同様に機能します。結合、ユニオン、カスタムSQL などの組み合わせを使用して論理テーブ
ルを作成できます。

スター スキーマとスノーフレークスキーマ

エンタープライズデータウェアハウスでは、メジャーが中央のファクトテーブルに含まれ、ディメン
ションが独立したディメンションテーブルに個別に格納される、スタースキーマまたはスノーフレー
クスキーマでデータが構造化されるのが一般的です。このデータの編成では、ロールアップやドリ
ルダウンなど、多くの一般的な分析フローがサポートされます。

これらのモデルは、Tableau 2020.2 以降で使用できるデータモデリング機能のリレーションシップ
で直接表現できます。
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まず、ファクトテーブルをモデルにドラッグしてから、ディメンションテーブルをファクトテーブル(ス
タースキーマ内) または他のディメンションテーブル(スノーフレーク内) に関連付けます。
通常、適切にモデルされたスタースキーマまたはスノーフレークスキーマでは、ファクトテーブル
とディメンションテーブルの間のリレーションシップは多対 1 になります。この情報がデータウェア
ハウスにエンコードされている場合、Tableau は自動的にこれを使用してリレーションシップのパ
フォーマンスオプションを設定します。設定されていない場合は、この情報を自分で設定でき
ます。詳細については、「パフォーマンスオプションを使用して関係のクエリを最適化する」を参
照してください。
適切にモデル化したスタースキーマやスノーフレークスキーマでは、ファクトテーブルのすべての
行に、各ディメンションテーブルの一致するエントリが含まれます。これがtrue でデータウェアハ
ウスの整合性制約にキャプチャされた場合、Tableau は自動的にこの情報を使用して、[パ
フォーマンスオプション] の参照整合性設定を設定します。一部のファクトテーブル行がディメン
ションテーブル内に一致する行を持たない場合 ("遅延到着ディメンション" または "早期到着
ファクト" とも呼ばれます) は、メジャーの計算時にすべての行が保持されますが、ディメンション
ヘッダーを表示するときに値が削除される可能性があります。詳細については、「パフォーマン
スオプションを使用して関係のクエリを最適化する」を参照してください。
複数のテーブルでメジャー含むスタースキーマとスノーフレークスキーマ

一部のスタースキーマまたはスノーフレークスキーマでは、分析のすべてのメジャーがファクト
テーブルに含まれています。ただし、多くの場合、分析のディメンションテーブルに関連する追
加のメジャーが関係している可能性があります。ディメンションテーブルにメジャーが含まれてい
ない場合でも、分析でディメンションの値をカウントしたり集計するのが一般的です。このよう
な場合は、ファクトテーブルとディメンションテーブルはあまり明確に区別されていません。デー
タモデルをわかりやすく表示するには、まず最も細かいテーブルをデータソースのキャンバスに
追加してから、そのテーブルに他のすべてのテーブルを関連付けることをお勧めします。
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これらのテーブルを結合して1 つの論理テーブルにする場合、LOD 計算または COUNT
DISTINCT を使用して値を重複しないようにする予防措置を講じなければ、ディメンション
テーブル内のメジャーがレプリケートされ、集計が歪んでしまいます。ただし、これらのテーブル間
にリレーションシップを作成する場合、Tableau は、結合を実行する前にメジャーを集計し、不
要な重複の問題を回避します。これにより、測定の詳細レベルを慎重に追跡する必要が解
消されます。
マルチファクト分析

Tableau のデータモデリング機能では、マルチファクト分析の一部の形式に対応しています。前
述のモデルが1 つのディメンションテーブルにのみ関連する場合は、追加のファクトテーブル(メ
ジャーを含む) を追加できます。たとえば、Customer 360 などの分析のように、複数のファクト
テーブルテーブルまとめてから共有ディメンションを分析できます。これらのファクトテーブルは、
ディメンションテーブルとは異なる詳細レベルにしたり、それぞれを異なる詳細レベルにすることが
できます。また、ディメンションテーブルと多対多のリレーションシップを持つことができます。このよ
うなシナリオの場合、Tableau では集計の前に値がレプリケートされないようにします。
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ファクトテーブルを関連付ける共有ディメンションテーブルがない場合は、カスタムSQL を使用
するか、他のディメンションテーブルの結合またはユニオンを使用して、ディメンションテーブルを
動的に作成できる場合があります。
ファクトテーブルが2 つある場合は、共通ディメンション上で相互に直接関連付けることができ
ます。このタイプの分析は、ファクトテーブルの1 つに共通ディメンションのスーパーセットが含ま
れている場合に最適です。

対応していないモデル
l

複数の共有ディメンションテーブルに関連付けられた複数のファクトテーブル。ユース
ケースによっては、複数の共有ディメンションテーブルに複数のファクトテーブルが関連付け
られているのはよくあることです。たとえば、2 つの共通ディメンションテーブル (日付と顧客)
に2 つのファクトテーブル (店舗販売とインターネット販売) を関連付けているとします。通
常、このようなシナリオでは、データモデルで循環リレーションシップを作成する必要があり
ます。2020.2 では、循環リレーションシップは対応していません。
このタイプのモデルを近似するには、一部のテーブルを物理レイヤーにマージします。たとえ
ば、店舗販売とインターネット販売を単一のテーブルにまとめて、そのテーブルを[日付] と
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[顧客] に関連付けることができます。あるいは、日付と顧客をクロス結合して、単一のディメ
ンションテーブルを作成し、それを店舗販売とインターネット販売に関連付けることができま
す。

l

共有ディメンション上で 3 つ以上のファクトテーブルを直接関連付ける。論理レイヤーで
このモデルを構築することは可能ですが、単一のテーブルのディメンションのみを使用しない
限り、不要な結果が表示される場合があります。

データモデルにおけるリレーションシップの要 件
l

テーブルを関連付ける際は、リレーションシップを定義するフィールドが同じデータ型である
必要があります。[データソース] ページでデータ型を変更しても、この要件は変更されませ
ん。Tableau では、クエリの参照元データベースのデータ型が引き続き使用されます。

l
l
l

リレーションシップは地理的フィールドに基づいて定義することはできません。
データモデルでは循環関係に対応していません。
パブリッシュされたデータソース間の関係を定義することはできません。

関連付けたテーブルの利点が限られる要因
l

テーブル内にダーティデータがある(つまり、適切に構造化されたモデルを考慮して作成して
おらず、メジャーとディメンションが複数のテーブルに混在している) 場合、複数テーブルの分

l

析がさらに複雑になることがあります。
データソースフィルターを使用すると、データ内で結合選択を行うTableau の機能が制限
されます。結合選択とは、Tableau で不要な結合を削除してクエリを簡略化する方法のこ

l
l

とです。
関係全体を通じて一致しない値が多く含まれるテーブル。
複数のファクトテーブルと複数のディメンションテーブルを相互に関連付けた場合 (共有ディ
メンションや適合ディメンションのモデル化を試みた場合)。

関係と結合の違い
関係は、複数のテーブルのデータを分析用に組み合わせる動的で柔軟な方法です。リレー
ションシップの結合タイプは定義しないため、リレーションシップを作成するときにはベン図が表示
されません。
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関係は、2 つのテーブル間の契約と考えることができます。これらのテーブルのフィールドを使っ
てViz を構築する場合、Tableau は、その契約を使用してこれらのテーブルからデータを取り
込み、適切な結合を使用してクエリを作成します。
l

結合タイプが不要 。必要な操作は、一致するフィールドを選択して関係を定義することだ
けです (結合タイプは定義しません)。Tableau では、既存のキー制約と一致するフィール
ド名に基づいて、リレーションシップの作成を試みます。次に、それらが使用するフィールドで
あることを確認するか、フィールドペアを追加して、テーブルを関連付ける方法をさらに明確
に定義します。

l

l

コンテキストに応じた自動処理。関係では、分析時にコンテキストが発生するまで結合が
行われません。ビジュアライゼーションで使用されているフィールドに基づいて結合タイプが
自動的に選択されます。分析中は、結合タイプがインテリジェントに調整され、ネイティブの
詳細レベルがデータ内で保持されます。元となる結合について考えずに、Viz のフィールド
の詳細レベルで集計を見ることができます。FIXED などの LOD 式を使用して、関連付け
られたテーブル内でデータが重複しないようにする必要はありません。
柔軟 。関係は多対多にすることができ、完全外部結合を使用できます。リレーションシップ
を使用してテーブルを組み合わせるのは、全データがワークブックの単一データソースに
入っている、すべての Viz 用の柔軟なカスタム データソースを作成するようなものです。
Tableau では、ビジュアライゼーションのフィールドとフィルターに基づいて必要なテーブルの
みがクエリされるため、さまざまな分析フローに使用できるデータソースを構築できます。

詳細については、「データの関連付け」と「関係を敬遠しないで」を参照してください。
結合は、データを組み合わせるためのオプションとして引き続き使用できます。論理テーブルを
ダブルクリックして、結合キャンバスに移動します。詳細については、結合についてを参照して
ください。
ビデオを視聴する: Tableau で関係を使用する方法については、この5 分間のビデオを参照し
てください。

注: このビデオで示されている関係を編集するためのインターフェースは、現在のリリースとは少
し異なりますが、同じ機能を備えています。
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また、「Tableau が関係を発明した理由」など、Action Analytics からの関係に関するビデオ
ポッドキャストも参照してください。詳細については、ライブラリの[ビデオポッドキャスト] をクリック
してください。
リレーションシップクエリのしくみの関連情報については、Tableau の次のブログ投稿を参照して
ください。
l
l
l

関係 (パート1): Tableau に新しいデータモデリングを導入する
関係 (パート2): ヒントとテクニック
関係 (パート3): 複数の関連するテーブルを横断して質問する

リレーションシップと結 合 の特 性
関係は、複数のテーブルのデータを分析用に組み合わせる動的で柔軟な方法です。関係に
よってデータの準備と分析がより簡単かつ直感的に行えるようになるため、データを結合する際
の最初のアプローチとして関係を使用することをお勧めします。結合は、必要不可欠な場合
にのみ使用してください。
リレーションシップを使用してテーブルを組み合わせると、次のような利点があります。
l
l
l
l

データソースの定義、変更、再利用が容易になります。
正確な詳細レベル (LOD) での複数テーブルにまたがるデータ分析が容易になります。
詳細レベルが異なる分析では、LOD 式または LOD 計算を使用する必要はありません。
現在のビジュアライゼーションで使用されているフィールドを持つテーブルのデータに対しての
み、クエリが実行されます。

関係
l
l
l
l

l
l

l
l

論理テーブル間に柔軟性の高いヌードルとして表示されます。
2 つの論理テーブル間で一致するフィールドを選択する必要があります。
結合タイプを選択する必要はありません。
関連付けられたテーブルのすべての行データと列データをデータソースでも使用できるよう
にします。
データソースでは分析中も、各テーブルの詳細レベルを維持します。
複数の詳細レベルで独立したドメインを作成します。テーブルはデータソースにはマージさ
れません。
分析では、使用しているフィールドに基づいて適切な結合が自動的に作成されます。
集計値を重複させない (パフォーマンスオプションを[多対多] に設定している場合)
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l

一致しないメジャー バリューを保持する(パフォーマンスオプションを[Some Records
Match (一部のレコードが一致)] に設定している場合)

結合

結合とは、データの静的に組み合わせる方法です。分析を行う前に、物理テーブル間の結
合を事前に定義する必要があり、定義を変更すると、そのデータソースを使用するすべての
シートに影響が及びます。結合したテーブルは常に単一のテーブルにマージされます。その結
果、結合したデータに不一致の値が欠落するか、集計値が重複する場合があります。
l
l
l

l
l
l

物理テーブルごとにベン図アイコンが表示されます。
結合タイプと結合句を選択する必要があります。
結合した物理テーブルは、データの組み合わせが固定された単一の論理テーブルにマージ
されます。
不一致のメジャー バリューをドロップする可能性があります。
フィールドが異なる詳細レベルである場合、集計値が重複する可能性があります。
抽出フィルターや集計など、データの単一テーブルが必要なシナリオに対応できます

リレーションシップの使 用 要 件
l

テーブルを関連付ける際は、リレーションシップを定義するフィールドが同じデータ型である
必要があります。[データソース] ページでデータ型を変更しても、この要件は変更されませ

l
l
l

ん。Tableau では、クエリの参照元データベースのデータ型が引き続き使用されます。
リレーションシップは地理的フィールドに基づいて定義することはできません。
データモデルでは循環関係に対応していません。
パブリッシュされたデータソース間の関係を定義することはできません。

関連付けたテーブルの利点が限られる要因
l

テーブル内にダーティデータがある(つまり、適切に構造化されたモデルを考慮して作成し
ておらず、メジャーとディメンションが複数のテーブルに混在している) 場合、複数テーブルの

l

分析がさらに複雑になることがあります。
データソースフィルターを使用すると、データ内で結合選択を行うTableau の機能が制限
されます。結合選択とは、Tableau で不要な結合を削除してクエリを簡略化する方法のこ

l
l

とです。
関係全体を通じて一致しない値が多く含まれるテーブル。
複数のファクトテーブルと複数のディメンションテーブルを相互に関連付けた場合 (共有
ディメンションや適合ディメンションのモデル化を試みた場合)。
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結 合 について
データソースの物理レイヤー内のテーブル間では引き続き結合を指定できます。論理テーブル
をダブルクリックして、物理レイヤーの結合/ユニオンのキャンバスに移動し、結合またはユニオン
を追加します。
すべての最上位の論理テーブルには、少なくとも1 つの物理テーブルが含まれています。論理
テーブルを開くと、その物理テーブル間の結合を表示、編集、作成できます。論理テーブルを
右クリックし、[開く] をクリックします。テーブルをダブルクリックしても開くことができます。

作成したデータソースには 2 つのレイヤーがあります。最上位のレイヤーは、データソースの論
理レイヤーです。論理レイヤーでは、関係を使用して表間でデータを組み合わせます。
次のレイヤーは、データソースの物理レイヤーです。物理レイヤーでは、結合を使用してテーブ
ル間でデータを組み合わせます。詳細については、「データモデルの構造」を参照してください。
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パフォーマンスオプションを使用してリレーションシップクエリを最適
化する
パフォーマンスオプションは、リレーションシップ内の2 つのテーブル間のカーディナリティ( 一意
性) と参照整合性( 一致する記録) を定義するオプションの設定です。これらの設定は、
Tableau での分析中にクエリを最適化するのに役立ちます。
l

l

適切な選択肢がわからない場合は、Tableau で表示される既定の推奨設定を使用し
てください。既定値は安全に使用でき、分析中に正しい集計と結合が自動的に生成され
ます。基数や参照整合性がわからない場合は、これらの設定を変更する必要はありませ
ん。
データの形状がわかっている場合は、必要に応じてこれらの設定を変更し、2 つの表のレ
コード間の一意性と一致を表すことができます。

多くの分析シナリオでは、関係の既定の設定を使用すると、分析に必要なすべてのデータを
得ることができます。シナリオによっては、パフォーマンスオプションの設定を調整してデータをよ
り正確に記述できます。リレーションシップを使用してデータを組み合わせて分析する詳細に
ついては、「データの関連付け」とTableau ブログ記事「リレーションシップ、パート1: Tableau に
新しいデータモデリングを導入する」を参照してください。
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カーディナリティと参 照 整 合 性 の設 定 の意 味

カーディナリティオプション

カーディナリティの設定は、分析中にデータを自動的に結合する際の前後に表データを集計す
るかどうかを決定します。
l

フィールドの値が一意でない場合や一意かどうかわからない場合は、[Many (多)] を選択し
ます。分析中に結合を形成する前に、関連データが集計されます。

l

フィールド値が一意の場合は、[One (1)] を選択します。分析中、集計前に関連データが
結合されます。このオプションを設定すると、リレーションシップ内のフィールド値が一意の場
合にワークブック内のクエリが適切に最適化されます。ただし、フィールド値が一意でない場
合に [One (1)] を選択すると、ビューに重複する集計値が表示される場合があります。

注: [1] を選択すると、各キー値が一意で、NULL 値を持つ行が1 つだけの場合と同様にレ
コードが扱われます。
参照整合性オプション

参照整合性の設定では分析中にメジャーのディメンション値を取得するために使用する結合
のタイプを決定できます。
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l

フィールドの一部の値が他のテーブルの値と一致しない場合や、一致しているかどうかが不
明な場合は、[一部のレコードが一致する] を選択します。分析中、Tableau では外部結
合を使用してメジャーのディメンション値が取得されます。一致しないメジャーを含むすべて
のメジャー値がビューに表示されます。

l

フィールドの値が他のテーブルの値と確実に一致する場合は、[すべてのレコードが一致す

る] を選択します。この設定により、分析時に生成される結合は少なく、またシンプルにな
り、クエリが最適化されます。この表に一致しない値がある場合、分析中に表示される結
果が一貫しなくなる(一致しない値が削除されたりビューに表示されなかったりする) ことが
あります。
注: [すべてのレコードが一致する] を選択すると、リレーションシップに使用されるフィールドに
NULL 値が存在しない場合と同様にレコードが処理されます。分析中には、Tableau は内部
結合を使用してメジャーの値が取得されます。既定では、Tableau は NULL キーを結合しま
せん。
カーディナリティと参照整合性の概念の詳細については、「カーディナリティと参照整合性」を
参照してください。

結 合 について
データソースの物理レイヤー内のテーブル間では引き続き結合を指定できます。論理テーブル
をダブルクリックして、結合キャンバスに移動します。
すべての最上位の論理テーブルには、少なくとも1 つの物理テーブルが含まれています。論理
テーブルを開くと、その物理テーブル間の結合を表示、編集、作成できます。論理テーブルを
右クリックし、[開く] をクリックします。テーブルをダブルクリックしても開くことができます。
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作成したデータソースには 2 つのレイヤーがあります。最上位のレイヤーは、データソースの論
理レイヤーです。論理レイヤーでは、関係を使用して表間でデータを組み合わせます。
次のレイヤーは、データソースの物理レイヤーです。物理レイヤーでは、結合を使用してテーブ
ル間でデータを組み合わせます。詳細については、「データモデルの構造」を参照してください。
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パフォーマンスオプションの使 用 に関 するヒント
データの形状がわかっている場合は、[パフォーマンスオプション] のオプション設定を使用して、
テーブルのカーディナリティを互いに(1 対 1、1 対多、多対多など) 確立し、参照整合性を示
すことができます (1 つのテーブルの値は常に他のテーブルに一致があります)。
[パフォーマンスオプション] の各設定の意味は、「はい」と「いいえ」ではなく、「はい」と「わからな
い」と考えることができます。テーブルの値が一意であることが確実である場合は、[1]を選択し
ます。一方のテーブルの各レコードが、もう一方のテーブルの1 つ以上のレコードと一致するこ
とを確認する場合は、[すべてのレコードが一致する] チェックボックスをオンにします。それ以
外の場合は、既定の設定をそのまま使用します。
データの形状が不明な場合は、既定の設定を使用します。Tableau のデータ内でこれらの設
定を検出できない場合の既定の設定は、次のとおりです。
l
l

カーディナリティ:多対多
参照整合性: 一部のレコードが一致す

Tableau がデータ内の主要なリレーションシップや参照整合性を検出すると、それらの設定が
使用され、「検出済み」として表示されます。
既定の設定を再適用するには、[既定値に戻す ] をクリックします。
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用語の定義

カーディナリティとは、フィールド(列) やフィールドの組み合わせに含まれるデータの一意性を指
します。分析する表に多くのデータ行が含まれる場合、クエリに時間がかかる場合があります
(および全体的なデータソースのパフォーマンスが影響されます)。そのため、Tableau では、表間
の関連列のカーディナリティに基づいてデータを組み合わせる方法を選択することをお勧めしま
す。
l

低カーディナリティー: 関連する列に多くの繰り返しデータがある場合。たとえば、[Products
(製品)] というテーブルには、[Furniture (家具)]、[Office Supplies (オフィス用品)]、

l

[Technology (テクノロジー)] という3 つの値を含む [カテゴリ] 列が含まれる場合があります。
高基数: 関連する列に非常に一意なデータがある場合。たとえば、[Orders (注文)] という
テーブルには、商品の注文ごとに一意の値を含む [Order ID (注文 ID)] 列が含まれる場合
があります。

参照整合性 とは、一方のテーブルの行に一致する行が常に他方のテーブルにも存在すること
を意味します。たとえば、売上表の行には常に製品カタログの表に一致する行があります。

「データに聞 く」 (Ask Data) 機 能 を使 用 した自 動
的 なビューの構 築
「データに聞く」を使用すると、一般的な言葉で質問を入力し、Tableau で即座に回答を得る
ことができます。回答は自動的なデータビジュアライゼーションの形で得られ、フィールドを手動
でドラッグアンドドロップしたり、データ構造のニュアンスを理解したりする必要はありません。
「データに聞く」を使用すると、時系列分析や空間分析のような主要な分析概念をサポート
し、「去年」や「一番人気の」といった会話調のフレーズを理解することで、高度な質問を自然
に行うことができます。
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「データに聞く」レンズに移動する
「データに聞く」 (Ask Data) を使用してデータソースのクエリを実行する前に、Tableau 作成者
は、まずレンズを作成して、レンズで使用するデータフィールドのサブセットを指定する必要が
あります。
Tableau で「データに聞く」レンズにアクセスできる場所は次のとおりです。
l

Tableau Cloud または Tableau Server サイトのトップレベルにある[すべてのレンズ] ペー
ジ。

1020

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

l

レンズを作成したデータソースの「データに聞く」タブ。
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l

ダッシュボードの「データに聞く」オブジェクト。

レンズ ページまたはダッシュボードオブジェクトから「データに聞く」
レンズに移 動 して、データをもっと詳 しく知 る
1. レンズに移動するには、Tableau サイトの [すべてのレンズ] ページ、データソースの [データ
に聞く] タブ、ダッシュボードの [データに聞く] オブジェクトなどを選択します。
2. (オプション) [Recommended Visualizations (ビジュアライゼーションの候補)] で、エン
トリをクリックすると、レンズの作成者が組織用に作成した視覚化がすばやく表示されます。
推奨事項が現在のデータ分析のニーズに対応していない場合は、クエリを作成して独
自の質問を作成してください。
3. 左側の [データ] ペインで、各フィールドにカーソルを合わせると、そこに含まれるデータの詳
細が表示されます。
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幅が狭いダッシュボードオブジェクトでは、[データ] ペインが非表示になっている場合があ
りますが、[フィールド] ドロップダウンメニューをクリックすると同様の情報を表示できます。

テキストを入 力 してクエリを作 成 する
1. [フィールドまたは値を検索してビジュアライゼーションを作成する] というボックスに入力しま
す。
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2. 入力すると、「データに聞く」 (Ask Data) はデータフィールド、関数、および文字列値を検
索し、結果をドロップダウンリストに表示します。リスト内のアイテムをクリックして、検索ボッ
クスの上に表示されている現在のエントリに追加します。現在のエントリを使用してViz を
自動的に作成するには、任意の時点で Enter キーを押します。
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フィールドと分析関数を検索してクエリを変更する
A 現在のエントリB.現在のフィルターC.検索ボックスD.返されたフィールドE.返された分
析関数 F.返されたフィールド値

提 案 されたフレーズを追 加 してクエリを作 成 する
Tableau は、あなたのレンズや組織内の他のユーザーから尋ねられた、よくある問い合わせに基
づいてフレーズを提案します。レンズを開くと、よくある質問にすばやく答えられるような提案が
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表示されます。
これらの提案をクリックすると、クエリに追加できます。クエリにフレーズを追加すると、より関連
性の高いフレーズで提案が動的に更新されます。選択するたびに、自動的にビューが構築さ
れます。

フィールドとフィルターを追 加 してクエリを作 成 する
1. [フィールドの追加] または [フィルターの追加] をクリックします。
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2. 目的のフィールドをクリックします。(長いリストを絞り込むには、最初に [検索フィールド] ボッ
クスに入力します。)

3. サブオプション(数値フィールドの集計タイプ、文字列フィールドと日付フィールドのグループ
化など) を設定します。
4. フィールドまたはフィルターをさらに追加するには、プラス記号をクリックします。

クエリの要 素 がどのように適 用 されているかを確 認 する
クエリの要素がどのように適用されているかを確認するには、テキストボックスまたはその上の解
釈にカーソルを合わせます。使用されていない単語はグレー表示されているため、「データに聞
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く(Ask Data)」に伝わりやすくなるようにクエリのフレーズを変更できます。

質問のフレーズの変更
ユーザーインターフェイスでオプションやデータフィールド、フィルターなどをクリックすることによっ
て、質問のフレーズを変更することもできます。

Viz タイプの変 更
既定のViz からデータの十分な情報が取得できない場合は、右上隅にあるメニューをクリック
し、以下のサポートされているViz タイプから選択します。
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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棒グラフ
ガント棒
ヒートマップ
ヒストグラム
折れ線グラフ
マップ
円グラフ
散布図
積み上げ棒グラフ
テキストテーブル
ツリーマップ
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注: 特定のViz タイプを自動的に作成するため、「データに聞く」 がエントリに[レコード数]
などのフィールドを追加する場合があります。

フィールド、フィルター、表 示 データを変 更 する
「データに聞く」 (Ask Data) により、フィールド値の表示方法をいくつかの方法で微調整できま
す。
l

縦軸と横軸で使用するフィールドを切り替えるには、Viz 選択メニューの左にある[軸の交換]
ボタン

l

をクリックします。

フィールドを変更するには、最初にクエリエントリでフィールドをクリックしてから、下のフィー
ルド名をクリックします。(差の計算に使用されるフィールドを変更するには、「時間の経
過による差異の比較」を参照してください。)
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l

フィールドの集計タイプまたはグループ化タイプを変更 (平均から合計に変更するなど) する
には、テキストボックスのフィールド名をクリックしてから、別の集計タイプまたはグループ化タ
イプを選択します。

l

カテゴリフィルターの場合は、以下の例の「米国を除外」のように、値をクリックして特定の
値を変更するか、ワイルドカードパラメーターを入力します。
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l

数値範囲を調整するには、「高い」、「中間」、「安い」などの単語をクリックします。

l

フィールドやフィルターを削除するには、カーソルを合わせて「X」をクリックします。

日 付 フィルターの調 整
日付フィルターを調整するには、「最後の」、「前の」などの単語をクリックします。その後、次の
いずれかをクリックします。
l
l

[特定の日付] をクリックして、特定の期間または日付の値を入力します。
[相対日付] をクリックして、現在の日付を基準にした日付範囲を表示します。
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l

[日付範囲] をクリックして、特定の開始点および終了点を入力します。

[特定の日付] では、[日付の詳細] メニューで次のような固有のオプションが提供されます。
l
l

1032

[期間] オプションでは、連続した日付の範囲が 1 つ表示されます。
[日付の値] オプションでは、複数の期間で繰り返すことができる複数の範囲が表示されま
す。たとえば、複数年にわたる第 1 四半期の売上実績を組み合わせる場合は、[日付の
値] で [四半期] を選択します。

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

Tableau Software

1033

Tableau Cloud ヘルプ

時間の経過による差異の比較
「データに聞く」を使用すると、「前年比」や「四半期比」などの語句を使用して期間を比較で
きます。結果は、「データに聞く」から保存したワークブックの差分または差の割合表計算とし
て表示されます。

テキストボックスで差分計算をクリックして、他のフィールド、集計方法、および期間を選択し
ます。
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単純計算を適用する
「データに聞く」 (Ask Data) では 2 つのメジャー間の単純計算がサポートされており、以下の記
号を使用して適用できます。
+ メジャーを合計する
- メジャーの差を計算する
* 乗算を行う
/ 除算を行う
「データに聞く」 (Ask Data) で保存されたワークブックでは、これらの計算は計算フィールドにな
る代わりに[列]、[行]、[マーク] シェルフでアドホック計算になります。
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他の Viz を含むシートを追加する
レンズから複数の異なるViz をすばやく作成するには、「データに聞く」 (AskData) でシートを
追加します。
Web ページの一番下で、次のいずれかを実行します。
l

名前付きシートの右側にある [Add Sheet (シートの追加)] アイコンをクリックします。

l

シート名を右クリックし、[Duplicate (複製)] または [削除] を選択します

(「データに聞く」 (Ask Data) からシートの名前を変更するには、新しいワークブックに保
存する必要があります)。
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メール、Slack、またはリンクを介して「データに聞く」 (Ask Data) の
Viz を共有する
「データに聞く」 (AskData) のViz は、レンズにアクセスできる人なら誰とでもすばやく共有できま
す。
1. ブラウザーの右上隅にある[Share (共有)] アイコンをクリックします。

2. 次のいずれかを実行します。
l メールまたは Slack で Viz を共有するには、
テキストボックスに特定のユーザー名を
入力します。(メールとSlack の統合は、Tableau 管理者によって事前に構成されて
いる必要があります。)
l カスタム メールやその他のメッ
セージに貼り付けることができるURL をコピーするに
は、[リンクのコピー] をクリックします。

レンズ所有者にフィードバックを送信する
レンズの構造や「データに聞く」の活用方法について質問がある場合、作者に直接フィードバッ
クを送信できます。(このオプションは既定で有効になっていますが、レンズ作成者はそれを無効
にすることができます)。
1. 「データに聞く」のクエリボックスの左側にある [「データに聞く」のヒント] のアイコンをクリックし
ます。

Tableau Software

1037

Tableau Cloud ヘルプ
2. ヒントダイアログの下部にある [レンズ作成者に連絡] をクリックします。

クエリを正常に実行するためのヒント
「データに聞く」 (Ask Data) に対する質問を組み立てるときに、次のヒントを活用すると、より
良い結果が得られます。
l

キーワードを使用する- たとえば、「これらの空港がある国をすべて表示したい」ではなく
「空港と国」で試してみてください。

l

フィールド名や値の正確な文字列を使用する— たとえば、レンズに"Airport Code (空
港コード)"、"Airport Name (空港名)"、"Airport Region (空港の地域)" フィールドが含
まれる場合、これらを名前で指定します。

l

ランク付けされたリストを表示する- 「データに聞く」では、「最高」や「最低」といった用語
はそれぞれ上位 1 位と下位 1 位にマッピングされています。より広い範囲のランキングを
表示する場合は、代わりに「高」や「低」を使用します。たとえば、「低価格の家」と入
力します。

l

表計算のクエリ— 表計算フィールドのクエリ式では、「前年差」をフィルター、制限、ま
たは含めることはできません。

l

通常よりも長い値を引用符で囲む— 行の改行、タブ、11 個以上の単語を含む長い
フィールド値を分析する場合は、それらを引用符で囲みます。パフォーマンスを向上さ
せるため、「データに聞く」 (Ask Data) は、その長さのフィールド、または最初の200,000
の一意のフィールド値を超えるフィールドにはインデックスを作成しません。

特定の対象者に焦点を当てた「データに聞く」のレンズを作成す
る
多くの人は、データソースにある全ての情報を必要としているわけではなく、自分の職務、たと
えば、販売、マーケティング、サポートなどに関連するデータについての視覚化を望んでいま
す。Tableau 作成者は、このようなさまざまな対象者の「データに聞く」 (Ask Data )を最適化
するため、選択したフィールドのサブセットに対してクエリを実行する個別の「データに聞く」
(Ask Data) レンズを作成します。選択したフィールドには、フィールドの名前や値の同義語を

1038

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
指定することができます。たとえば「ロサンゼルス」を「LA」と言うように、レンズの利用者が一般
的な言葉で使う用語を織り込んでおくことができます。レンズ作成者は、「データに聞く」 (Ask
Data) のクエリボックスの下に表示されるビジュアライゼーションの候補をカスタマイズすることもで
きます。ビジュアライゼーションの候補を利用すると、ユーザーは 1 回のクリックで答えを得ること
ができます。

注: 「データに聞く」レンズは、Tableau サイトに個別にパブリッシュされたデータソースに対し
てのみ作成できます。ワークブックに埋め込まれたデータソースや仮想接続を使用する
データソースに対しては、レンズを作成することはできません。

Tableau サイトでレンズのページを作 成 または構 成 する
Tableau サイトには、レンズごとに個別のページがあります。そのページで、ユーザーは「データに
聞く」に問い合わせることができ、作成者はレンズのフィールドや同義語、質問の候補などを構
成できます。
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Tableau サイトのレンズページ
1. Tableau サイトにレンズ ページを作成するには、データソースページに移動し、[新規] >
[「データに聞く」 (Ask Data) レンズ] を選択します。
既存のレンズを構成するには、サイトのレンズページに移動します。(または、ダッシュ
ボードの「データに聞く」 (Ask Data) オブジェクトで上隅のポップアップメニューをクリック
し、[レンズ ページに移動] を選択します。)
2. 新しいレンズを作成する場合は、名前、説明、プロジェクトの場所を入力して、[レンズのパ
ブリッシュ] をクリックします。
3. 左側の [フィールド] ペインの上部で、鉛筆のアイコンをクリックします。レンズのユーザーに関
係のあるフィールドを選択し、[保存] をクリックします。
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4. 左側で、個々の表またはフィールドにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。

その後、次のいずれかを実行します。
l

右側の鉛筆アイコンをクリックして、より代表的な名前を付けます。
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l

レンズ ユーザーがクエリに入力できるフィールド名と値の一般的な同義語を追加し

l

ます。
ユーザーがフィールドにカーソルを合わせたときに表示される説明を編集します。

推 奨 ビジュアライゼーションのリストを変 更 する
レンズユーザーからの一般的なクエリに対処するために、クエリボックスの下に表示される推奨
ビジュアライゼーションをカスタマイズできます。
推奨ビジュアライゼーションを追加または置換する

1. テキストボックスにクエリを入力し、Enter キーまたは Return キーを押します。
2. ビジュアライゼーションが表示されたら、ツールバーのピンアイコンから、[Pin to
Recommended Visualizations (推奨ビジュアライゼーションにピン留めする)] または
[Replace Recommendation (推奨を置換する)] を選択します。

3. 推奨を新たに追加する場合は、名前を入力し、それを表示するセクションを選択します。
推奨を置換する場合は、上書きする既存の推奨を選択してください。
セクションのタイトルと推奨ビジュアライゼーションの名前を編集するか、推奨を削除する
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l

セクションタイトルを編集するには、タイトルの右にある鉛筆アイコン

l

既存の推奨を変更するには、カーソルを合わせて鉛筆アイコン

をクリックします。

をクリックします。推奨
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を削除するには、[X] をクリックします。

ダッシュボードに「データに聞 く」レンズを追 加 する
ダッシュボードに「データに聞く」のオブジェクトを追加して、パブリッシュされたデータソースを
Tableau サイトのレンズでクエリできるようにします。
1. Tableau Cloud または Tableau Server でダッシュボードを編集しているときに「データに聞
く」のオブジェクトをキャンバスにドラッグします。

注: Tableau Desktop でも、「データに聞く」のオブジェクトをキャンバスにドラッグし
て、配置することもできます。ただし、レンズを選択するには、Tableau Cloud または
Tableau Server にパブリッシュし、そこでオブジェクトを編集する必要があります。
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2.
3. 以前にワークブックに接続されたパブリッシュ済みのデータソースを選択します。
4. 既存のレンズを使用するには、レンズを選択して、[レンズを使用] をクリックします。
新しいレンズを作成するには、次のいずれかの操作を行います。
l

データソースのレンズがない場合は、[データソースのページに移動] をクリックしま

l

す。
レンズがすでにある場合は、ダイアログの下部にあるデータソース名をクリックしま
す。

5. (新しいレンズのみ) Tableau サイトでレンズのページを作成または構成するの手順を実
施します。
6. [Toolbar Options for Lens Users (レンズ ユーザーのツールバー オプション)] で、ユー
ザーが使用できるボタンを選択します。
l

[Add Visualization to Pins (ビジュアライゼーションをピンに追加)] を使用する
と、ユーザーはクエリボックスのすぐ下に表示される推奨ビジュアライゼーションのリス

l

トに追加 できます。
[Publish as Workbook (ワークブックとしてパブリッシュ)] を使用すると、ユーザー
は Tableau サイトにビジュアライゼーションをワークブックシートとして保存 できま
す。

l

[Share Visualization (ビジュアライゼーションの共有)] を使用すると、ユーザーは
メール、Slack、またはリンクを介して共有 できます。
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レンズでは、パブリッシュ(保存アイコン)、ピン留め、共有のオプションが右上隅に
表示されます。

7. (新しいレンズのみ) レンズを作成したら、ダッシュボードの[レンズ] オブジェクトに戻り、[更
新] をクリックします。次に、新しいレンズを選択し、[レンズを使用] をクリックします。

ダッシュボードの「データに聞 く」オブジェクトに別 のレンズを適 用 する
1. オブジェクトの上部のポップアップメニューから、[構成] を選択します。

2. ダッシュボードに「データに聞く」レンズを追加するに移動し、手順 2 以降を繰り返します。

レンズの名 前 、説 明 、プロジェクトの場 所 を変 更 する
1. Tableau Cloud または Tableau Server でレンズのページに移動します。
2. ページ上部のレンズ名の右側にある3 つのドット(...) をクリックし、[ワークブックの編集] を
選択します。
3. [レンズの詳細を編集] をクリックします。
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レンズを通 した「データに聞 く」の利 用 状 況 を確 認 する
データソースの所有者またはレンズ作成者である場合は、「データに聞く」 (Ask Data) のダッ
シュボードで、よく利用されるクエリやフィールド、ビジュアライゼーションがクリックされた回数など
の有用な情報を確認できます。フィルターを使用して、特定のユーザーや時間範囲にデータ
を絞り込むことができます。これらの統計情報を活用してレンズをさらに最適化すると、ユー
ザーの体験を向上できます。

注: Tableau Server を使用している場合は、Tableau Server リポジトリでこのデータにアク
セスすることができ、カスタムダッシュボードを作成できます。

1. Tableau Server または Tableau Cloud で、レンズのページに移動します。
2. 「データに聞く」(Ask Data) テキストボックスの左側にある[Ask Data tips (「データに聞く」
(Ask Data) のヒント)] アイコンをクリックします。

3. ヒントダイアログの左下隅にある [使用状況分析] をクリックします。

ユーザーがレンズに関 する質 問 をメールで送 信 できるようにします。
レンズ所有者は、ユーザーがデータ構造や期待される結果などに関する質問をメールで送信
できるようにすることもできます。このオプションは既定でオンになっていますが、以下のステップ
を使用してオフにすることができます。
1. Tableau Server または Tableau Cloud で、レンズのページに移動します。
2. 上記の レンズを通した「データに聞く」の利用状況を確認する] に表示されている、「デー
タに聞く」(Ask Data) テキストボックスの左側の [i] をクリックします。
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3. ヒントダイアログの下部で、[Contact the Lens Author (レンズ作成者に連絡)] の横にある目
のアイコンをクリックして、フィードバックを有効または無効にします。
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レンズのパブリッシュと表 示 のパーミッション
ダッシュボードの「データに聞く」オブジェクトについては、パーミッションを変更する必要はありま
せん。デフォルトで、既存のワークブック作成者がレンズを作成でき、既存のダッシュボード利
用者がレンズを表示できます。ただし、データソースページを介したダッシュボードと直接アクセ
スについては、必要なレンズのパーミッションについて、概要を参考までに以下に示します。
レンズの作成とパブリッシュに必要な権限:

l

作成者またはエクスプローラーのユーザー ロール
データソースに対するレンズ作成パーミッション(デフォルトでは接続パーミッションから継承

l

されます)
レンズをパブリッシュする親プロジェクトに対する書き込みパーミッション

l

パブリッシュされたレンズへのアクセスと操作に必要な権限:
l
l
l

閲覧者以上のロール
データソースに対する接続パーミッション
レンズに対する閲覧パーミッション

注: デフォルトでは、閲覧などのレンズのパーミッションは、ワークブックに対するプロジェクト
のパーミッションが反映されます。Tableau 管理者がデフォルトのレンズのパーミッションを変
更したい場合、各プロジェクトに対して個別に変更することも、パーミッションAPI を使用
して一括で変更することもできます。

サイトでの「データに聞く」 (Ask Data) 機能の無効化または有効
化
既定で「データに聞く」 (Ask Data) はサイトに対して有効になっていますが、Tableau 管理者
はそれを無効にすることができます。
1. [全般] サイト設定に移動します。
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2. (Tableau Server のみ) [Web 作成] セクションで、[Let users edit workbooks in their
browser (ユーザーが自分のブラウザーでワークブックを編集するのを許可する)] を選択
します。
3. [Availability of Ask Data (「データに聞く」の可用性)] セクションで、次のオプションから
選択します。
l

[有効] にすると、パブリッシュされたすべてのデータソースに対して「データに聞く」
(Ask Data) のレンズを作成できます。

l

[無効] にすると、サイト全体で「データに聞く」 (Ask Data) が非表示になります
が、以前作成したレンズに関する情報は保持されるため、「データに聞く」 (Ask
Data) を再度有効にする場合はレンズを復元できます。

「データに聞く」 (Ask Data) 機能でのデータの最適化
データソースを管理してパブリッシュする際、以下のいくつかのヒントは「データに聞く」 (Ask
Data) をユーザーがさらに上手に使用するのに役立ちます。このプロセスに少し時間を割くと、
組織の幅広い人員がデータ分析を使用し始めることができ、自主的に答えを得たり、より深い
洞察を得たりするのに役立ちます。

「データに聞 く」 (Ask Data) 機 能 でのデータの最 適 化
データソースの所有者は、「データに聞く」 (Ask Data) インターフェイスの左側にある[データ] ペ
インで、フィールドの同義語を追加したり、無関係な値を除外したりすることができます。
データソースまたはレンズ レベルでの設定の変更

「データに聞く」 (Ask Data) の[データ] ペインで設定を変更するときは、データソースレベルとレ
ンズレベルのどちらで変更するのかをしっかり確認してください。(詳細については、「特定の対
象者に焦点を当てた「データに聞く」 (Ask Data) のレンズを作成する」を参照してください。)
l

データソースレベルでは、左上隅に円筒形のデータソースアイコンが表示されます。[デー
タ] ペインで行った変更内容は、既定で、その後に作成されるすべてのレンズに適用されま
す。
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注: 抽出の場合、シリンダーが2 つ表示されます。

l

個々のレンズについては、左上隅に引用符アイコンが表示されます。[データ] ペインで行っ
た変更内容は、このレンズにのみ適用されます。
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フィールドの名前と値に対応する同義語の追加

データソースにある用語と同じ用語を使用しないユーザーもいるかもしれません。このため、
データソース所有者や Tableau 管理者は、特定のデータフィールドの名前と値に対応する同
義語を追加できます。入力する同義語は組織全体が使用するため、全員がデータ分析をす
ばやく簡単に行えるようになります
検索結果から特定のフィールド値を除外する

「データに聞く」 (Ask Data) における検索結果の有用性を向上させるために、特定のフィールド
値をインデックス作成から除外することができます。「データに聞く」 (Ask Data) では、インデック
スが作成されていない値は検索結果に追加されませんが、関連する値は引き続きビジュアライ
ゼーションに表示されます。たとえば、検索結果に不要な詳細が追加されないようにするた
め、"製品" フィールドの値からインデックスを作成しない場合でも、「データに聞く」 (Ask Data)
では結果データのビジュアライゼーションに"iPhone 12" などの値が表示されます。また、ユー
ザーは、インデックスが作成されていない値を引用符で囲んでクエリに手動で追加できます
("iPhone 12" を含む製品の売上など)。

注意: データソースのインデックス作成設定の値が[無効] に設定されている場合、この
フィールドレベルの設定は無視されます。フィールド名と関連する同義語には、常にイン
デックスが作成されます。
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1. データソースまたは個々のレンズの [「データに聞く」 (Ask Data)] タブに移動します。
2. 左側のソースフィールドにカーソルを合わせ、[フィールドの詳細を編集] アイコン(鉛筆) を
クリックします。

3. [Index field values (フィールド値のインデックス作成)] の選択を解除します。
表示されるテキストボックスをクリックしてデータソースのインデックスをもう一度作成する
か、通常のインデックス作成スケジュールに基づいてインデックスをもう一度作成します。

データソースを最 適 化 する
「データに聞く」 (Ask Data) で最適なエクスペリエンスが得られるようにするには、元のデータ
ソースを最適化します。

注: 「データに聞く」では、多次元キューブデータソースや、Google アナリティクスのようなリ
レーショナルデータソースではないデータソース、仮想接続を使用するデータソースはサ
ポートされていません。

「データに聞く」 (Ask Data) のインデックス作成を最適化する

データソースの所有者は、「データに聞く」 (Ask Data) のフィールド値のインデックス作成の頻
度を変更して、システムパフォーマンスを最適化することができます。
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1. [データソース] ページの上部で[詳細] アイコンをクリックします。

2. 「データに聞く」 (Ask Data) セクションで、[編集] をクリックします。
3. フィールド値のインデックス作成のオプションを選択します。
l

[自動] にすると、ライブの場合、更新された抽出がある場合、または再パブリッ
シュされた場合に、変更があるかを24 時間ごとに確認し、データソースを分析し
ます。このオプションは、「データに聞く」 (Ask Data) を使用することが多いデータ
ソースで選択し、ユーザーがクエリを発行する前に使用できるようにしてください。

l

[手動] にすると、Tableau 作成者がデータソースページにインデックス作成をトリ
ガーする場合にのみ、データソースを分析します。このオプションは、データソース
に頻繁に変更があるものの、ユーザーがたまにしか「データに聞く」 (Ask Data) を
使用してクエリを発行しない場合に選択してください。
手動のインデックス作成をトリガーするには、[データソース] ページに移動して、左
側の[データ] ペインで円で囲まれた"i" をクリックし、[Reindex Data Source (デー
タソースのインデックス再作成)] をクリックします。
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l

[無効] にすると、値ではなくフィールド名のみが分析されます。

4. [保存] をクリックします。
データ抽出を使用してパフォーマンスを向上させる

パフォーマンスを向上させ、大規模なデータセットをサポートするには、ライブデータソースでは
なく、パブリッシュされた抽出と共に「データに聞く」を使用します。詳細については、「抽出の作
成」を参照してください。
ユーザーがデータソースにアクセスできるようにする

ユーザーが「データに聞く」 (Ask Data) を使用するには、個々のデータソースに接続するための
パーミッションが必要です。データソースに行レベルのパーミッションがある場合、それらのパー
ミッションは「データに聞く」 (Ask Data) にも適用されますが、安全な値は認識されず、関連す
る統計的な推奨事項もありません。
サポートされていないデータソース機能に注意する

「データに聞く」 (Ask Data) では、以下を除くすべてのTableau データソース機能がサポートさ
れています。データソースにこれらが含まれている場合、「データに聞く」 (Ask Data) のユーザー
は関連フィールドのクエリを実行できません。
l
l
l
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ユーザーの質問を予測する

ユーザーがしそうな種類の質問を予測し、以下の技術を使用して、これらの質問に合わせて
データソースを最適化します。
l
l

l
l

Tableau Prep や類似ツールでデータをクリーニングまたは加工します。
データを結合 し、ある表でユーザーが質問を持つかもしれないすべてのフィールドを含め、パ
フォーマンスを向上させます。
ユーザーのよくある質問に回答する計算フィールドを追加します。
ヒストグラムまたはビニングされた別の形状としてユーザーが表示する可能性が高い定量的
変数に対し、適切なサイズのビンを作成します。

データを簡素化する

ユーザーと「データに聞く」 (Ask Data) の両方がデータを理解しやすくなるよう、データ準備プロ
セスで可能な限りデータソースを簡素化します。
1. パフォーマンスを向上させるため、不要なフィールドは削除します。
2. 各フィールドに固有の意味のある名前を付けます。
l たと
えば、冒頭に“Sales … (売上高 …)” が付くフィールド名が 5 つある場合、「デー
タに聞く」 (Ask Data) が “sales (売上高)” という用語を適切に解釈できるよう、適切
な区別を付けておきます。
l “Number of records (レコード数)” と
いう名前も、より分かりやすいものに変更しま
す。たとえば、各レコードが地震であるデータソースでは、“Number of earthquakes
(地震数)” を使用します。
l フ
ィールド名が数字、日付、ブール (“true” または “false”) 値にならないようにします。
l “Sales in 2015 (2015 年の売上高)” や “Average Products Sold (平均販売製品
数)” などの分析表現に類似した名前は使わないようにします。
3. 意味のあるフィールド値の別名 を作成し、ユーザーが会話で用いる用語を反映させます。
フィールドの適切な既定の設定

「データに聞く」 (Ask Data) がデータを正しく分析できるよう、既定のフィールド設定が各フィール
ドのコンテンツを反映するようにしてください。
l
l
l

テキスト、時刻、日付、地理的値、他の値に対してデータ型を設定 します。

適切なデータの役割を割り当てます: ディメンションまたはメジャー、連続または不連続。
Tableau Desktop で各メジャーに対し、色、並べ替え順序、数値形式 (パーセンテージ、通
貨など)、集計関数などの適切な既定の設定を割り当てます。たとえば、"Sales (売上) に
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は SUM が適切ですが、"Test Score (テストスコア)" には AVERAGE が既定としてより適し
ている場合があります。

ヒント: 既定のコメントではユーザーが「データに聞く」 (Ask Data) でフィールドにカー
ソルを合わせると説明情報が表示されるため、各フィールドで既定のコメントを設
定すると特に役立ちます。

地理的フィールドとカテゴリー フィールドでの階層の作成

時刻データでは、Tableau は自動的に階層を作成するため、ユーザーは簡単にViz をドリル
アップおよびドリルダウンすることができます (日から週、月など)。ただし、地理的データおよびカ
テゴリーデータでは、カスタム階層を作成して、フィールド間の関係を反映するビジュアライゼー
ションを「データに聞く」 (Ask Data) が生成しやすくすることをお勧めします。「データに聞く」
(Ask Data) ではデータペインに階層が表示されません。
「データに聞く」 (Ask Data) は階層名のインデックスを作成せず、階層内のフィールド名でのみ
インデックスを作成します。たとえば、[Location (場所)] という名前の地理的階層に[Country
(国)] フィールドと[City (市区町村)] フィールドが含まれている場合、ユーザーは「データに聞く」
(Ask Data) の質問に、「Country (国)」と「City (市区町村)」を入力する必要があります。

「データの説 明 を見 る」を使 用 して、インサイトを
より早 く発 見 する
「データの説明を見る」を使用すると、データを検索する際に、Viz 内のマークを調査することで
新たな発見を得て、データを深く掘り下げることができます。「データの説明を見る」を使用し
て、ダッシュボード、シート、または選択したマークを分析し、参照元データに異常値や相関
関係がある可能性があるかどうかを確認することができます。「データの説明を見る」を実行す
ると、統計モデルが構築され、現在のビューで使用されていないデータソースの潜在的な関
連データなど、Viz 内の個々のマークについて考えられる説明が提供されます。
「データの説明を見る」の実行と説明の探索については、「データの説明を見る」を使い始める
を参照してください。
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注: このトピックでは、Tableau 2021.2 以降のバージョンで「データの説明を見る」がどのよう
に機能するかについて説明します。以前のバージョンのTableau を使用している場合は、
「データの説明を見る」のヘルプのバージョン2021.1 でこのトピックをお読みください。

さまざまなビューを構築するときに「データの説明を見る」を出発点として使用すると、データをさ
らに深く検索してより良い質問をするのに役立ちます。詳細については、「データの説明を見
る」を使用して分析を強化する参照してください。「データの説明を見る」で使用するデータ
ソースをより興味深くするための特性については、「データの説明を見る」を使用する場合の要
件と考慮事項を参照してください。

「データの説明を見る」へのアクセス
デフォルトでは、「データの説明を見る」はサイトレベルで有効になっています。サーバー管理者
(Tableau Server) とサイト管理者 (Tableau Cloud) は、サイトで「データの説明を見る」を使用
できるかどうかを制御できます。詳細については、サイトに対する「データの説明を見る」の無効
化または有効化を参照してください。
ワークブックの編集が可能で、かつ、ワークブックの「データの説明を見る」の実行権限を持って
いる作成者は、編集モードで「データの説明を見る」を実行できます。「データの説明を見る」の
実行権限をを持つすべてのユーザーは、Tableau Cloud およびTableau Serverの表示モード
で「データの説明を見る」を実行できます。
サイト管理者によって許可されている場合は、他のTableau Cloud や Tableau Server ユー
ザーとメールや Slack を介して説明を表示モードで共有することができます。詳細については、
「ユーザーがメールや Slack を介して説明を共有できるようにTableau を構成する」を参照して
ください。
作成者は、「データの説明を見る」の設定を使用して、[データの説明を見る] ペインに表示され
る説明のタイプを制御できます。
「データの説明を見る」、説明タイプ、およびフィールドへのアクセスの制御については、「データ
の説明を見る」へのアクセスの制御を参照してください。
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「データの説明を見る」を使用して分析を強化する
「データの説明を見る」は、データ内の関係を明らかにし、説明するツールです。関係の原因
やデータの解釈方法は教えてくれません。あなたこそがデータのエキスパートです。ドメインに関
する知識や直感を持つことで、さまざまなビューを使用しながらさらに深く探索できる興味深い
特性を決定することができます。関連情報については、「データの説明を見る」のしくみ および
「データの説明を見る」を使用する場合の要件と考慮事項 を参照してください。
「データの説明を見る」のしくみと、分析を強化するために「データの説明を見る」を使用する
方法に関する詳細情報については、Tableau Conference のプレゼンテーションを参照してく
ださい。
アナリストから統計学者へ: 実際の「データの説明を見る」 (1 時間)
「データの説明を見る」の活用 (45 分)
「データの説明を見る」の内部: 自動ベイジアンモデリング(35分)

l
l
l

「データの説明を見る」を使い始める
Viz のマークを詳しく調べるときは、分析のフローで「データの説明を見る」を使用します。「デー
タの説明を見る」は、[Data Guide (データガイド)] ペインが開いているときに自動的に実行さ
れ、現在の選択 (ダッシュボード、シート、またはマーク) に基づいて更新されます。
「データの説明を見る」を使用する
l

l
l
l
l
l
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ダッシュボード、シート、マークで「デー
タの説明を見る」を実行する
説明を掘り下げる
分析したフィールドを表示する
「データの説明を見る」を使い始める
説明での用語と概念
説明のタイプ

ワークブックの作成とアクセスの制御
l

「データの説明を見る」を使用する場

l

合の要件と考慮事項
「データの説明を見る」設定の変更

l

(作成者のみ)
「データの説明を見る」へのアクセスの

l

制御
サイトに対する「データの説明を見

l

る」の無効化または有効化
「データの説明を見る」のしくみ
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ダッシュボード、シート、マークで「データの説 明 を見 る」を実 行 する
「データの説明を見る」を実行する基本ステップは次のとおりです。
1. ワークブックでダッシュボードまたはシートを開きます。
2. ビューのツールバーの [データガイド] アイコンをクリックして、[データガイド] ペインを開きます。
詳細については、「 データガイドでダッシュボードを探検する」を参照してください。
3. ダッシュボードが開いている場合は、「データの説明を見る」が外れ値があるかどうかを分析
します。

ダッシュボードでシートを選択している場合、「データの説明を見る」がそのシートのマークを
分析し、外れ値を検出します。
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ダッシュボードでマークを選択している場合、「データの説明を見る」がそのマークだけを分
析して説明します。

説明されているマークは、対応する説明をクリックするとViz で強調表示されます。
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オプションで、Viz のマークを選択し、そのマークにカーソルを合わせてから、ツールヒントメニュー
の[データの説明を見る] をクリックできます。

分析されたマークの値について考えられる説明は、[Data Guide (データガイド)] ペインに表示さ
れます。別の説明名をクリックして詳細を展開すると、探索を開始できます。
説明を見るために必要な「データの説明を見る」のパーミッション

[検出された外れ値] が「Viz の所有者に連絡してください」という注記とともに表示される場
合、これらのタイプの説明を表示するにはパーミッションが必要になります。所有者名をクリック
して、所有者のメールアドレスが記載されたTableau コンテンツページに移動します。所有者
に連絡して、ワークブックまたはビューの「データの説明を見る」のパーミッションを付与するよう依
頼してください。
ワークブックの所有者である場合、パーミッションの設定の詳細については、「「データの説明を
見る」を使用できるユーザーとユーザーが表示できる内容の制御」を参照してください。
「データの説明を見る」を使用するためのヒント

l

複数のマークを選択して、相互に比較することができます。
ビューには、SUM、AVG、COUNT、COUNTD、AGG などの計算フィールドを使用して集計

l

されたマークを含める必要があります。
「データの説明を見る」では、選択されたマークのタイプを分析できない場合、その理由を示

l

すメッセージが表示されます。詳細については、「「データの説明を見る」が使用できない状

l

l

況」 を参照してください。
データは、単一のプライマリデータソースから取得する必要があります。「データの説明を見
る」は、ブレンドされたデータソース、またはキューブデータソースでは機能しません。
「データの説明を見る」で使用するデータソースをより興味深くするための特性については、
「データの説明を見る」を使用する場合の要件と考慮事項 を参照してください。
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説 明 を掘 り下 げる
1. [Data Guide (データガイド)] ペインで、説明名をクリックして詳細を表示します。
説明をクリックすると、詳細を展開したり、折りたたんだりすることができます。
2. スクロールすると、説明の詳細が表示されます。
3. 解説のチャートにカーソルを合わせると、各データポイントの詳細が表示されます。[開
く] アイコンをクリックすると、ビジュアライゼーションの拡大版を表示できます。
Creator または Explorer が編集のためにビューを開いた場合は、[開く]

アイコンをク

リックすると、新しいワークシートでビジュアライゼーションが開き、より詳しくデータを調べ
ることができます。

注: 編集権限を持つCreator とExplorer は、「データの説明を見る」の設定を制
御することもできます。詳細については、「データの説明を見る」へのアクセスの制
御を参照してください。
4. ヘルプアイコン

にカーソルを合わせると、説明のためのツールヒントのヘルプを参照でき

ます。ヘルプアイコン

をクリックして、ツールヒントを開いたままにします。[詳細] リンクをク

リックすると、関連するヘルプトピックが開きます。

分 析 したフィールドを表 示 する
1. ダッシュボード、シート、マークで「データの説明を見る」を実行する。
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2. [Data Guide (データガイド)] ペインの [Explore underlying values for (基になる値の
探索)] で、対象のメジャー名をクリックします。
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3. ペインの下部にある [number-of-fields (フィールド数 )] リンクをクリックします。

作成者は、「データの説明を見る」の設定を開いて、分析に含めるフィールドを制御することも
できます。詳細については、「統計分析に使用するフィールドの変更」を参照してください。

説 明 での用 語 と概 念
説明では、以下の用語や概念が頻繁に登場します。「データの説明を見る」におけるこれらの
意味を理解しておくと役立つ場合があります。

マークとは
マークとは、参照元のデータの中からいくつかのレコードの値を集約したものであり、選択可能
なデータポイントとして表示されます。1 つのマークは、1 つのレコード、または複数のレコードを
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まとめて作られています。Tableau では、線、図形、棒、セルテキストなどのさまざまな方法で
マークを表示できます。
Tableau は、ビュー内のフィールドの交差に基づいて、マークを作り上げるレコードを取得しま
す。
分析されたマークとは、「データの説明を見る」で分析された、ダッシュボードやシートのマークを
指します。
マークの詳細については、「マーク」を参照してください。

予測とは
マークの予測値は、Viz の参照元データの予測範囲の中央値です。予測範囲は、分析され
たマークに対して統計モデルが予測する15 パーセンタイルから85 パーセンタイルまでの値の範
囲です。Tableau は、選択したマークに対して統計分析を実行するたびに、予測範囲を算出
します。
期待値の概要で、マークが予想よりも低いか予想よりも高いと説明されている場合、集計済
みのマーク値が、統計モデルがマークで予測している値の範囲外にあることを意味します。予
測値の概要で、マークが予測よりもわずかに低いか予測よりもわずかに高いと説明されている
か、自然変動幅の範囲内にあると説明されている場合は、集約されたマーク値は予測範囲
内にあるが、中央値よりも低いか高いことを意味します。
詳細については、「予測範囲とは」を参照してください。

ディメンションとメジャーとは
データベースの各列名はフィールドです。たとえば、製品名と売上は、それぞれフィールドです。
Tableau では、製品名などのように、データを分類するフィールドはディメンションと呼びます。
いっぽう、売上などのように、定量化できるデータを持つフィールドはメジャーと呼びます。
Tableau は、メジャーをビューにドラッグすると、デフォルトでメジャーを集計します。
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いくつかの説明では、参照元のレコードの値とそれらの値を集計したものが、分析されたマーク
の値にどのように影響しているかを説明しています。別の説明では、分析されたマークのディメ
ンション全体で、値がどのように分布しているかを説明しています。
マーク上で「データの説明を見る」を実行すると、ビューに表示されていない、データソースの
ディメンションとメジャーについても分析で考慮されます。それらのフィールドは、非視覚化ディメ
ンションや非視覚化メジャーと呼びます。
ディメンションとメジャーの詳細については、「ディメンションとメジャー」を参照してください。

集計や集約とは
集計や集約とは、要約したり、合計したりした値です。Tableau では、メジャーを行、列、マー
クカードオプション、ビューなどにドラッグするたびに、SUM や AVG などの集計値を自動的に
計算します。たとえば、メジャーがSUM(売上) や AVG(売上) などと表示されていると、メ
ジャーがどのように集計されているかを示しています。
「データの説明を見る」を使用するには、SUM、AVG、COUNT、COUNTD、AGG などで集
計されたメジャーをビジュアライゼーションで使用している必要があります。
集計の詳細については、「Tableau でのデータ集計」を参照してください。

レコードの値とは
レコードは、データベーステーブルの行です。行には、各フィールドに対応する値が含まれてい
ます。この例では、カテゴリ、製品名、売上などがフィールド(または列) です。家具、フロアラ
ンプ、96 ドルなどが値です。
カテゴリー

製品名

売上

家具

フロアランプ

$96.00

分布とは
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分布とは、データが取り得るすべての値 (または間隔) のリストです。各値が発生する頻度 (発
生頻度) も示します。

「データの説明を見る」の説明タイプ
Tableau は、viz やダッシュボードで新しいマークを選択して「データの説明を見る」を実行する
たびに、そのマークとワークブックの参照元データを使用して新たな統計分析を行います。考え
られる説明は、[データの説明を見る] ペインの展開可能なセクションに表示されます。「データ
の説明を見る」が説明を分析して評価するしくみについては、「「データの説明を見る」のしく
み」を参照してください。

基 になる値 を探 索 する
このセクションには、説明可能な各メジャー(ターゲットメジャーと呼ばれます) の説明が一覧表
示されます。一覧表示される各説明は、分析されたマーク上で調べたターゲットメジャーの値と
の関係を説明しています。実世界でそのデータが実用的にどのような意味を持つかに基づい
て、「データの説明を見る」で検出された関係に意味があり、確認する価値があるかどうかを判
断します。
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この例では、走行距離がターゲットメジャーです

基になる特性

この説明では、ビュー内のマークの参照元レコードが、説明されているメジャーの集計値にどの
ように影響している可能性があるかを解説しています。マークの属性には、そのマークの極
値、Null 値、レコード数、平均値などがあります。

注: 説明で使用する一般的な用語の定義については、「説明での用語と概念」を参照
してください。

極値

この説明タイプでは、1 つまたは複数のレコードの値が、ほとんどのレコードと比べて大幅に高
いか低いかを説明します。説明しているモデルがある場合は、分析されたマークのターゲットメ
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ジャーに極値が影響を与えていることを示します。
マークに極値が含まれていても、ただちに、それらの値は外れ値である、または、ビューからそれ
らのレコードを除外する必要がある、という意味ではありません。選択すべき内容は分析に応
じて異なります。説明は、単にマークの極値について指摘しているだけです。たとえば、バナナ
の価格が10 セントではなく10 ドルであるレコードであれば、誤って入力された値だとわかるかも
しれません。または、特定の営業担当者がある四半期に優れた成績を収めていたことが明ら
かになるかもしれません。

注: パブリッシュされたワークブックの表示モードで説明を表示するには、作成者がその説
明の表示を有効にする必要があります。詳細については、「データの説明を見る」へのアク
セスの制御を参照してください。

この説明では以下を示します。
l

分析されたマークの参照元レコード

l

の数。
ターゲットメジャーの値に影響する1

l
l

つまたは複数の極値。
マーク内の値の分布。
各値の分布に対応するレコードの詳
細。

探索オプションを以下に示します。
l

グラフの円にカーソルを合わせると、

l

対応する値を表示できます。
詳細リストの下にある左矢印または
右矢印をクリックすると、レコードの
詳細をスクロールできます。

l

[フル データを表示] クリックし[フル

l

データ] タブをクリックすると、テーブル
内にあるすべてのレコードを表示で
きます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
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ジュアライゼーションの拡大版を表示

の1 つの極値が、予測よりも高い613 時

できます。

間という総レンタル時間に影響していま

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。
l

l

す。
この高い値の理由としては、誰かが自転

レコード数が少ない場合は、それら

車を返却したときにドッキングするのを忘

の値を極値と比較して調べてくださ

れた可能性が考えられます。このような場

い。
極値が他のレコード値よりも大幅に

合は、作成者は将来の分析のためにこ

高いまたは低い場合は、極値を除

の値を除外することをお勧めします。

外すると、分析されたマークの値がど
のように変化するか確認してくださ

l

い。
極値がある場合とない場合のデータ
を検討するときは、そのデータについ
ての実用面での知識を活用する必
要があります。
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違いを視覚化する

このセクションでは次のことを示していま
す。
l

極値を除いた場合の分析された
マーク値の変化。

探索オプションを以下に示します。
l

[開く]

アイコンをクリックすると、ビ

ジュアライゼーションの拡大版を表示

l

できます。
極値がある場合とない場合の違い
を調べます。

l

作成者は、ビューを新しいシートとし
て開き、フィルターを適用して極値を
除外できます。

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。
l

この例では、483 という極値を除外する

極値が他のレコード値よりも大幅に

と、分析されたマークは、ビュー内の他の

高いまたは低い場合は、極値を除

マークと比較してとくに高くないことがわか

外すると、分析されたマークの値がど
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l

のように変化するか確認してくださ

ります。他のマークが目立つようになりまし

い。
極値がある場合とない場合のデータ

た。自転車のレンタル時間が他のいくつか

を検討するときは、そのデータについ
ての実用面での知識を活用する必
要があります。

の場所で長く、作成者はその理由を確
認しようとして、他のマークを調べたいと考
えるでしょう。

Null 値

Null 値の説明タイプは、想定よりも多くの欠落データがマーク内にあることを示しています。こ
れは、Null であるターゲットのメジャーバリューの割合と、Null 値がそのメジャーの集計値にどの
ように寄与しているかを示しすものです。
この説明では以下を示します。
l

分析されたマーク(青色の円) の
ターゲットメジャーの Null 値の割合

探索オプションを以下に示します。
l

散布図の各円にカーソルを合わせ

l

ると、詳細を表示できます。
スクロールすると、グラフをさらに表

l

示できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ

この例では、ターゲットメジャーのNull 値
の割合が青色の円で示されています。

ジュアライゼーションの拡大版を表
示できます。

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。
l

必要に応じて、マークの Null 値を除
外し、分析を進めます。

レコード数

この説明タイプでは、参照元レコードの数が合計に影響を与えている場合を説明します。こ
の分析では、マークに集計されているレコードの数と、マークの実際の値との関係を確認しま
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す。
当たり前に思えるかもしれませんが、この説明タイプを利用すると、分析されたマークの値が、レ
コードの値に影響を受けているのか、レコードの数に影響を受けているのかを確認できます。
この説明では以下を示します。
l

分析されたマーク(濃い青色のバー)

l

のターゲットメジャーのレコード数。
ソースのビジュアライゼーションの他
のマーク(薄い水色のバー) のター
ゲットメジャーのレコード数。

探索オプションを以下に示します。
l

各バーにカーソルを合わせると、詳

l

細を表示できます。
スクロールすると、グラフをさらに表示

l

できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
ジュアライゼーションの拡大版を表示
できます。

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。
l

l

個々のレコードの値が低いか高い

この例では、元のビジュアライゼーションの

か、または分析されたマークのレコー

ディメンションである乗車月ごとに、走行

ド数が少ないか多いかを比較しま

距離のレコード数が一覧表示されていま

す。
レコードの数が多すぎるとわかった場

す。8 月は総走行距離の値が最も高く
なっています。

合は、作成者はデータを正規化する
必要があるかもしれません。

8 月に走行距離の値が最も高くなってい
るのは、8 月には多くの人が乗車したから
か、それとも一部の人が長く走行したから
かを確認することができます。
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マークの平均値

この説明タイプでは、メジャーの平均が合計に影響を与えている場合を説明します。平均値
が低いか高いか、またはレコード数が少ないか多いかを比較できます。
この説明では以下を示します。
l

ソースのビジュアライゼーションで使
用しているディメンションの各値の
ターゲットメジャーの平均。

探索オプションを以下に示します。
l

各バーにカーソルを合わせると、詳

l

細を表示できます。
スクロールすると、グラフをさらに表

l

示できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
ジュアライゼーションの拡大版を表
示できます。

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。
l

平均値が低いか高いか、またはレ
コード数が少ないか多いかを比較
できます。たとえば、利益が大きかっ
たのは、たくさんの商品を販売した
からか、または高価な商品を販売し

l

たからか。
分析されたマークの平均値が大幅

この例では、8 月の平均走行距離は、
ほかの月と比べて大幅に高くも低くもあり
ません。これは、8 月は乗車時間が長い

に高いまたは低い理由を確認しま

人がいたからではなく、乗車回数が多

す。

かったため、8 月の総走行距離が長かっ
たことを示しています。
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関連する単一の値

この説明を使用すると、分析されたマークを構成するレコード値の構成を確認できます。
この説明タイプでは、視覚化されていないディメンションの単一の値が、分析されたマークの集
計値に影響している可能性がある場合を説明します。視覚化されていないディメンションと
は、データソース内に存在するが、現在ビューでは使用されていないディメンションを指します。
この説明では、ディメンションの参照元レコードがすべて同じ値である場合や、分析されたマー
クに対して多くのレコードまたは少数のレコードが同じ値であるためにディメンション値が目立つ
場合について示しています。

注: 説明で使用する一般的な用語の定義については、「説明での用語と概念」を参照し
てください。
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この説明では以下を示します。
l

ソースのビジュアライゼーションのす
べてのマーク(灰色のバー) に対する
分析されたマーク(青いバー) につい
て、ディメンションの単一値のレコー

l

ド数のパーセント。
ソースのビジュアライゼーションのす
べてのマーク(灰色のバー) に対する
分析されたマーク(青いバー) につい
て、ディメンションの他のすべての値

l

のレコード数のパーセント。
分析されたマーク(青いバー) とすべ
てのマーク(灰色のバー) について、
ディメンションの単一値のターゲット

l

メジャーの平均。
ソースのビジュアライゼーションのす
べてのマーク(灰色のバー) に対する
分析されたマーク(青いバー) につい
て、ディメンションの他のすべての値
のターゲットメジャーの平均。

探索オプションを以下に示します。
l

各バーにカーソルを合わせると、詳

l

細を表示できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
ジュアライゼーションの拡大版を表

この例では、統計分析により、多くの乗

示できます。

車がバック湾の駅周辺から行われている

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。

ことが明らかになりました。「駅周辺」は
視覚化されていないディメンションであり、
ビジュアライゼーションの参照元データの

l

この説明を使用すると、分析された
マークを構成するレコード値の構成

l
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を確認できます。
この説明で明らかになった視覚化さ

走行距離と何らかの関係があることがわ
かります。
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れていないディメンションを分析する
ために、作成者は新しいビジュアライ
ゼーションを作成したいと思うかもし
れません。

関連するディメンション

この説明を使用すると、分析されたマークを構成するレコード値の構成を確認できます。
この説明タイプでは、視覚化されていないディメンションの分布が、分析されたマークの集計値
に影響している可能性があることを説明します。この説明タイプは、ターゲットメジャーの合計、
カウント、平均に使用します。視覚化されていないディメンションとは、データソース内に存在す
るが、現在ビューでは使用されていないディメンションを指します。

注: 説明で使用する一般的な用語の定義については、「説明での用語と概念」を参照し
てください。
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この説明では以下を示します。
l

ソースのビジュアライゼーションのす
べてのマーク(灰色のバー) のディメ
ンションのすべての値に対する、分
析されたマーク(青いバー) のディメ
ンションのすべての値のレコード数の

l

パーセント。
すべてのマーク(灰色のバー) のディ
メンションのすべての値に対する、分
析されたマーク(青いバー) のディメ
ンションのすべての値のターゲットメ
ジャーの平均。

探索オプションを以下に示します。
l

各バーにカーソルを合わせると、詳

l

細を表示できます。
スクロールすると、グラフをさらに表

l

示できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
ジュアライゼーションの拡大版を表
示できます。

さらなる分析のための手順を以下に示し
ます。
l

この説明を使用すると、分析された
マークを構成するレコード値の構成

l

を確認できます。
この説明で明らかになった視覚化さ

この例では、統計分析により、全体的な
乗車のマークと比較して、サウス駅とMIT
からの乗車が多く、チャールズサークル駅

れていないディメンションを分析する

とケンダル駅からの乗車が少ないことが明

ために、作成者は新しいビジュアライ

らかになりました。

ゼーションを作成したいと思うかもし
れません。

「駅名」は視覚化されていないディメン
ションであり、ビジュアライゼーションの参
照元データの走行距離と何らかの関係
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があることがわかります。

関連するメジャー

この説明タイプでは、視覚化されていないメジャーの平均が、分析されたマークの集計値に影
響している可能性があることを説明します。視覚化されていないディメンションとは、データソー
ス内に存在するが、ビューでは現在使用していないディメンションを指します。
この説明により、視覚化されていないメジャーとターゲットメジャーの間の線形関係または二次
関係が明らかになります。

注: 説明で使用する一般的な用語の定義については、「説明での用語と概念」を参照し
てください。

この説明では以下を示します。
l

ビュー内の分析されたマーク(青い
円) とすべてのマーク(灰色の円) に
ついて、ターゲットメジャーの合計と
視覚化されていないメジャーの平均

l

との関係。
視覚化されていないメジャーの平均
値が高いまたは低いために、ターゲッ
トメジャーの合計が高いまたは低い
場合。

探索オプションを以下に示します。
l

各円にカーソルを合わせると、詳細

l

を表示できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
ジュアライゼーションの拡大版を表示
できます。
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さらなる分析のための手順を以下に示し

この例では、走行距離が長い理由の1

ます。

つとして、平均合計レンタル時間が長い

l

この説明で明らかになった視覚化さ

ことが考えられます。

れていないメジャーを分析するため
に、作成者は新しいビジュアライゼー
ションを作成したいと思うかもしれま
せん。

その他 の探 索 項 目
このセクションには、分析されたマークが一意的または異常であると考えられる理由が示されて
います。これらの説明については、以下の点に注意してください。
l
l
l

このマークがなぜその値であるかは説明していません。
ソースの視覚化におけるメジャーの値とは関係がありません。
ターゲットメジャーを考慮していません。

その他の興味深いディメンション

この説明を使用すると、分析されたマークを構成するレコード値の構成を確認できます。
分析されたマーク内の視覚化されていないディメンションの分布は、ビュー内の他のすべての
マークの値の分布と比較して異常です。視覚化されていないディメンションとは、データソース
内に存在するが、現在ビューでは使用されていないディメンションを指します。

注: 説明で使用する一般的な用語の定義については、「説明での用語と概念」を参照
してください。
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この説明では以下を示します。
l

ソースのビジュアライゼーションのすべ
てのマーク(灰色のバー) のディメン
ションのすべての値に対する、分析さ
れたマーク(青いバー) のディメンショ
ンのすべての値のレコード数のパー
セント。

探索オプションを以下に示します。
l

各バーにカーソルを合わせると、詳
細を表示できます。

l

スクロールすると、グラフをさらに表示

l

できます。
[開く] アイコンをクリックすると、ビ
ジュアライゼーションの拡大版を表示
できます。

さらなる分析のための手順を以下に示し

この例では、高い割合のレコードが曇りの

ます。

天気に関連付けられています。データは
ボストンでのレンタサイクルに関するもので

l

この説明を使用すると、分析された
マークを構成するレコード値の構成

l

を確認できます。
この説明で明らかになった視覚化さ

あり、分析されたマークは 8 月の走行距
離であるため、通常、天気は暖かくて湿
度が高いと推測できます。暑さを避けるた

れていないディメンションを分析する

めに、曇りの日には自転車がより頻繁に

ために、作成者は新しいビジュアライ

借りられたかもしれません。8 月は曇りの

ゼーションを作成したいと思うかもし

日が多かった可能性もあります。

れません。

「データの説明を見る」の分析済みフィールド
「データの説明を見る」は、ダッシュボードやシート上で統計分析を行い、異常値となっている
マークや、選択した具体的なマークを検索します。また、現在のビューには表示されていない、
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データソースの関連するデータポイントの可能性も考慮されます。
「データの説明を見る」の分析では、データソースのすべての列が含まれるわけではありませ
ん。多くの場合、特定の種類のフィールドは自動的に分析から除外されます。詳細について
は、既定で除外されるフィールドを参照してください。

注: 500 を超える一意の値を持つディメンションは、分析の対象とは見なされません
(「データの説明を見る」の設定で作成者によって許可されている場合を除く)。

すべてのユーザーは、現在の分析に含まれるフィールドまたは除外されるフィールドに関する情
報を表示できます。編集パーミッションを持つCreator とExploror は、「データの説明を見る」
で使用するフィールドを編集して、統計分析に使用することができます。
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「データの説 明 を見 る」によって分 析 されたフィールドを表 示 する
マークの値に寄与するメジャーの説明を展開すると、分析で考慮されるフィールド数を示すリン
クが[「データの説明を見る」] ペインの下部に表示されます。

リンクをクリックして、現在の統計分析に含まれるフィールドのリスト、または現在の統計分析か
ら除外されるフィールドのリストを表示します。
データソースに含まれるディメンションやメジャーのうちビジュアライズされていないものが1,000 個
を超える場合、「データの説明を見る」でさらにフィールドを考慮するかどうかを尋ねるアラートが
表示されることがあります。[すべて説明] をクリックして、フィールドをさらに含めて分析を実行し
ます。分析が完了するまで時間がかかる場合があります。
「データの説明を見る」が統計分析に使用するフィールドを表示するには

1. ダッシュボード、シート、マーク上で「データの説明を見る」を実行します。
2. [データの説明を見る] ペインの [値への寄与] で、メジャー名をクリックします。
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3. ペインの下部にある [number-of-fields (フィールド数 )] リンクをクリックします。
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統 計 分 析 に使 用 されるフィールドを変 更 する
編集パーミッションを持つCreator とExplorer は、[「データの説明を見る」] ダイアログボックスの
[フィールド] タブで、統計分析に含めるフィールドまたは統計分析から除外するフィールドを選
択できます。
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データソース内のディメンションに一意の値が多数含まれる場合 (500 個まで)、それらのフィー
ルドは分析対象とは見なされません。
「データの説明を見る」が統計分析に使用するフィールドを編集するには

分析済みフィールドの設定は、データソースレベルで適用されます。
1. ビューを編集するときに、マーク上で「データの説明を見る」を実行します。
2. [「データの説明を見る」] ペインで、ペインの下部にある設定アイコンをクリックします。また
は、[Analyzed Fields (分析済みフィールド)] ビュー (分析済みフィールドを開く方法 )の

[編集] ボタンをクリックします。
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3. [「データの説明を見る」の設定] ダイアログボックスで [フィールド] タブをクリックします。
4. フィールド名の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、[Automatic (自動)] または[Never
Include (含めない)] を選択して、[OK] をクリックします。
分析に含めるには、フィールドの一意の値が 500 個未満である必要があります。

Tableau Software

1087

Tableau Cloud ヘルプ

既 定 で除 外 されるフィールド
既定で除外されるフィールド

除外の理由

データソースに1,000 を超えるメジャー

1,000 個を超えるビジュアライズされていないメ

があるときの、すべてのビジュアライズさ

ジャーやディメンションの説明を計算すると、計算

れていないメジャー。

に時間がかかり、場合によっては数分かかること

データソースに1,000 を超えるディメン
ションがあるときの、すべてのビジュアラ
イズされていないディメンション。

があります。これらのフィールドは初期分析では
規定により除外されますが、さらに分析するため
にそれらを含めるよう選択することができます。
このような場合は、「データの説明を見る」で複
数のフィールドを考慮するかどうかを確認するア
ラートが表示されることがあります。詳細を表示
するには、アラートのリンクをクリックします。[すべ
て説明] をクリックして、フィールドをさらに含めて
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既定で除外されるフィールド

除外の理由
分析を実行します。

ジオメトリ、緯度、または経度を使用す

ジオメトリ、緯度、経度だけでは説明にはなりえま

るフィールド

せん。緯度や経度を説明として呼び出す説明は、
偽の相関関係によるものであり、確実な説明では
ない可能性が高いです。

濃度の高いディメンション(500 人を超え

高濃度のディメンションは、計算に時間がかかり

るメンバーを持つディメンション)

ます。ディメンションに500 個を超える一意の値
が含まれる場合は、分析対象として見なされま
せん。

グループ、ビン、またはセット

現在サポートされていません。

表計算

表計算がビューとは異なる詳細レベルにある場合
は、表計算を分析することはできません。

平均化できないビジュアライズされてい

平均化できないビジュアライズされていないメ

ないメジャー

ジャーには、計算式に集計が含まれる計算フィー
ルドであるメジャーが含まれます (シートに追加す
るとAGG() フィールドとして表示されます)。

非連続メジャーと連続ディメンション

現在サポートされていません。

非表示のフィールド

利用できません。

エラーのある計算フィールド

分析する値がありません。

「データの説明を見る」を使用する場合の要件と考慮事項
Tableau Desktop の作成者は、いつでも「データの説明を見る」を使用できます。
Tableau Cloud およびTableau Server では、「データの説明を見る」がサイトに対して有効に
なっている場合、適切なパーミッションを持つCreator とExplorer は、ワークブックを編集する際
に「データの説明を見る」を実行できます。適切な権限を持つすべてのユーザーは、パブリッシュ
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されたワークブックの表示モードで「データの説明を見る」を実行できます。詳細については、
「データの説明を見る」へのアクセスの制御を参照してください。

「データの説 明 を見 る」の使 用 に最 適 な Viz とは
「データの説明を見る」は、要約されたデータを伝達するインフォグラフィックスタイルの説明的
な Viz ではなく、より深い調査と分析を必要とするビジュアライゼーションで使用するのが最も
適しています。
l

「データの説明を見る」がデータのモデルを作成し、説明を生成するには、行レベルのデー
タが必要です。参照元データの行レベルのデータを含む Viz で、視覚化されていないフィー
ルドに関係が存在する可能性がある場合は、「データの説明を見る」を実行する絶好の機
会です。

l

事前に集計されたデータに基づくViz で、行レベルのデータにアクセスできない場合は、
「データの説明を見る」によって実行される統計分析には適していません。

「データの説 明 を見 る」に最 適 なデータ
ワークシートで「データの説明を見る」を使用する場合は、「データの説明を見る」は以下と連
携することを覚えておいてください。
l

単一のマークのみ:「データの説明を見る」は単一のマークを分析します。複数のマーク
の分析はサポートされていません。

l

集計データ: ビューには、SUM、AVG、COUNT、または COUNTD を使用して集計さ
れた1 つ以上のメジャーを含める必要があります。少なくとも1 つのディメンションが
ビューに存在する必要があります。

l

単一のデータソースのみ: データは単一のプライマリデータソースから抽出する必要があ
ります。「データの説明を見る」は、ブレンドされたデータソース、またはキューブデータ
ソースでは機能しません。

ワークブックのデータソースを準備する際、分析時に「データの説明を見る」を使用する場合
は、次の点に注意してください。
l

十分に広域な参照元データを含むデータソースを使用します。理想的なデータセットに
は、説明を行う1 つまたは複数の集計メジャーに加えて、10 ～ 20 以上の列が含まれてい

1090

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

l

ます。
列 (フィールド) にわかりやすい名前を付けます。

l

冗長な列とデータ準備アーティファクトを排除します。詳細については、統計分析に使用さ

l

l

l

l

れるフィールドを変更するを参照してください。
データソース内の視覚化されていない列は破棄しないでください。「データの説明を見る」で
は、マークを分析するときに、参照元データのフィールドが考慮されます。
カーディナリティディメンションが低い方が適切に機能します。カテゴリー ディメンションの説明
は、基数が高すぎない方が解釈しやすくなります (20 カテゴリー未満)。ディメンションに500
個を超える一意の値が含まれる場合は、分析対象として見なされません。
原則として、データは事前に集計しないでください。ただし、データソースが大規模な場合
は、データを適切な詳細レベルに事前に集約することを検討してください。
ライブデータソースに対しては抽出を使用します。抽出は、ライブデータソースよりも速く実
行されます。ライブデータソースを使用すると、説明を作成するプロセスで多数のクエリ(各
候補の説明ごとに約 1 つずつ) が作成されるため、説明の生成により長い時間がかかってし
まいます。

「データの説 明 を見 る」が使 用 できない場 合
データソースやビューの特性によっては、「データの説明を見る」を選択したマークで使用できな
い場合があります。「データの説明を見る」で選択したマークを分析できない場合、「データの説
明を見る」アイコンとコンテキストメニューコマンドは使用できません。
「データの説明を見る」は、以下を

l

使用するビューでは実行できませ

l

ん。

l
l

マップの座標フィルター
ブレンドされたデータソース
パラメーターを含むデータソース
Access などの COUNTD 構文または COUNT
(DISTINCT...) 構文をサポートしないデータソー

l
l

「データの説明を見る」は、以下を

l

選択した場合は実行できません。

l
l
l
l
l
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ス。
集計メジャーのフィルター
非集計メジャー
複数のマーク
軸
凡例
総計
傾向線またはリファレンスライン
非常に少ない数のマークを含むビュー内のマーク
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「データの説明を見る」は、以下の

l

SUM、AVG、COUNT、COUNTD を使用して集

l

計されません
表計算です
メジャー バリューで使用されます

説明に使用されるメジャーでは実行
できません。

l

「データの説明を見る」は、以下の

l

場合にディメンションの説明を提供

l

できません。

l

計算フィールド
パラメーター
メジャー ネームとメジャー バリューで使用される場

l

合
500 個を超える一意の値が含まれるフィールド。
ディメンションに500 個を超える一意の値が含ま
れる場合は、分析対象として見なされません。

「データの説明を見る」へのアクセスの制御
「データの説明を見る」へのアクセスは、サイトロールととコンテンツパーミッションによって異なり
ます。Tableau Desktop の作成者は、いつでも「データの説明を見る」を使用できます。適切
なパーミッションを持つ作成者は、Tableau Cloud およびTableau Server の編集モードで
「データの説明を見る」を実行できます。
また、作成者は、公開されたワークブックの表示モードで「データの説明を見る」を表示するか
どうか、および「データの説明を見る」ペインにどの説明タイプを表示するかを制御できます。
「データの説明を見る」では、ビューに表示されていないデータソースのディメンションとメジャーか
ら値を表示することもできます。作成者は、「データの説明を見る」を実行し、結果として表示
される説明を確認して、公開されたワークブックに機密データが公開されていないことをチェック
する必要があります。

「データの説 明 を見 る」にアクセスできるユーザー
デフォルトでは、「データの説明を見る」はサイトレベルで有効になっています。サーバー管理
者 (Tableau Server) とサイト管理者 (Tableau Cloud) は、サイトで「データの説明を見る」を
使用できるかどうかを制御できます。詳細については、サイトに対する「データの説明を見る」
の無効化または有効化を参照してください。
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モード
表示モード

アクセスできるユーザー
Tableau のViewer、Explorer、Creator ([Run Explain Data
(「データの説明を見る」を実行)] パーミッション機能を持つ) は、
「データの説明を見る」の説明を表示モードで実行および探索
できます。

編集モード

Tableau のCreator は、Tableau Desktop、Tableau Cloud、
Tableau Server でビューを編集するときに「データの説明を見
る」を実行できます。[Run Explain Data (「データの説明を見
る」を実行)] パーミッション機能と編集権限を持つExplorer
は、Tableau Cloud または Tableau Server でワークブックを編
集するときに「データの説明を見る」を実行できます。
Creator と編集権限を持つExplorer は、新しいワークシートを
開いてさらに分析することができます。
また、「データの説明を見る」の設定を使用して、「データの説
明を見る」を使用できるユーザーと表示内容を制御することも
できます。

「データの説 明 を見 る」を使 用 できるユーザーとユーザーが表 示 できる内 容 の
制御
Tableau Cloud およびTableau Server の編集モードと表示モードで「データの説明を見る」を
使用できるようにするには、設定の組み合わせを有効にする必要があります。
編集モード

作成者が編集モードで「データの説明を見る」を実行したり、「データの説明を見る」の設定を
編集したりするための要件は次のとおりです。
l

サイト設定: [「データの説明を見る」の可用性] が [有効] に設定されている。デフォルトで

l

有効に設定されています。
サイトロール: Creator または Explorer (パブリッシュ可能)。

Tableau Software

1093

Tableau Cloud ヘルプ
l

パーミッション: [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] が [許可] に設定さ
れている。既定では指定されていません。このパーミッションを使用したワークブック
(Tableau バージョン2022.1 以前) をTableau バージョン2022.2 以降で開く場合は、
[Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)]を[許可] にリセットする必要がありま
す。

注: Creator または Explorer (パブリッシュ可能) の[すべてのデータのダウンロード] 機能
は、極値の説明の[フルデータの表示] オプションを表示するかどうかを制御します。
Viewer の場合、[すべてのデータのダウンロード] 機能が常に拒否されます。ただし、「デー
タの説明を見る」の設定で極値の説明のタイプが有効になっている場合は、すべての
ユーザーがレコードレベルの詳細を表示できます。

編集権限と[Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] パーミッション機能を持つ
Creator とExplorer は、以下を制御するためのオプションを提供する[「データの説明を見る」
の設定] にアクセスできます。
l

「データの説明を見る」ペインに表示される説明タイプ。

l

統計分析に含めるフィールドと除外するフィールド。

これらのオプションはワークブック全体に対する設定であり、[「データの説明を見る」の説明] ダ
イアログボックスでのみ設定できます。
表示モード

すべてのユーザーが「データの説明を見る」を表示モードで実行するための要件は次のとおりで
す。
l

サイト設定: [「データの説明を見る」の可用性] が [有効] に設定されている。デフォルトで

l

有効に設定されています。
サイトロール: Creator、Explorer、または Viewer。

l

パーミッション: [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] が [許可] に設定さ
れている。既定では指定されていません。このパーミッションを使用したワークブック
(Tableau バージョン2022.1 以前) をTableau バージョン2022.2 以降で開く場合は、
[Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)]を[許可] にリセットする必要がありま
す。
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注: データガイドで検出された外れ値の説明を表示するには、Viz のユーザーは、ワーク
ブックまたはビューに対して許可された「データの説明を見る」のパーミッションを持っている
必要があります。ワークブックの所有者は、Tableau Server または Tableau Cloud でこの
ワークブックのパーミッション設定を開き、そのユーザーに「データの説明を見る」のパーミッ
ションを許可する必要があります。

「データの説明を見る」の説明のダイアログボックスを開く

1. [分析] メニューから[データの説明を見る] を選択し、[設定] をクリックします。または、[デー
タの説明を見る] ペインで、設定のアイコン(右下) をクリックします。

「データの説明を見る」の表示に説明タイプを含めるか除外する

Creator と編集権限を持つExplorer は、すべてのワークブックユーザーに表示する説明タイプ
を、除外するか含めるか選択できます。
1. [「データの説明を見る」の設定] ダイアログボックスで、[説明のタイプ] タブをクリックします。
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2. 説明タイプのリストで、説明タイプを選択またはクリアします。
3. [OK] をクリックします。
公開されたワークブックを保存して閉じ、ワークブックから表示モードでビューを開くことにより、
設定をテストします。通常、極値の説明があるマークを選択し、「データの説明を見る」を実
行して説明の結果を確認します。
統計分析に使用するフィールドを含めるか除外する

Creator と編集権限を持つExplorer は、分析の対象とするフィールドを、除外するか含める
か選択できます。
1. [データの説明を見る] ペイン(右下) で、設定のアイコンをクリックします。または、[分析
フィールドビュー] の [編集] ボタンをクリックします。
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2. [「データの説明を見る」の設定] ダイアログボックスで、[フィールド] タブをクリックします。
3. [含める] の下のフィールドのリストで、ドロップダウン矢印をクリックして [自動] を選択し、その
ワークブックで「データの説明を見る」が実行されるたびに適格なフィールドが含まれるように
します。
分析に含めるには、フィールドの一意の値が 500 個未満である必要があります。
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特定のフィールドを明示的に除外するには、[含めない] を選択します。
フィールドを考慮せずにデータの統計分析を実行するには、[含めるものがない]を選択しま
す。
デフォルト設定に戻すには、[リセット]を選択します。

4. [OK] をクリックします。
公開されたワークブックを保存して設定をテストします。マークを選択して「データの説明を見
る」を実行し、説明の結果を確認します。

ユーザーがメールや Slack を介 して説 明 を共 有 できるように Tableau を構
成 する
Tableau 管理者は、メールまたは Slack を介して説明を表示モードで他のTableau ユーザー
と共有できるかどうかを制御できます。
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次の手順に従って、Tableau Cloud または Tableau Server でメールおよびSlack を介して通
知や共有を行うことを許可します。
1. [設定] をクリックします。
2. [全般] タブで、[通知の管理] セクションまでスクロールします。
3. コラボレーションの場合、[Tableau 上]、[メール]、および [Slack] を介した [共有] を選択
します。
Slack を介して説明を共有するには、Tableau アプリがSlack ワークスペースに設定されている
必要があります。Tableau Cloud では、Slack を介した説明の共有が既定で有効になっていま
す。
Tableau Server では、管理者がTableau Slack アプリを設定する必要があります。詳細につ
いては、「Tableau とSlack ワークスペースの統合」を参照してください。

「データの説明を見る」のしくみ
「データの説明を見る」は、データをより詳細に探索するための増分出発点として使用します。
データが生成する説明によって、ビュー内の分析済みマークを構成する値や関連する値など、
さまざまな値を表示できるようになりますこれにより、データソース内のデータポイントの特性、
および統計モデリングを使用したデータの関連付け方法 (相関性) について説明できるようにな
ります。これらの説明では、データを調査したり次に探索する内容についての興味深いヒントを
見つけたりするための別のツールが提供されます。
注: データの説明を見るは、データ内の関係を明らかにし、説明するツールです。関係の原因
やデータの解釈方法は教えてくれません。あなたこそがデータのエキスパートです。さまざまな
ビューを使用してさらに深く掘り下げていこうと興味がわく特性を判断する鍵となるのは、ドメイ
ンに関するあなたの知識や直感です。
「データの説明を見る」のしくみと、分析を強化するために「データの説明を見る」を使用する方
法に関する関連情報については、Tableau Conference のプレゼンテーションを参照してくださ
い。
l
l

アナリストから統計学者へ: 実際の「データの説明を見る」 (1 時間)
「データの説明を見る」の活用 (45 分)
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l

「データの説明を見る」の内部: 自動ベイジアンモデリング(35分)

「データの説 明 を見 る」であるもの (および「データの説 明 を見 る」ではないも
の)
「データの説明を見る」とは次のものを指します。
l
l
l

ドメインの専門知識を活用するツールとワークフロー。
データの関係を明らかにし、次にどこを見るべきかを推奨するツール。
データ分析を迅速化しより広範なユーザーがデータ分析にアクセスしやすくするためのツー
ルとワークフロー。

「データの説明を見る」とは次のものを指しません。
l
l
l

統計テストツール。
仮説を証明または反証するツール。
データの因果関係について、回答を与えたり、何かを教えるツール。

マークで「データの説明を見る」を実行するときは、次の点に注意してください。
l

データの形状、サイズ、およびカーディナリティを考慮する。「データの説明を見る」は小さ
なデータセットで使用できますが、十分な幅と、モデルを作成するための十分なマーク
(粒度) が含まれている必要があります。

l

因果関係を想定しない。相関関係は因果関係ではありません。説明はデータのモデ
ルに基づいていますが、因果関係を説明するものではありません。
相関関係があるとは、いくつかのデータ変数の間 (たとえば A とB の間) に関係があるこ
とを意味します。データの関連性を見ただけで、A が原因でB になった、B が原因でA
になった、またはもっと複雑な何かが実際に起きていることは断定できません。データの
パターンは、それぞれの場合で全く同じであり、アルゴリズムによりそれぞれの場合の違
いを示すことはできません。2 つの変数が一緒に変化すると思われるというだけで、必ず
しも一方が他方の変化の原因であるとは限りません。3 つ目の要素がその両方の変化
の原因の可能性もあれば、それが偶然で全く因果関係がない場合もあります。
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とはいえ、どういうことかを特定するのに役立つ、データに含まれていない外的知識があ
る場合があります。一般的な類の外的知識と言えば、実験でデータを収集した状況が
あります。コイン投げでB が選択されたことを知っているなら、A の違いの一貫したパター
ン(単なるランダムノイズではない) は B が原因でなければいけません。これらの概念の
詳細な説明については、Hal Varian の記事「Causal inference in economics and
marketing」を参照してください。

説 明 の分 析 および評 価 方 法
「データの説明を見る」は、ダッシュボードやシート上で統計分析を行い、異常値となっている
マークや、選択した具体的なマークを検索します。また、現在のビューには表示されていない、
データソースの関連するデータポイントの可能性も考慮されます。
「データの説明を見る」では、最初にビジュアライゼーションに存在するデータのみを使用して
マークの値を予測します。次に、データソース内のデータ(現在のビューではない) が考慮され、
モデルに追加されます。モデルによって、予測されるマーク値の範囲が決まりますが、これは予
測値の1 標準偏差以内です。

予測範囲とは

マークの予測値は、Viz の参照元データの予測範囲の中央値です。予測範囲は、分析され
たマークに対して統計モデルが予測する15 パーセンタイルから85 パーセンタイルまでの値の範
囲です。Tableau は、選択したマークに対して統計分析を実行するたびに、予測範囲を算出
します。
考えられる説明は、統計モデルを使用して説明能力が評価されます。説明ごとに、期待値と
実際の値とが比較されます。
値

説明

予測より高い / 予測

期待値の概要で、マークが予想よりも低いか予想よりも高いと説明さ

より低い

れている場合、集計済みのマーク値が、統計モデルがマークで予測し
ている値の範囲外にあることを意味します。予測値の概要で、マーク
が予測よりもわずかに低いか予測よりもわずかに高いと説明されてい
るか、自然変動幅の範囲内にあると説明されている場合は、集約さ
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値

説明
れたマーク値は予測範囲内にあるが、中央値よりも低いか高いことを
意味します。

予測値

マークに予測値がある場合、その値が、そのマークの統計モデルが予
測している予測値の範囲内にあることを意味します。

ランダムな変動

分析されたマークのレコード数が少ない場合、「データの説明を見る」
で使用できる十分なデータがないため、統計的に有意な説明が作成
されない可能性がありますマークの値が予測範囲外の場合、この予
期しない値がランダムな変動によるものなのか、参照元レコードの意味
のある違いによるものなのかを「データの説明を見る」で判断できませ
ん。

説明なし

分析されたマーク値が予想範囲外で、「データの説明を見る」で使用
する統計モデルに適合しない場合、説明は生成されません。

分析に使用されるモデル

「データの説明を見る」はビュー内のデータに関するモデルを作成してマークの値を予測し、そ
のモデルを踏まえ、マークが予測より高いか低いかを判断します。次に、データソースから
ビューへの列の追加やレコードレベルの外れ値のフラグ付けといった追加の情報を潜在的な説
明として検討します。潜在的な説明ごとに、「データの説明を見る」で新しいモデルを適合さ
せ、新しい情報を踏まえてマークがどの程度想定外であったかを評価します。説明が必要と
なる変動性の大きさに対して複雑性 (データソースから追加される情報の量) をトレードオフ
することで、説明が採点されます。わかりやすい説明とは、変化のある説明よりも簡単である
ことです。

説明のタイプ
極値

評価
極値は、視覚化されたマークのモデルに基づく、外れ値となる集計
マークです。選択したマークは、レコード値がデータで期待値分布
の端にある場合に極値を含むと見なされます。

1102

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
説明のタイプ

評価
極値は、極値がある場合とない場合の集計マークを比較すること
によって決定されます。値を削除してもマークがあまり減らなけれ
ば、高い得点が得られます。
マークに極値が含まれていても、ただちに、それらの値は外れ値で
ある、または、ビューからそれらのレコードを除外する必要がある、と
いう意味ではありません。選択すべき内容は分析に応じて異なりま
す。説明は単にマーク内の興味深い極値を示しています。たとえ
ば、バナナの価格が10 セントではなく10 ドルであるレコードであれ
ば、誤って入力された値だとわかるかもしれません。または、特定の
営業担当者がある四半期に優れた成績を収めていたことが明らか
になるかもしれません。

レコード数

レコード数は、個数を集計する観点から集計の合計をモデル化し
て説明したものです。いっぽう、レコードの平均値は、平均を集計
する観点からモデル化しています。モデルが合計をより適切に説明
するほど、スコアは高くなります。
ここでは、数が多いまたは少ないか、平均が高いまたは低いことが
原因で合計が興味深いかどうかについて説明します。

マークの平均値

このタイプの説明は、合計を表す集計マークで使用されます。集計
する個数または平均の観点から、SUM(X) = COUNT(X) * AVG
(X) の関係を踏まえて、そのマークが他のマークと一致しているかど
うかを説明します。
ここでは、数が多いまたは少ないか、平均が高いまたは低いことが
原因で合計が興味深いかどうかについて説明します。

関連するディメンショ この説明は、視覚化されていないディメンションのカテゴリ間の分析
ン

という観点から、分析されたマークのターゲットメジャーをモデル化し
ます。この分析により、モデルの複雑さとマークの説明のバランスを
取ることができます。
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説明のタイプ

評価

視覚化されていないディメンションとは、データソース内に存在する
が、現在ビューでは使用されていないディメンションを指します。この
タイプの説明は、合計、カウント、平均に使用されます。
非視覚化ディメンションのモデルは、説明する列の分類値に従って
マークを分割してから、ソースのビジュアライゼーションに含まれるす
べてのデータポイントが含まれた値を使用してモデルを構築し、作
成されます。行ごとに、モデルが各マークを形成する個々のコンポー
ネントの復元を試みます。分析では、視覚化されていないディメン
ションの値が不明なモデルを使用した場合と比べて、視覚化されて
いないディメンションに対応するコンポーネントをモデル化して合計
すると、モデルがマークをより適切に予測するかどうかを示します。
集計ディメンションの説明では、マークの値が条件を指定せずにど
の程度詳しく説明されているかを調べます。次に、潜在的な説明
となる各列の値にモデルが条件を付けます。説明の列の分布に条
件を付けることによって、より優れた予測が得られます。
関連するメジャー

この説明は、視覚化されていないメジャーの観点から、視覚化され
たディメンション全体で平均を集計してマークをモデル化します。視

覚化されていないディメンションとは、データソース内に存在する
が、ビューでは現在使用していないディメンションを指します。
関連するメジャーの説明によって、視覚化されていないメジャーと
ターゲットメジャーの間の線形関係または二次関係が明らかになり
ます。

サイトに対する「データの説明を見る」の無効化または有効化
既定で「データの説明を見る」はサイトに対して有効になっていますが、Tableau 管理者はそ
れを無効にすることができます。
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1. [全般] サイト設定に移動します。
2. (Tableau Server のみ) [Web 作成] セクションで、[Let users edit workbooks in their
browser (ユーザーが自分のブラウザーでワークブックを編集するのを許可する)] を選択
します。
3. [Availability of Explain Data (「データの説明を見る」の可用性)] セクションで、次のオ
プションから選択します。
l

有効にすると、適切なパーミッションを持つCreator とExplorer が「データの説明
を見る」を編集モードで実行できるようになります。表示モードが有効になっている
場合、適切な権限を持つすべてのユーザーが「データの説明を見る」を実行でき
ます。

l

無効にすると、すべてのユーザーが「データの説明を見る」を実行したり、ワークブッ
クの「データの説明を見る」設定にアクセスしたりできなくなります。

Viz 内 の顕 著 なデータ変 化 を特 定 する(プレ
ビュー)
Tableau Cloud では、データ変化レーダーを使用すると、Tableau で予想範囲外であることが
検出されたデータを表示し、調査が必要な変化を明らかにできます。
注: データ変化レーダーは、2022.3 リリースに含まれているプレビュー機能として利用できます。
この機能を使用する場合、データ変化レーダーで得られたインサイトが検証されるまで、注意
深く使用する必要があります。このトピックには、データ変化レーダーの使用方法と解釈方法に
関する情報が含まれています。データ変化レーダーの利用可否を制御する方法の詳細につい
ては、「サイトのデータ変化レーダーを無効または有効にする」を参照してください。
データ変化レーダーに表示される履歴データを変更または更新することはできませんが、削除
することは可能です。データを削除するには、データ変化レーダーを無効にしてオフにするか、
データを含むワークブックをTableau サイトから削除します。データ変化レーダーによって収集さ
れた履歴データは、ワークブックが削除されるか、サイト設定がオフになると、48 時間以内に削
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除されます。詳細については、「データ変化レーダーから履歴データを削除する」を参照してく
ださい。

データ変化レーダーによる予測範囲の決定方法
追跡されたビューで、Tableau は視覚化された各メジャーの値を時間の経過とともにキャプ
チャします。視覚化されたメジャーごとに、最新のデータポイントが最大 960 個キャプチャされ
ます。データポイントは、ワークブックの抽出更新ごと、または 4 時間ごとのいずれかの頻度の
低い方でキャプチャされます。Tableau は、このデータを使用して内部モデルをトレーニングし、
データの予測範囲を決定します。
顕著なデータ変化は、Tableau Cloud のホームページ、推奨ページ、[Data Guide (データガ
イド)] ペインに表示されます。

注: ビューに表示されないデータソースからのメジャーは追跡されないため、システムリソー
スを節約できます。

トラッキングするビュー
データ変化レーダーで顕著なデータ変化を表示できるようにするには、ビューにアクセスする
パーミッションに加えて、いくつかの要件が必要です。
l

パブリッシュされたワークブックのすべてのデータソースに対して、抽出が必要です。

l

データソースまたはビュー内に、行レベルのセキュリティは存在できません。

l

よく利用されるビューで、過去 30 日間にサイトで最もアクセスが多かった上位 1% に入
る必要があります。

顕著なデータ変化がある推奨ビューを見る
Tableau は、過去 24 時間以内に顕著なデータ変化が検出されたビューを自動的に提示し
ます。ユーザーに関係のあるデータ変化に限定するため、Tableau は、ユーザーがお気に入り
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に指定したビューや過去 30 日間にアクセスしたビュー、Tableau の提案エンジンが重要である
と判断したビューのみを提示します。
1. Tableau Cloud の左側のペインで、[ホーム] または [推奨事項] をクリックし、興味を引く
データ変化が含まれるビューを表示します。
データ変化の提示がホームページにどのように表示されるかを次に示します。

2. [データ変化] アイコン

が表示されたら、ビューのサムネイルにカーソルを合わせると簡単

な説明が表示されます。変化の内容を詳しく知りたい場合は、サムネイルをクリックして
ビューを開くと、[Data Guide (データガイド)] ペインに顕著な変化が自動的に表示されま
す。

データガイドで重要なデータ変化を確認する
ダッシュボードまたはビューに顕著なデータ変化がある場合は、データガイドの[Notable Data
Changes (顕著なデータ変化)] の下に一覧表示されます。

Tableau Software

1107

Tableau Cloud ヘルプ

1. ビューのツールバーの [データガイド] アイコンをクリックして開きます。リストを表示するには、
顕著なデータ変化ラベルの右側にあるプラス記号をクリックする必要がある場合がありま
す。
2. リスト内の変化の名前をクリックすると、その説明が展開されます。

データ変化を探索する
1. 推奨されるビューのサムネイルをクリックして開きます。または、[データガイド] ペインを開い
て、ダッシュボードまたはビューに顕著なデータ変化があるかどうかを確認します。
2. [Data Guide (データガイド)] ペインで、フィルターをクリックし、[Latest (最近)] を選択して
過去 24 時間の変化を表示するか、[すべて] を選択して過去 21 日間の変化を表示しま
す。
3. 変化のリストで 1 つの変化にカーソルを合わせると、対応するマークがビューで強調表示さ
れます。
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4. 一覧で 1 つの変化をクリックすると、メジャー値が時間の経過とともにどのように変化したかを
確認できます。
5. 表示されるグラフの黄色の領域は、最大過去 30 日間の予想データ範囲を示していま
す。

次のいずれかを実行します。
l

l

[ズーム] セクションで、[1D]、[7D]、または [14D] をクリックして、最新の 1 日間、7 日
間、または 14 日間のデータを表示します。または、[Max (最大)]をクリックして、最大
過去 21 日間および 960 個のデータポイントのデータを表示します。
グラフにカーソルを合わせ、各データポイントでキャプチャされた値を確認します。
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l

グラフの下で、灰色の領域をドラッグしてサイズを変更し、表示される時間範囲をカ

スタマイズします。
6. すべての変化の一覧に戻るには、[Data Guide (データガイド)] ペインの上部にある[戻る]
矢印をクリックします。

ヒント: 誤って[Data Guide (データガイド)] ペインを閉じてしまった場合は、ナビゲー
ションツールの[Data Guide (データガイド)] をクリックするか、サイトの[ホーム] また
は [推奨事項] セクションに戻って、もう一度開いてください。

サイトのデータ変化レーダーを無効または有効にする
データ変化レーダーは、既定でサイトに対してオンになっていますが、Tableau サイト管理者は
これをオフにすることができます。

注: この機能は、2022.3 リリースの一部として含まれるプレビュー機能として提供されてい
ます。この機能を使用する場合、データ変化レーダーが表示するインサイトが正確である
ことが検証されるまでは、慎重に作業を進める必要があります。データ変化レーダーの使
用方法については、「Viz 内の顕著なデータ変化を特定する(プレビュー)」参照してくださ
い。

1. [全般] サイト設定に移動します。
2. [Web 作成] セクションで、[Let users edit workbooks in their browser (ユーザーが
自分のブラウザーでワークブックを編集するのを許可する)] を選択します。
3. [データ変化レーダー (プレビュー)] セクションで、[Monitor views on this site for
notable data changes (このサイトのビューを監視して注目すべきデータ変化レーダー
を確認する)] を選択して、[データ変化レーダー] をオンにします。このオプションをクリアする
と、データ変化レーダーがオフになります。

4. [保存] をクリックします。
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データ変 化 レーダーから履 歴 データを削 除 する
データ変化レーダーに表示される履歴データを変更または更新することはできませんが、削除
することは可能です。
データを削除するには:
l

データ変化レーダーを無効にしてオフにします。データ変化レーダーによって収集された履歴
データは、データ変化レーダーのサイト設定がオフになってから48 時間以内に削除されま
す。

または
l

データを含むワークブックまたはダッシュボードをTableau サイトから削除します。データ変化
レーダーによって収集された履歴データは、ワークブックまたはダッシュボードが削除されてか
ら48 時間以内に削除されます。

アクセラレーターを使 用 してデータを迅 速 に可 視
化 する
Tableau Accelerator は、データ分析を迅速に開始できるように設計された、事前に構築済み
のダッシュボードです。アクセラレーターは、特定の業界や企業のアプリケーションに合わせて、
サンプルデータで構築されています。自社のデータに置き換えると、最小限の設定でインサイト
を得ることができます。
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Salesforce のSales Cloud のパイプラインアクセラレーター

アクセラレーターの入手先
Tableau Exchange とTableau Desktop で、すべてのアクセラレーターにアクセスできます。ま
た、Tableau Cloud でワークブックを作成する際に、特定のアクセラレーターを使用することがで
きます。

Tableau Exchange の Web サイトの場 合
1. Tableau Exchange のWeb サイトのアクセラレーターページにアクセスします。アクセラ
レーターは、適用する業界や、接続するデータの種類でフィルタリングして検索すること
ができます。
2. Tableau Exchange のWeb サイトにサインインします。アカウントをお持ちでない場合
は、アカウントを作成してください。
3. 使用したいアクセラレーターが見つかったら、ダウンロードをクリックしてTWBX ファイルを
取得します。
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アクセラレーターは単にパッケージ化されたワークブックなので、ダウンロードしたファイルは
Tableau Desktop で開くか、Tableau Cloud 上のサイトや Tableau Server にアップロード
することができます。ワークブックのアップロードの詳細については、「Tableau サイトへの
ワークブックのアップロード」を参照してください。

Tableau Desktop の場 合
1. Tableau Desktop のスタートページで、[その他のアクセラレーター] をクリックします。

2. このリストにあるアクセラレーターは、Tableau Exchange のWeb サイトに表示されている
ものと同じですが、Tableau Desktop を離れることなくアクセラレーターを開くことができると
いう利便性が追加されています。
3. 使用したいアクセラレーターが見つかったら、[開く] をクリックして作業を開始します。

Tableau Cloud の場 合
Tableau Cloud でワークブックを作成する際に使用できるアクセラレーターがあります。これらのア
クセラレーターは、Salesforce、ServiceNow ITSM、LinkedIn Sales Navigator、Marketo、
Oracle Eloqua などのクラウドベースのデータに接続します。
1. Tableau Cloud の Creator である場合は、[ホーム] または [探索] ページに移動し、[新規]
ボタンをクリックして [ワークブック] を選択します。
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注: サイト管理者は、[ホーム] ページの[アクセラレーター] からもアクセラレーターにア
クセスすることができます。

2. [データへの接続] ウィンドウの上部にある [アクセラレーター] をクリックすると、Tableau
Cloud で接続できるアクセラレーターを参照することができます。
Tableau Exchange からTableau Cloud にアクセラレーターをアップロードすると、Tableau
Desktop の場合と同様に使用することができます。ただし、Tableau Cloud の手順ではなく、
Tableau Exchange の手順に従ってデータをアクセラレーターに取り込む必要があります。

Tableau Exchange からアクセラレーターを使用する
Tableau Exchange のWeb サイトからダウンロードしたアクセラレーターや、Tableau Desktop
から開いたアクセラレーターを使用するには、このセクションの手順に従います。Tableau Cloud
でワークブックを作成する際にアクセラレーターを使用する手順については、「Tableau Cloud
でアクセラレーターを直接使用する」を参照してください。
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アクセラレーターにデータを追 加 する
アクセラレーターにはサンプルデータが付属しており、ダッシュボードで説明されている概念を調
べるために使用できます。アクセラレーターから最大の価値を得るには、サンプルデータを独自
のデータで置き換えます。アクセラレーターにデータを追加する方法には、データソースを新しい
データソースに置き換える方法 (1) と、既存のデータソースに新しい接続を追加する方法 (2)
の2 つがあります。
方法 1

方法 2

複数のテーブルを持つデータソー

物理テーブルを1 つしか持たないデータソースで使用で

スで使用できる。

きる。

Tableau Desktop でフィールド名

Tableau Desktop ではフィールド名を変更できないため、

を変更して、アクセラレーターと一

データソースのフィールド名とアクセラレーターのフィールド

致させることができる。

名が一致している必要がある。

アクセラレーターのフォルダー構造

アクセラレーターで定義されたフォルダー構造が保持され

が保持されない。

る。

方法 1: データソースを置き換える

1. Tableau Desktop でアクセラレーターを開いた状態で、[データ] > [新しいデータソース] を
クリックします。

2. 使用するデータに接続します。詳細については、「データに接続」を参照してください。
Salesforce Accelerator を使用している場合、アカウントにSalesforce インスタンスへの
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API アクセス権があることを確認します。
3. [データソース] タブで、テーブルをキャンバスにドラッグして、新しいデータソースを構築し
ます。詳細については、「複数テーブルのデータ分析にリレーションシップを使用する」を
参照してください。
4. アクセラレーターで任意のワークシートを開き、[データ] > [データソースの置換] をクリック
します。このオプションは、ダッシュボードまたはストーリーのタブでは使用できません。詳
細については、「データソースの置換」を参照してください。

5. [置き換え] で、追加したデータソースを選択し、[OK] をクリックします。
6. [データ］ペインで元のデータソースを右クリックし、[閉じる] をクリックします。詳細につい
ては、「データソースを閉じる」を参照してください。
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壊れた参照の修正

新しいデータソースに元のデータソースと同じフィールド名がない場合、アクセラレーターの一部
が空白になります。新しいデータソースの正しいフィールドを使用するように、影響を受けたワー
クシートの壊れた参照を置き換えます。詳細については、「フィールド参照の置換」を参照して
ください。
方法 2: データソースを編集する

1. Tableau Desktop でアクセラレーターを開いた状態で、[データソース] タブをクリックしま
す。

2. [接続] の横にある[追加] をクリックします。使用するデータに接続します。詳細について
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は、「データに接続」を参照してください。

3. データソースキャンバスで、論理テーブルをダブルクリックして、物理テーブルを開きま
す。論理テーブルと物理テーブルの詳細については、「データモデルのレイヤー」を参照
してください。

4. 追加したデータソースのテーブルをドラッグして、既存の物理テーブルにドロップすると、
サンプルデータが置き換わります。データソースは、1 つの物理テーブルのみである必要
があります。
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5. [接続] でサンプルデータの接続を右クリックし、[削除] を選択します。

Tableau Cloud でアクセラレーターを直接使用する
Tableau Cloud でワークブックを作成する際に、限られた数のアクセラレーターを使用できます。
これらのアクセラレーターを使用すると、データを手動で追加するのではなく、クラウドベースの
データソースに直接接続するように促されます。
1. Tableau Cloud で、新しいワークブックを作成します。
2. [データに接続] ウィンドウの上部にある[アクセラレーター] をクリックします。
3. あらかじめ作成されているデザインのリストより、必要なデータソースやビジネスメトリクス
を反映しているオプションを見つけ、[ダッシュボードを使用] をクリックします。
4. サンプルデータを使用したワークブックの外観をすぐに表示するには、[サインインせずに
続行] をクリックします。独自のデータを使用してワークブックを作成するには、[続行] をク
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リックします。
5. 名前とそのワークブックに含むプロジェクトを指定します。
6. ユーザーのデータを使用してワークブックを作成する場合は、ユーザーのデータソースに
接続します。Tableau はユーザーのデータの抽出を準備しますが、レイアウトを確認で
きるようにサンプルデータが表示されます。

注: Tableau Online にアップロードする目的でTableau Exchange からアクセラレーターを
ダウンロードした場合、「Tableau Exchange からアクセラレーターを使用する」の説明に
従ってデータを置き換える必要があります。

アクセラレーターを同僚と共有するようにパーミッションを変更する
機密データが晒されてしまうことのないよう、アクセラレーターのワークブックは既定で作成者と
管理者のみに表示されます。アクセラレーターを同僚と共有するには、以下の簡単なステップ
に従ってください。
1. Tableau Online でアクセラレーターのワークブックに移動します。
2. ワークブックを選択し、[アクション] をクリックしてから[パーミッション] を選択します。
3. ダッシュボードを表示する必要があるユーザーまたはグループに対し、ビューパーミッショ
ンを付与します。詳細については、Tableau Online ヘルプの「パーミッションの編集」を
参照してください。

サンプル データをユーザーのデータに置換する
ダッシュボードにサンプルデータをすぐに読み込む場合、いつでもそれをユーザーのデータに置
換できます。
1. Tableau Online でアクセラレーターのワークブックに移動します。
2. [データソース] タブでデータソースを選択します。[アクション] メニューから[接続の編集]
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を選択します。
3. 認証に関しては [接続に埋め込まれた認証資格情報] を選択し、既存のユーザーアカ
ウントを選択するか、新しいアカウントを追加します。[保存] をクリックします。
4. [更新スケジュール] タブでスケジュールを選択します。[アクション] メニューから[今すぐ実
行] を選択します。

フィールド名の置換による灰色ビューの修正
組織がクラウドベースシステムのデータ構造をカスタマイズした場合、データをアクセラレーターに
読み込んだ後、それらの変更をアクセラレーターで一致させる必要があります。たとえば、組織
がSalesforce のフィールド名を「アカウント」から「顧客」に変更した場合、以下のようにアクセラ
レーターで対応する変更を行い、ビューが灰色にならないようにする必要があります。

幸いなことに、この修正は非常に簡単に行うことができます。
1. ダッシュボードの上で[編集] をクリックします。
2. 灰色のシートに直接移動します。
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3. 左側にある[データ] ペインでフィールド名の隣にある赤い感嘆符 (!) を探します。この感
嘆符は組織が別の名前を使用していることを示します。
4. これらのフィールドをそれぞれ右クリックし、[参照の置換] を選択します。その後、正しい
フィールド名をリストから選択します。

既定のデータ範囲の変更による空のダッシュボードの修正
ダッシュボードが完全に空に見える場合、原因として、既定の日付範囲がソースデータの日
付と対応していないことが考えられます。
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1. ワークブックをダウンロードし、Tableau Desktop で開きます。
2. [データソース] タブをクリックします。
3. 左上隅にあるデータソース名の隣の矢印をクリックし、[接続の編集] を選択します。その
後、サインインします。

4. データに含まれる日付を反映する日付範囲を指定し、[接続] をクリックします。
5. [サーバー] > [データソースのパブリッシュ] を選択し、Tableau Online のデータの抽出を
更新します。

ダッシュボードの拡 張 機 能 の使 用
拡張により、固有の機能をダッシュボードに追加したり、Tableau 以外のアプリケーションに直
接統合できます。拡張の追加は簡単です。他のダッシュボードオブジェクトと同じようにダッシュ
ボードのレイアウトに組み込みます。
拡張によりダッシュボードの機能は、サードパーティー開発者により作成されたWeb アプリケー
ションで改善しました。ユーザーが開発者であり、独自の拡張を作成したい場合は、GitHub の
「Tableau 拡張 API ドキュメンテーション」 を参照してください。
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注: Tableau 管理者は、Tableau Desktop、Tableau Server、およびTableau Cloud の
ダッシュボードの拡張機能をオフにすることができます。

拡張機能をダッシュボードに追加する
1. Tableau ワークブックで、ダッシュボードシートを開きます。
2. [オブジェクト] セクションから、[拡張機能] をダッシュボードにドラッグします。

3. [Add an Extension (拡張機能の追加)] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行しま
す。
l

拡張機能を検索して選択します。

l

[Access Local Extensions (ローカルの拡張機能にアクセス)] をクリックして、
先ほどダウンロードした.trex ファイルを開きます。

4. プロンプトが表示されたら、ワークブックにあるデータへのダッシュボードの拡張機能のアク
セスを許可または拒否します。詳細については、データセキュリティ、ネットワーク対応、
およびサンドボックス拡張機能を参照してください。
アクセスを許可する場合は、画面上の指示に従って拡張機能を設定します。
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注: Tableau Server または Tableau Cloud を使用している場合、拡張機能オブ
ジェクトは、印刷物、PDF、およびダッシュボードの画像 (登録メールの画像を含む)
で空白表示されます。

ダッシュボードの拡 張 機 能 の構 成
機能をカスタマイズできる構成オプションを提供するダッシュボードの拡張機能もあります。
1. 拡張機能をダッシュボードで選択し、右上隅のドロップダウンメニューから[構成]をクリック
します。
2. 画面上の指示に従って拡張機能を構成します。

ダッシュボードの拡 張 機 能 の再 読 み込 み
ダッシュボードの拡張機能が応答しなくなったら、再読み込みする必要があります。これは、ブ
ラウザーでWeb ページを更新するのと似ています。
1. 拡張機能をダッシュボードで選択し、右上隅のドロップダウンメニューから[再読み込み]
をクリックします。
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ダッシュボードの拡張機能が更新され、その元々の状態に設定されます。
2. 拡張機能を再読み込みしても使用できる状態に復元できない場合は、ダッシュボード
から削除して再度追加してみてください。

データセキュリティ、ネットワーク対応、およびサンドボックス拡張
機能
ダッシュボード拡張機能は、次の2 つの形式のWeb アプリケーションです。
l

ネットワーク対応拡張機能は、ローカル ネットワークの外部にあるWeb サーバーで実行
されます。

l

サンドボックス化された拡張機能 は、Web 上の他のリソースやサービスにアクセスすること
なく、保護された環境で実行されます。

ネットワーク対応拡張機能の追加または、拡張でダッシュボードを表示する前に、それをホス
トしているWeb サイトが信頼できるか確認します。デフォルトにより、ダッシュボードの拡張機
能は HTTPS プロトコルを使用します。これにより、データの送受信用の暗号化チャネルが保
証され、ある程度のプライバシーとセキュリティが保証されます。
ダッシュボードの拡張機能を使用する際のデータセキュリティの詳細については、「拡張機能
のセキュリティ- 展開に関するベストプラクティス」を参照してください。

ネットワーク対 応 拡 張 機 能 へのデータアクセスの許 可 または拒 否
拡張機能の設計に応じて、ビュー内の表示データ、または参照元データ全体、データソース
からの表およびフィールド名、さらにデータソース接続についての情報のいずれかにアクセスでき
ます。拡張機能を追加、または拡張機能でダッシュボードを表示する場合は、拡張機能の
実行およびデータへのアクセスを許可または拒否する機会があります。
フルデータアクセスを必要とするがアクセスが拒否されている拡張機能を含むダッシュボードを
表示している場合は、拡張機能の代わりにメッセージが表示されます。拡張機能を信頼しこ
れを使用したい場合は、パーミッションをリセットして拡張機能の実行を許可します。
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1. 拡張機能をダッシュボードで選択し、右上隅のドロップダウンメニューから[パーミッションの
リセット]をクリックします。
2. [許可] をクリックして拡張機能を実効しデータにアクセスするか、または [拒否] をクリック
して拡張機能の実行を防ぎます。

Tableau Desktop で JavaScript が有 効 になっていることを確 認 する
ダッシュボードの拡張機能は JavaScript ライブラリであるTableau 拡張 APIライブラリを使用し
てデータを操作します。拡張機能を使用する場合は、ダッシュボードのセキュリティ設定で
JavaScript が有効になっていることを確認します。
[ヘルプ] > [設定とパフォーマンス] > [ダッシュボードWeb 表示セキュリティ] > [JavaScript を有
効にする]を選択します。

拡張機能が Tableau Cloud または Tableau Server で実行して
いることを確認する
拡張機能を、Tableau Desktop からパブリッシュするワークブックに追加したり、Tableau Cloud
およびTableau Server のWeb 作成モードに直接追加したりすることが可能です。Tableau 管
理者は、拡張のサイトでの実行を可能にし、ネットワーク対応拡張を安全なリストに追加する
必要があります。管理者は、テスト済で信頼できる拡張だけを許容すべきです。
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ダッシュボードの拡張機能をTableau Cloud または Tableau Server で使用する場合は、管
理者に「ダッシュボードの拡張機能をTableau Cloud で管理」または「ダッシュボードの拡張機
能をTableau Server で管理」を参照するように指示します。

サンドボックス拡 張 機 能 でサポートされるWeb ブラウザー
サンドボックス拡張機能は、Internet Explorer 11 を除くすべてのブラウザーでサポートされてい
るTableau Server とTableau Cloud で実行されます。

サンドボックス拡 張 機 能 でサポートされているバージョンの Tableau Server
サンドボックス拡張機能は、Tableau Server 2019.4 以降で使用できます。

ダッシュボードの拡張機能についてのサポートを得る
拡張機能のヘルプを得るには、それを作成した開発者か企業に連絡する必要があります。
1. 拡張機能をダッシュボードで選択し、右上隅のドロップダウンメニューから[拡張機能に
ついて]をクリックします。
2. [サポートを得る] をクリックして拡張機能の開発者のサポートページに進みます。
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注: Tableau は、拡張 API とインターフェイスする拡張や他のプログラムはサポートし
ていません。ただし、Tableau 開発者コミュニティに質問を送信してアドバイスを求
めることができます。

外 部 アクションの統 合
注: この機能は、2022.3 リリースに含まれているプレビュー機能として利用できます。この機
能を使用する場合、その構成と使用方法がニーズに適していることが検証されるまで、注
意深く使用する必要があります。構成、展開、使用方法の詳細については、Tableau
Online ヘルプのトピック「外部アクションの統合」を参照してください。
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注: Tableau の外部アクションは、Salesforce フローから提供される機能を使用していま
す。この機能は、選択したデータを、別個のSalesforce インフラストラクチャで実行されて
いるSalesforce フローに送信します。Salesforce フローとその他のSalesforce 製品およ
びサービスの使用には、Salesforce との契約が適用されます。

Tableau でデータを確認して理解したら、次は何をするのでしょうか。通常、データから得られ
るインサイトをもとにアクションを起こすには、あるアプリケーションから別のアプリケーションに移
動し、データをコピー＆ペーストしますが、途中で文脈を失うことがよくあります。Tableau 外部
アクション機能を使用すると、直接 Tableau ダッシュボードからデータ駆動型ワークフローを作
成して操作し、Salesforce フローを使用して次のステップを自動化することができます。

Salesforce フローについて
Salesforce フローは、プロセスを自動化して時間を節約できるノーコードのツールです。フロー
は、Salesforce 組織でデータを収集し、アクションを実行するSalesforce フローのコンポーネン
トです。Salesforce フローで利用可能なフロータイプはいくつかありますが、Tableau の外部ア
クションワークフローは、自動起動フローにのみ対応しています。

注: フローの詳細については、Trailhead の「Flow Builder を使用したフローの構築」を参
照してください。

外部アクションのしくみ
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Tableau ダッシュボードのViz に外部アクションワークフローを設定すると、対応するViz にカスタ
マイズされたボタンが使用できない状態で表示 (グレー表示) されます。Viz で該当するマークを
選択すると(1)、ボタンが使用可能になります。次に、そのボタンをクリックすると(2)、選択した
マークのデータがSalesforce フローで作成および構成されたフローに直接送信されます (3)。
外部アクションワークフローの作成者として、以下を定めます。
l
l
l

どのフローにデータを送信するのか
どのダッシュボードからデータを取得するのか
ワークフローをトリガーするダッシュボードボタンのテキストと外観

注: ダッシュボードには複数の外部アクションワークフローを追加できますが、対応する各フ
ローは同じSalesforce 組織に展開する必要があります。

外部アクションワークフローを使用する方法
外部アクションワークフローを使用して組織内の既存のプロセスを自動化する方法は無限に
あります。たとえば、経理担当者が未払い注文を追跡するために使用しているダッシュボード
から、直接顧客に請求書を送信できるワークフローがあると、労力を節約できるでしょう。ある
いは、サポートチームの案件管理を効率化する方法を探しているかもしれません。サポート
チームのメンバーが案件を追跡するために使用しているるダッシュボードから、直接案件をエス
カレーションできるワークフローがあると、時間を大幅に節約できる可能性があります。外部アク
ションワークフローを使用すると、ユーザーの業務フローを維持しつつ、組織が効率化の恩恵を
受けることができるようになります。
外部アクションワークフローを作成すれば、Tableau のあらゆるタイプのデータソースと
Salesforce のフローを接続するブリッジが実際に構築されます。ワークフロー自体がその接続を
作成するため、データソースとSalesforce データベースを接続する必要はありません。複数の
グループが別々のデータソースを使用して、同じプロセスの異なるステップを完了する場合、こ
のワークフローは特に有用です。
たとえば、顧客がe コマースサイトで注文するときに、さまざまなチームとツールが関与している
とします。この場合、販売担当者は Salesforce を使用して、売上を追跡し、サプライチェーン
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マネージャーはサプライチェーン管理ツールを使用して、顧客が購入したアイテムを製品在庫
全体から差し引きます。さらに、サポートチームは、Salesforce にログインしたり、Tableau ダッ
シュボードで分析したりして、顧客が製品を受け取るときに発生する問題をトラブルシューティ
ングします。外部アクションワークフローを使用すると、これらの各チームからのデータをすべて
接続して、プロセスを合理化したり、場合によっては、既存のステップの一部を自動化したり
することができます。

外部アクションワークフロー作成者向けのベストプラクティス
重要: 外部アクション機能を使用して、Salesforce フローに組み込まれているフローにダッ
シュボードデータを接続するダッシュボード作成者は、フローを作成したSalesforce の管
理者やアーキテクトと緊密に連携する必要があります。

Salesforce フローに組み込まれているフローは、高度なビジネス自動化プログラムです。これら
の自動化により組織は大きなメリットを得ることができますが、フローを利用する外部アクション
ワークフローを展開する前に、フローの仕組みを理解することが重要です。Trailhead の
Salesforce フロートレーニングを完了し、フローに関するドキュメントを確認してください。設計
では「フローのベストプラクティス」を考慮し、「フローの制限および考慮事項」を念頭に置いて
ください。

注: Salesforce フローで利用可能なフロータイプはいくつかありますが、外部アクション
ワークフローは、自動起動フローにのみ対応しています。

外部アクションワークフローを注意深く実装して、Salesforce フローに組み込まれているフロー
のアーキテクチャに関する制約に適合させる必要があります。フローは強力ですが、リソースを
大量に消費したり、複雑になったりする可能性があります。ライセンス発行、実行スロットル、
同時実行の潜在的な問題について検討し、データベースの読み取り/書き込み制限を評価
およびテストする必要があります。
また、フローに関連する重要なセキュリティ上の検討事項があります。フローを管理するパー
ミッションを持つユーザーは、対応するSalesforce 組織のすべてのデータとリソースを表示およ
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び変更できます。フローを実行するパーミッションを持つユーザーは、Salesforce 組織のほぼす
べてのアクティブフローを実行できます。アクセスをリクエストしたユーザー(ダッシュボード作成者
やワークフローユーザー) のみにアクセスを制限するために、Salesforce 管理者は、フローの既
定の動作を上書きする設定を有効にすることができます。詳細については、「フローセキュリ
ティの仕組み」を参照してください。
外部アクションワークフローを作成するダッシュボード作成者は、望ましくない結果を防ぐため
に、ワークフローを実装する前にSalesforce 管理者と相談する必要があります。

ワークフローの作成
ダッシュボード作成者は外部アクションワークフローを作成する前に、Salesforce 管理者と協
力して、ニーズを満たすフローを見つけたり、作成したりする必要があります。たとえば、会計
チームが未払い注文ダッシュボードから請求書を直接送信できるようにすることが目的の場合
は、そのダッシュボードから顧客の連絡先情報と注文の詳細を取得して、請求書に入力でき
るフローが必要になります。
使用するフローが決定したら、次のステップでは、フローを接続するダッシュボードを特定しま
す。ユーザーは、適切に機能する既存のダッシュボードをすでに使用している可能性がありま
す。ただし、必要に応じて、新しいダッシュボードを作成できます。
適切なフローと適切なダッシュボードを念頭に置いて、ダッシュボードのデータタイプとフローの
必須入力フィールド(変数と呼ばれる) との互換性について考える必要があります。たとえば、
未払い注文ダッシュボードには、顧客への請求書の送信に必要な当該の注文詳細 (注文
日、顧客名と連絡先、アイテムの説明と金額、支払期日など) がすべて記載されたViz が含
まれている必要があります。
必要なコンポーネントがダッシュボードにすべて揃ったら、ワークフローオブジェクトを追加しま
す。
1. Tableau ワークブックで、既存のダッシュボードを開くか、新しいダッシュボードを作成 しま
す。
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2. [ダッシュボード] ペインの [オブジェクト] セクションから、[ワークフロー] をダッシュボードの
Viz にドラッグします。

3. プロンプトが表示されたら、フローに関係するSalesforce 組織のログイン認証資格情報を
入力します。

注: ワークフローが設定されたダッシュボードにユーザーがアクセスする場合、ユー
ザーは、自分のSalesforce 認証資格情報を入力する必要があります。ユーザー
がダッシュボードを表示しているときに、Salesforce 認証資格情報の有効期限が
切れた場合は、もう一度認証を行うように促されます。

4. [ワークフローの構成 ] をクリックします。
5. [ワークフローの追加 ] ダイアログで、フロー名またはフロー作成者をもとにフローを検索しま
す。
6. フローを選択して、フローが必要とするViz からの入力 (Salesforce 変数) を含む詳細を表
示します。[戻る] をクリックして別のフローを選択するか、[次へ] をクリックして続行します。

7. [シートの選択] ドロップダウンから、ユーザーが選択してフローに送信するマークが含まれた
シート(ワークシート、ダッシュボード、またはストーリー) を選択します。

注: フローの必須入力にマッピングするエンコードされたフィールドが含まれたマーク
があるシートを選択してください。たとえば、フローのforecast_revenue 変数
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をTableau のSUM(Sales) フィールドにマッピングする場合、Sum(Sales) フィー
ルドでエンコードされたマークがあるシートを選択する必要があります。

8. [次へ] をクリックします。
9. フローの各必須入力 (Salesforce 変数) に対して、[シートの選択] ステップで選択した
Tableau シートから適切なフィールドを選択します。

注: 各入力では、Salesforce 変数のデータ型とTableau フィールドが一致する必要
があります。

10. [次へ] をクリックします。
11. 外部アクションワークフローをトリガーするためにユーザーがクリックするボタンの外観を設定
します。ボタンのタイトル、背景の色、枠線の色を指定します。プレビューを確認して、ボタン
の外観を確定します。

注: ユーザーは、[シートの選択] ステップで選択されたViz からマークを選択する必
要があることに注意してください。マークが選択されるまで、ボタンは利用できませ
ん。ユーザーがどのViz を操作するのか、ボタンをクリックすると何が起こるかを正確
に把握できるように、ダッシュボードにガイド文を追加することを検討してください。

12. [完了] をクリックしてワークフローを作成し、対応するボタンをダッシュボードの Viz に追加し
ます。

ワークフローの使用
ワークフローユーザーとして使用を開始するには、ワークフローがダッシュボード作成者によって
追加されているダッシュボードを開きます。ワークフローボタンが表示されていれば、ワークフロー
を使用できます。ダッシュボード作成者がボタンの名前と書式設定をカスタマイズしますが、
ユーザーがボタンをクリックしたときのアクション(「データの送信」や「レコードの更新」など) をボタ
ンで明確に示す必要があります。ダッシュボードのViz から当該のマークを選択し、ボタンをクリッ
クしてワークフローを開始します。
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ワークフローボタンをクリックするとデータの送信がトリガーされ、選択したマークによって送信さ
れるデータが決まります。そのため、マークを選択するまでボタンは使用できません(グレー表示
されます)。マークを選択してもボタンがまだ使用できない場合は、ワークフローの有効な Viz で
マークを選択したか確認してください。どのViz が有効かわからない場合は、ダッシュボード作
成者に問い合わせてください。
構成によっては、一部のワークフローの実行に長い時間がかかり、すぐに完了しない場合があ
ります。選択したワークフローが期待どおりに機能しているかどうかを判断できない場合は、
ダッシュボード作成者または Salesforce 管理者に問い合わせてください。

ワークフローのトラブルシューティング
外部アクションワークフローの問題を解決するときは、次のトラブルシューティングガイダンスが
役立ちます。

アクセスに関 する問 題
l

l
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Tableau Desktop を使用しているダッシュボード作成者の場合: ワークフロー オブジェク
トが [ダッシュボード] ペインの [オブジェクト] セクションに表示されない場合は、Tableau
Server または Tableau Cloud サイトにサインインしていることを確認してください。サインイン
していない場合は、ワークフロー拡張機能にアクセスできません。
ダッシュボード作成者の場合: ワークフロー オブジェクトが [ダッシュボード] ペインの [オブ
ジェクト] セクションに表示されない場合は、Tableau 管理者に問い合わせて、拡張機能が
オンになっていることを確認してください。
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l

すべてのユーザーの場合:
l Salesforce 管理者が接続アプリ
ケーションを作成していない場合は、外部アクション
機能は動作しません。Salesforce で Tableau Server 向けに接続アプリケーションを

l

作成 するようにSalesforce 管理者に依頼してください。
ダッシュボードに表示されたワークフロー ボタンをクリックできない場合は、ワークフロー
の有効な Viz でマークを選択していることを確認してください。どの Viz が有効かわか
らない場合は、ダッシュボード作成者に問い合わせてください。

認 証 に関 する問 題
l

l

Tableau Cloud または Tableau Server のユーザーの場合: ブラウザでダッシュボードを
更新します。
すべてのユーザーの場合: 外部アクションワークフローが追加されたSalesforce 組織にサイ
ンインしていることを確認してください。必要に応じて、ダッシュボード作成者に問い合わせ
て、正しい Salesforce 組織を確認してください。

エラー メッセージ
エラー メッセージ

説明と解決方法

このサイトでワークフローがオフ

Tableau 管理者がサイト向けのワークフロー ダッシュボード

になっています。詳細について

拡張機能をオフにしているため、拡張機能を使用できませ

は、Tableau 管理者にお問い

ん。Tableau 管理者に問い合わせて、拡張機能へのアクセ

合わせください。

スをオンにすることについて相談してください。

Tableau Reader ではワークフ

ワークフロー ダッシュボード拡張機能と外部アクション機能

ローがサポートされていません。

は、Tableau Cloud、Tableau Desktop、または Tableau

Server バージョン2022.3 以降を使用してデータをフローに
送信する場合にのみ使用できます。
フローに1 つまたは複数のサ

選択したフローが、Tableau ダッシュボードで使用できない

ポートされていないデータ型が

データ型入力を要求しています。または、そのフローには外

含まれています。前のステップに

部アクションワークフローとの互換性がありません。適切な代

戻って、別のフローを選択する

替フローがある場合は、別のフローを選択するか、

か、このフローからサポートされ

Salesforce 管理者に問い合わせて、次のステップを確認し

ていないデータ型を削除するよ

ます。

うにSalesforce フロー管理者に
依頼してください。
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エラー メッセージ

説明と解決方法

入力フィールドのマッピングに

入力変数フィールドにマッピングされる1 つまたは複数のダッ

データ型の不一致が 1 つまたは

シュボード値のデータ型が同じではありません。

複数存在します。
たとえば、フローが収益の数値変数を要求しているが、ダッ
シュボードからマッピングされる値がテキスト文字列である場
合があります。この問題を解決するには、シナリオに応じて2
つのオプションがあります。Tableau の Revenue (収益)
フィールドのデータ型をテキスト文字列から数値に変更 で
きます。または、数値データ型が含まれているダッシュボード
から別のフィールドをマッピンするようにワークフローの構成を
編集します。
Salesforce フローにデータを送

外部アクションワークフローでデータをダッシュボードからフ

信できません。

ローに送信しようとしたときに、不明なエラーが発生しました。
ダッシュボード作成者に問い合わせて、トラブルシューティン
グしてください。

エラーが発生しました:
<exception code>。Salesforce

フローインタビュー (フローの実行中のインスタンス) が失敗し
ました。例外コードをSalesforce 管理者と共有して、対応

フロー管理者にお問い合わせく

するエラーに関するメールを見つけ、それに応じてトラブル

ださい。

シューティングします。

ワークフローが失敗しました。

ダッシュボードで選択したマークのデータはフローに送信され

Salesforce フロー管理者にお

ましたが、そのデータをフローに変換する際に問題が発生し

問い合わせください。

ました。Salesforce 管理者に問い合わせて、トラブルシュー
ティングしてください。

フローにデータを送信できませ

ダッシュボードで選択したマークのデータがフローに送信され

ん。ワークフロー作成者にお問

ませんでした。ダッシュボード作成者に問い合わせて、トラブ

い合わせください。

ルシューティングしてください。

フローに関 する問 題
l

一部のフローは非同期的に実行されるため、外部アクションワークフローの一部であるフ
ローが正常に実行されたかどうかがすぐにわからない場合があります。フローが失敗して、詳
細なフィードバックを即座に提供せずに、変更をロールバックすることがあります。ただし、フ
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ローが失敗した場合、エラーに関する詳細なメールがワークフロー ユーザー、ダッシュボード
作成者、Salesforce 管理者に送信されます。フロー エラーに関するメールを受け取った
ワークフロー ユーザーは、ダッシュボード作成者に問い合わせる必要があります。ダッシュボー
ド作成者とSalesforce 管理者は協力して、エラーをトラブルシューティングして解決すること
ができます。フローに関する問題のトラブルシューティングの詳細については、「 フローのトラブ

ルシューティング」を参照してください。

ライセンスに関 する問 題
l

ダッシュボード作成者の場合: Tableau 側では、ワークフローをダッシュボードに追加するた
めに特別なパーミッションは必要ありません (サイトで外部アクションが有効になっている限
り)。Salesforce 側では、フローを管理するパーミッション(Salesforce プロフィールに追加さ
れた) が必要になります。

l

ワークフロー ユーザーの場合: Tableau 側では、ワークフローが含まれたダッシュボードにア
クセスできるすべてのユーザーがワークフローを実行できます。Salesforce 側では、フローを

実行するパーミッション(Salesforce プロフィールに追加された) が必要になります。

外部アクションをオンまたはオフにする
Tableau 2022.3 より、外部アクション機能は既定でオンになっています。Tableau 管理者が
Tableau 外部アクションに対する組織全体のアクセスを構成する方法の詳細については、「外
部アクションワークフロー統合の構成」を参照してください。

アニメーションの書 式 設 定
ビジュアライゼーションをアニメーション化すると、データの変化パターンをより良く強調表示して、
スパイクや外れ値を明らかにしたり、データポイントのクラスタリングや分離の様子を確認したり
できます。
アニメーションは、フィルター、並べ替え、ズームの設定、さまざまなページ、ならびにフィルター、
パラメーター、設定アクションに対する変更をビジュアルで移行します。これらの変化に応じてビ
ジュアライゼーションがアニメーション化するため、ユーザーはデータの違いをより明確に認識し
て、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
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同時および連続したアニメーションを理解する
アニメーションを作成する場合、2 つの異なるスタイル(同時または連続するスタイル) を選択
可能です。それぞれの種類の例を次に示します。

同 時 アニメーション
デフォルトの同時アニメーションは、より簡単なチャートやダッシュボードで値の変化を示すとき
に高速になり、正しく機能します。

上の画像をクリックするとアニメーションが再生されます。

連 続 したアニメーション
連続したアニメーションは時間がかかりますが、複雑な変更を段階的に表示することで明確
にします。
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上の画像をクリックするとアニメーションが再生されます。

ワークブックのビジュアライゼーションをアニメーション化する
新しいワークブックを作成すると、Tableau では既定でViz のアニメーションが有効になります。
ユーザーおよびワークブックのレベルでアニメーションのオンとオフを切り替えることができます。
1. [書式設定] > [アニメーション] を選択します。
2. すべてのシートをアニメーション化する場合は、[ワークブックの既定値]で[オン] をクリック
します。その後、次を実行します。
l

[継続時間] で、プリセットを選択するか、最大 10 秒のカスタム時間を指定しま
す。

l

[スタイル] では、[同時] を選択してすべてのアニメーションを一度に再生するか、
[連続] を選択してマークをフェードアウトし、アニメーションを移動して並べ替えて
からフェードインします。

3. 特定シートに対するワークブック規定値を無効にするには、[選択したシート] の設定を
変更します。

注: [選択したシート]セクションで、「(デフォルトが)」関連するワークブックのデフォルト
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設定を自動的に反映する設定を示します。
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アニメーションを再生するには、ツールバーの[再生] ボタンをクリックします。[再生] ボタンから、
アニメーションを再生する速度 (実際の速度、2 倍速、または 1/2 速度) を選択することができ
ます。

ワークブックのアニメーション設定をリセットする
アニメーションをリセットして、ワークブック全体を既定のアニメーション設定に戻すことができま
す。これを行うとアニメーションは既定でオフになる点に注意してください。
1. [書式設定] > [アニメーション] を選択します。
2. [アニメーション] ペインの中央にある[すべてのシートをリセット] をクリックします。

すべてのアニメーションを完全に無効にする
既定では、新しいワークブックを作成すると、Viz のアニメーションが有効になります。ビジュアラ
イゼーションを表示しているときにアニメーションが気が散る場合は、それらが再生されないよう
に完全に無効にすることができます。(これはシステム全体の設定ではなく、それぞれのユー
ザーが個別に適用する必要があります。)
l

Tableau Desktop で、[ヘルプ] > [設定とパフォーマンス] を選択し、[アニメーションを有
効にする] の選択を解除します。

l

Tableau Cloud または Tableau Server で、ブラウザーの右上隅にあるお使いのプロファ
イル画像またはイニシャルをクリックし、[マイアカウント設定] を選択します。次に、ペー
ジの一番下までスクロールし、[アニメーションを有効にする] をオフにして、[変更の保
存] をクリックします。
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注: アニメーションが無効になっている場合、オーサリングモードで[フォーマット] > [アニメー
ション] を選択して設定を調整することはできますが、効果はありません。

軸のアニメーションの小数点を書式設定する
メジャーの小数点が既定で設定されている場合、軸のアニメーションで表示される小数点以
下の桁数が、アニメーションの再生中に変動する可能性があります。これを回避するには、メ
ジャーに表示される小数点以下の桁数を書式設定します。詳細については、「数値とNull 値
の書式設定」を参照してください。

アニメーションが再生されない理由
サーバー レンダリング
Viz がサーバーでレンダリングされている場合、アニメーションは再生されません。Viz がクライアン
トPC やモバイルデバイスでレンダリングされるようにするには、次の方法を使用します。
l

Viz の作成者は、Viz の複雑さを減らします。

l

Tableau Server 管理者は、クライアント側レンダリングの複雑さのしきい値を大きくしま
す。

注: 処理能力の低いコンピューターでは、アニメーションが途切れることがありますが、ユー
ザーは応答性を低下させることなく、引き続きビジュアライゼーションを操作できます。

サポートされていないブラウザーと機 能
アニメーションは、Internet Explorer を除くすべてのWeb ブラウザーでサポートされています。
次のTableau 機能はアニメーション化を行いません。
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l

Web ブラウザーのマップ、多角形、密度マーク

l

円グラフとテキストマーク

l

ヘッダー

l

予測、傾向、および参照ライン

l

ページ履歴のトレイル (Viz にこれらが含まれている場合は、予期しない動作を避けるため
にアニメーションをオフにします)。

URL アクション
URL アクションは、Tableau の外部にあるWeb ページ、ファイル、または他のWeb ベースリ
ソースを指すハイパーリンクです。URL アクションを使用すると、メールのほか、データに関する
追加情報へのリンクを作成することができます。データに基づいてリンクをカスタマイズする場合
は、URL にフィールド値をパラメーターとして自動的に入力できます。
ヒント: URL アクションも、ダッシュボードのWeb ページオブジェクトで開くことができます。詳細
については、「アクションとダッシュボード」を参照してください。

URL アクションは、ツールヒントメニューから実行されます。リンクには、ターゲットURL ではな
く、アクション名が反映されます。
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URL アクションで Web ページを開く
1. ワークシートで [ワークシート] > [アクション] を選択します。ダッシュボードから[ダッシュボー
ド] > [アクション] を選択します。
2. [アクション] ダイアログボックスで、[アクションの追加] をクリックして、[URL に移動] を選択
します。
3. 次のダイアログボックスで、アクションの名前を入力します。名前にフィールド変数を入力す
るには、[名前] ボックスの右側にある [挿入] メニューをクリックします。

注: ツールヒントのリンクテキストは、URL ではなく、アクションの名前なので、そのア
クションにはわかりやすい名前を付けます。たとえば、製品の詳細情報にリンクして
いる場合、「詳細を表示する」などが適切な名前になります。

4. ドロップダウンリストを使用して、ソースシートまたはデータソースを選択します。データソー
スまたはダッシュボードを選択する場合、それに含まれる個々のシートを選択できます。

5. ユーザによるアクションの実行方法を選択します。
このオプショユーザーが次の操作を行ったときにアクションが実行される
ンを選択し
た場合
ポイント

ビューのマークをポイントする。このオプションは、ダッシュボード内のハイライ

する

トアクションに対して最適に機能します。

選択する ビュー内のマークをクリックする。このオプションは、すべてのタイプのアクション
に対して有効に機能します。
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メニュー

ビュー内の選択したマークを右クリック(Mac では Control を押しながらクリッ
ク) して、ツールヒント(メニュー) のオプションを選択します。このオプションは、
URL アクションに対して特に有効に機能します。

6. URL ターゲットでは、リンクで以下を開く場所を指定します。
l Web ページ オブジェ
クトが存在しない場合の新しいタブ— Web ページ オブジェ
クトが存在しないシート上で、その URL がブラウザで開くようにします。これは [ソー
スシート] が [すべて] またはデータソースに設定されている場合に良い選択肢となり
ます。
l
l

新しいブラウザ タブ— デフォルトのブラウザで開きます。
Web ページ オブジェクト— (Web ページ オブジェクトを含むダッシュボードでのみ使
用可能) 選択したWeb ページ オブジェクトで開きます。

7. URL を入力します。
l URL は、
次のいずれかのプレフィックスで始まる必要があります。http、https、
ftp、mailto、news、gopher、tsc、tsl、sms、tel、file

注: プレフィックスが入力されていない場合、先頭にhttp:// が自動的に
追加され、Tableau Desktop でURL アクションが機能するようになります。
ただし、プレフィックスがないURL アクションがTableau Server または
Tableau Cloud にパブリッシュされると、ブラウザでURL アクションが失敗しま
す。ダッシュボードがパブリッシュされる場合は、アクションに完全修飾 URL
を常に指定してください。
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注: FTP アドレスの指定は、ダッシュボードにWeb オブジェクトが含まれていな
い場合にのみ行うことができます。Web オブジェクトが存在する場合、FTP ア
ドレスは読み込まれません。

l

Tableau Desktop では、C:\Example folder\example.txt のようなローカ

l

ル パスも使用できます
URL にフィールド値とフィルター値を動的な値として入力するには、URL の右側にあ
る [挿入] メニューをクリックします。ビューで参照フィールドを使用する必要があること
に注意してください。詳細については、URL におけるフィールド値およびフィルター値

の使用 を参照してください。
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入力したURL の下にはハイパーリンクが付いている例があり、クリックしてテストすること
ができます。
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8. (オプション) [データ値] セクションで、次のオプションのいずれかを選択します。
l URL でサポート
していないデータ値をエンコードする- ブラウザが URL で許可して
いない文字の値がデータに含まれている場合、このオプションを選択します。たとえ
ば、"売上高 & 金融" など、データ値の 1 つにアンパサンドが含まれている場合、アン
パサンドは、ブラウザが認識する文字に変換する必要があります。
l

URL パラメーターで複数の値を許可する- 値のリストをURL 内のパラメーター経
由で受け取ることのできるWeb ページにリンクしている場合、このオプションを選択し
ます。たとえば、ビューでいくつかの製品を選択し、Web ページでホストされている各
製品の詳細を表示するとします。サーバーが識別子 (製品 ID または製品名) のリス
トに基づいて複数の製品の詳細を読み込むことができる場合、複数選択を使用し
て識別子のリストをパラメーターとして送信できます。
複数の値を許可した場合は、区切り文字となるエスケープ文字も定義する必要
があります (コンマなど)。この文字は、リスト内の各項目を区切る文字であり、コン
マなどが使用されます。また、区切り文字エスケープも定義する必要があります。
区切り文字がデータ値で使用されている場合にこれを使用します。

URL アクションを使用したメールの作成
1. ワークシートで [ワークシート] > [アクション] を選択します。ダッシュボードから[ダッシュボー
ド] > [アクション] を選択します。
2. [アクション] ダイアログボックスで、[アクションの追加] をクリックして、[URL に移動] を選択
します。
3. [ソースシート] ドロップダウンリストで、送信先の電子メール アドレスが入ったフィールドが含
まれるシートを選択します。
4. [URL] ボックスで、次の操作を実行します。
l 「 mailto:」と
入力し、右側の [挿入] メニューをクリックして、電子メール アドレスを含
むデータフィールドを選択します。
l

「 ?subject= 」と入力し、[件名] 行のテキストを入力します。

l

「 &body= 」と入力し、右側の [挿入] メニューをクリックして、メールの本文に含める
情報のフィールドを選択します。

次の例では、"Email (メール)" フィールドにメールアドレスが含まれ、件名は "City
Information (市区町村の情報)" であり、メールの本文はメールアドレスに関連した市区
町村と州のデータで構成されています。
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:
5. (オプション) ワークブックからのデータを、メールの本文で既定の横方向リストの代わりに縦
方向リストとして表示できます。たとえば、"シカゴ、パリ、バルセロナ" という横方向リストを、
次のように縦方向に表示すると想定します。
シカゴ
パリ
バルセロナ
リストを垂直方向にするには、[データ値] セクションで次を実行します。
l
l
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l

[値の区切り文字] テキストボックスに「 %0a」と入力して、リスト内の各項目の間に
改行を追加します(これは改行を表す URL エンコード文字です)。

URL におけるフィールド値およびフィルター値の使用
ユーザーが選択したマークからURL アクションをトリガーすると、Tableau は フィールド値、フィル
ター値、およびパラメーター値をURL 内の変数として送信できます。たとえば、URL アクション
がマッピングWeb サイトにリンクしている場合、アドレスフィールドを挿入して、現在選択されて
いるアドレスをWeb サイトで自動的に開くことができます。
1. [URL アクションの編集] ダイアログボックスで、リンクの URL を入力します。
2. フィールド値、パラメーター値、またはフィルター値を挿入する場所にカーソルを置きます。
3. テキストボックスの右側にある [挿入] メニューをクリックして、挿入するフィールド、パラメー
ター、フィルターなどを選択します。変数は山括弧内に表示されます。必要な数だけ変数を
追加できます。

注: ビューで参照フィールドを使用する必要があります。そうでない場合、[リンクのテ
スト] をクリックしたときにリンクが機能したとしても、リンクがViz に表示されません。
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集 計 フィールドを含 める
使用可能なフィールドのリストには、非集計フィールドのみが含まれます。集計フィールド値を
リンクパラメーターとして使用するには、まず関連する計算フィールドを作成し、そのフィールド
をビューに追加します(ビジュアライゼーションに計算フィールドが必要ない場合は、計算フィー
ルドを[マーク] カードの[詳細] にドラッグします)。

パラメーター値 を挿 入 する
パラメーター値を挿入すると、URL アクションは既定で[表示名] 値を送信します。代わりに、
実際の値を送信するには、パラメーター名の後に文字 ~na を追加します。
たとえば、IP アドレスを含むパラメーターがあり、その実際の値の文字列が10.1.1.195 で、表
示名の文字列がComputer A (10.1.1.195) などのわかりやすい値だとします。実際の
値を送信するには、URL のパラメーターをhttp://<IPAddress~na>/page.htm のよう
に修正します。
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ビューまたはワークブックへのサブスクリプションの作
成
サブスクリプションにより、ビューやワークブックのイメージまたは PDF スナップショットが定期的に
メールで送信されます。Tableau Cloud にサインインする必要はありません。
注: Tableau Catalog がサイトに対して有効になっている場合、管理者は関連するアップスト
リームのデータ品質に関する警告をサブスクリプションメールに含めるかどうかを判断することが
できます。Tableau Catalog は データ管理 製品に含まれています。詳細については、
「Tableau Catalog について」を参照してください。

Tableau Cloud SMTP アドレス
サブスクリプションメールが正常に配信されるようにするには、会社のセキュリティソフトウェアとポ
リシーで、@cloudmail.tableau.com およびIP アドレス54.240.86.205 と54.240.86.204
からのメールが許可されていることを確認します。配信できないサブスクリプションは、Tableau に
拒否エラーを返し、受信者を一時的にブロックする場合があります。

自分または他のユーザー向けのサブスクリプションの設定
ビューをTableau Cloud で開いたときに、ツールバーにサブスクリプションアイコン(

) が表示さ

れる場合は、そのビューまたはワークブック全体をサブスクライブできます。ワークブックを所有して
いる場合、適切なサイトロールを持つプロジェクトリーダーの場合、または管理者の場合は、コ
ンテンツを表示するパーミッションを持つ他のユーザーをサブスクライブできます。

注: データの更新によって開始されるサブスクリプションは、ビューやワークブックが、データを
最新の状態に保つためにBridge を使用しているデータソースに依存する場合は、サポー
トされません。
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1. サイトの[検索] セクションから、[すべてのワークブック] または [すべてのビュー] を選択す
るか、サブスクライブするビューが含まれるプロジェクトを開きます。

2. ビューを直接、または含まれているワークブックを開いてから開きます。
3. ビューのツールバーで、[Watch (視聴)] > [サブスクリプション] を選択します。

4. サブスクリプションを受信するTableau ユーザーまたはグループを追加します。サブスクリ
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プションを受け取るには、ユーザーに[表示] および[画像/PDF のダウンロード] パーミッ
ションが必要です。
ワークブックを所有している場合は、[自分をサブスクライブする] を選択します。

注: グループをサブスクライブする場合、各ユーザーはサブスクリプションの作成時に
個別に追加されます。もっと多くのユーザーを後でグループに追加する場合は、サブ
スクリプションを受信するために、それらの新しいユーザーでグループを再度サブスクラ
イブする必要があります。同様に、グループから後で削除されるユーザーでは、サブ
スクライブしているビューへのパーミッションが削除されない限り、サブスクリプションは
自動的に削除されません。

5. サブスクリプションメールに現在のビューを含めるか、ワークブック全体を含めるかを選択し
ます。高優先度の情報が存在するときにのみビューにデータを含める場合は、[ビューが
空の時は送信しない] を選択します。
6. スナップショットの形式 (PNG 画像、PDF 添付ファイル、またはその両方) を選択します。
l

PDF の場合は、出力する用紙サイズと向きを選択します。

7. サブスクリプションメールをわかりやすくするために、件名行をカスタマイズしてメッセージを
追加します。
8. ワークブックでパブリッシュされた接続で1 つのデータ抽出を使用する場合、その頻度を
選択できます。
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l

l

データ更新時 : ビューまたはワークブックのデータが、更新スケジュールの実行によっ
て更新されたときにのみ送信されます。
選択したスケジュール: サブスクリプションのスケジュールを選択します。

9. 頻度が[データの更新時] に設定されていない場合は、現在の設定の左側にあるドロッ
プダウン矢印をクリックして、スケジュールを選択します。

サブスクリプションメールを好きなときに送信するカスタムスケジュールを指定します。
(サーバー負荷が高い場合は、厳密な配信時刻は異なる場合があります)。

タイムゾーンを変更するには、「タイムゾーン」リンクをクリックしてアカウント設定ページに
移動してください。
10. [サブスクライブ] をクリックします。
サブスクリプションメールを受信し、イメージ(または PDF サブスクリプションのメッセージ本文に
含まれるリンク) を選択すると、Tableau Cloud のビューまたはワークブックに移動することができ
ます。

サブスクリプションの更新またはサブスクライブ解除
既存サブスクリプションをサブスクライブ解除したり、サブスクリプションの形式、スケジュール、件
名、または空のビューモードを変更することができます。
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1. 次のいずれかの方法を使用して、Tableau Cloud のアカウント設定にアクセスします。
l

サブスクリプションメールの下にある[自分のサブスクリプションの管理] をクリックしま
す。

l

Tableau Cloud にサインインします。ページ上部で自分のユーザーアイコンを選択

Tableau Software

1159

Tableau Cloud ヘルプ
してから、[マイコンテンツ] を選択します。

2. [サブスクリプション] をクリックします。
3. サブスクライブを解除するビューの横にあるチェックボックスを選択し、[アクション]、[サブ
スクライブ解除] の順にクリックするか、変更したいサブスクリプションオプションを選択しま
す。

一時停止したサブスクリプションの再開または削除
ブックに問題があるか、ビューの読み込みで問題が発生しているために、サブスクリプションが失
敗する場合があります。サブスクリプションの失敗が5 回を超えると、サブスクリプションが一時
停止した旨の通知メールを受信します。サブスクリプション所有者または管理者は、いくつかの
方法で、一時停止したサブスクリプションを再開することができます。
l

Tableau Web ページの[マイコンテンツ] エリアで、[前回更新] 列に、サブスクリプションが
一時停止になっていることを示すアイコンが表示されます。[...]> [サブスクリプションの再
開] を選択して再開します。

l

影響が出ているワークブックの[サブスクリプション] タブで、[前回更新] 列に、サブスクリプ
ションが一時停止になっていることを示すアイコンが表示されます。[...]> [サブスクリプ
ションの再開] を選択して再開します。

サブスクリプションが再び機能している場合、通知メールが送信されます。
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関連項目
Tableau Desktop とWeb 作成のヘルプの「サブスクリプション設定の変更」。
Tableau Cloud ヘルプの「プロジェクトレベルの管理」では、どのサイトロールで完全なプロジェク
トリーダー権限が許可されるかを確認できます。

ビューの高 速 化
Creator または Explorer のライセンスを持つワークブックの所有者は、ワークブックを高速化する
ことができます。管理者は、個々のビューを中断したり、サイトの高速化をオフにしたりすること
ができます。ビューの高速化では、バックグラウンドプロセスでワークブックのデータを事前に計算
して取り出しておくことで、ビューを高速に読み込みます。ビューを読み込む際の潜在的なボト
ルネックは 2 つあります。
1. クエリ(データソースからのデータの取り出し)。
2. レンダリング(図形の描画やマップのレンダリングなどのビジュアルの作成)。
ワークブックの読み込み時間は、この2 つのステップにかかる合計時間によって決まります。ただ
し、すべてのビューを高速化できるわけではありません。ビューの高速化はクエリステップのパ
フォーマンスを向上させるので、クエリステップがすでに高速で、読み込み時のパフォーマンスの
ボトルネックにはなっていない場合、ワークブックのパフォーマンスは大きく向上しません。
さらに、ビューの高速化は事前計算に依存しています。次の要因が、ビューの高速化の効果
に影響を与えます。
l
l

NOW() や TODAY() などの一過性の関数を使用している。
ビューがユーザーベースの関数に依存しており、ユーザーごとに異なる結果を提供している。
Tableau Server がすべてのユーザーに対して結果を事前に計算できたとしても、そうするこ

l

とで、CPU、メモリ、ストレージの使用量を大幅に増加させてしまう可能性があります。
ビューの抽出更新スケジュールが 1 日の制限を超過している。高速化したビューは、抽出が
更新されると再生成されます。リソースの消費を制限するため、実行可能なジョブの最大

l

数に制限が設けられています (1 日あたり12 回)。
ビューの所有者が非アクティブである。高速化ジョブは、ビューの所有者に代わって実行され
ます。所有者が非アクティブの場合、ジョブは失敗します。
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l

埋め込まれた認証資格情報の有効期限が切れているか、データソースが削除されたた
め、ビューを読み込めない。

既存のビューの上にカスタムビューを作成し、そのカスタムビューを高速化すると、元のビューと
カスタムビューの両方が高速化されます。ただし、過去 14 日以内にカスタムビューにアクセス
していない場合、カスタムビューを高速化することはできません。最後に、元のビューごとに最
大 10 個のカスタムビューを元のビューに加えて高速化できます。

注：ビューの高速化は、Tableau Desktop では使用できません。

ビューの高速化
1. Tableau Cloud または Tableau Server でサイトにサインインします。
2. [ホーム] ページまたは [探索] ページから、高速化したいビューに移動します。
3. 高速化 アイコンをクリックし、スイッチをクリックして高速化 に切り替えます。

ワークブックページからビューを高速化することもできます。
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ビューの高速化を利用できない理由
ビューの高速化を利用できない理由はいくつかあります。高速化は実行時間の長いクエリを事
前に計算することで、ワークブックを高速に読み込みます。ただし、ビューがすでに可能な限り
高速に読み込まれている場合、高速化によってビューのパフォーマンスが大幅に向上すること
はないため、高速化を利用できません。
同様に、4 時間未満のデータ鮮度ポリシーを使用している場合、頻繁に更新されるビューを高
速化するためのコストが高く、サイトのパフォーマンスに過度の負荷をかけないようにするため、
高速化を利用できません。詳細については、「データ鮮度ポリシーの設定」を参照してくださ
い。
Tableau 管理者がビューの高速化を停止している場合は、管理者に連絡して、ビューの高速
化を有効にしてください。同様に、サイトで高速化できるビューの数の上限に達した場合は、
Tableau 管理者に連絡してください。
データを事前に計算するには、Tableau はユーザーによる操作を必要とすることなく、バックグラ
ウンドでデータソースに接続する必要があります。このため、ビューの高速化を利用できるの
は、接続の認証資格情報が埋め込まれているワークブックのみです。
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サイトでビューの高速化を管理する
ビューの高速化は既定で許可されます。
1. Tableau Cloud でサイトにサインインします。
2. 左側のペインで、[設定] を選択します。
3. [全般] タブで、[ビューの高速化] セクションまでスクロールします。
4. Creator とExplorer がワークブックでビューを高速化できるように、チェックボックスをオンにし
ます。サイトのビューの高速化をオフにするには、チェックボックスをオフにします。

リソースを節約するためにアクセラレーションを自動的に一時停
止する
リソースを節約するために、管理者は常に失敗しているビューのアクセラレーションを自動的に
一時停止できます。管理者は、アクセラレーションを自動的に一時停止する前に、1 日、1
週間、または 1 か月あたりのアクセラレーションタスクの失敗回数のしきい値を設定できます。
1. Tableau サイトにサインインします。
2. 左側のペインで、[設定] を選択します。
3. [全般] タブで、[ビューの高速化] セクションまでスクロールします。
4. 1 日、1 週間、または 1 か月あたりに許可される最大失敗回数を設定します。
5. [保存] をクリックします。

高速化されたワークブックの表示と管理
1. Tableau サイトにサインインします。
2. 左側のペインから、[タスク] を選択します。
3. [ビューの高速化] タブをクリックします。
4. [アクション] メニュー (...) を選択して、選択した1 つまたは複数のビューの高速化を再開ま
たは一時停止します。
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ビュー アクセラレーションの通知を管理する
管理者は、ビューが自動的に一時停止された場合の通知を受け取るかどうかを管理できま
す。
1. Tableau サイトにサインインします。
2. 左側のペインで、[設定] を選択します。
3. [全般] タブで、[通知の管理] セクションまでスクロールします。
4. 自動的に一時停止されたビューの通知を受け取るには、[ビュー アクセラレーション] のチェッ
クボックスをオンにします。
5. [保存] をクリックします。
ビューが自動的に一時停止された場合、サイト管理者とサーバー管理者に通知が送られま
す。通知には、ビューが一時停止された理由とその時間に関する情報が含まれます。通知を
クリックすると、[タスク] ページの[アクセラレートされたビュー] タブが表示されます。管理者は、こ
のページでアクセラレーションのステータスをフィルターして、自動的に一時停止されたビューを見
つけることができます。

事前計算を行うためのユーザー コンテキストを理解する
高速化を有効にしたワークブックの事前計算は、ユーザー1 人によるユーザーコンテキストで実
行されます。このユーザーは次のいずれかです。
l

ワークブックの所有者 (ワークブックまたはデータソースにユーザー フィルターがない場合、ま
たはデータソースにユーザー フィルターはあるが、データソースがパブリッシュされている場
合)。
- または -
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l

前回ワークブックをパブリッシュしたときに、サムネイルの生成のために選択したユーザー
(ワークブックにユーザー フィルターがあり、データソースがパブリッシュされていない場合)。

ビューをSalesforce にパブリッシュする(限 定 プレ
ビュー)
ビューをCRM Analytics アプリまたは Salesforce Lightning ページにパブリッシュすることにより、
ビューをTableau Cloud からSalesforce エコシステムに直接取り込むことがきます。
ヒント: Salesforce へのパブリッシュは、限定されたプレビューに参加しているお客様のみが利
用できます。

前提条件
1. Exploror (パブリッシュ可能) ロールが必要です。
2. 管理者は、ユーザーが Salesforce にビューをパブリッシュできるように、インテグレーションの
サイト設定 を更新する必要があります。

ビューをSalesforce にパブリッシュする
ダッシュボード、シート、ストーリーなど、1 つ以上のビューを選択します。次に、編集または管
理するアクセス権を持つCRM Analytics アプリのリストから宛先を選択します。
1. Salesforce にパブリッシュするビューを選択します。

注: Salesforce にパブリッシュするビューは、一度に最大 25 個まで選択できます。
2. [アクション] で、[Publish to Salesforce (Salesforce にパブリッシュ)] を選択します。
3. パブリッシュに使用するSalesforce 認証資格情報を選択します。
4. パブリッシュする宛先アプリを選択します。表示できるのは、Salesforce ユーザーとしてサイ
ンインして編集または管理できるアプリのみです。
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5. [パブリッシュ] をクリックします。

接続済みアプリのセッションのタイムアウト
既定では、接続済みアプリのタイムアウト値は 1 時間です。最初のセッションの有効期限が切
れた後にビューをSalesforce にパブリッシュする場合は、もう一度認証する必要があります。
接続済みアプリのタイムアウト値は、最大 24 時間まで延長することができます。
1. まず、接続済みアプリのセッションポリシーのタイムアウト値 を更新します。手順については、
「 接続済みアプリのセッションポリシーの管理 」を参照してください。
2. 次に、セッションセキュリティのタイムアウト設定を構成します。接続済みアプリのセッションポ
リシーに入力した値と一致するようにタイムアウト値 を更新します。手順については、「 セッ

ションセキュリティ設定の変更 」の「 セッションタイムアウト設定の構成 」セクションを参照し
てください。
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Salesforce にパブリッシュしたビューを表示できるユーザー
ビューをSalesforce にパブリッシュすると、選択したCRM Analytics アプリまたは Lightning ペー
ジにアクセスできるユーザーは誰でもコンテンツが存在することを確認できます。ただし、ビュー
を表示できるのは、既存のTableau パーミッションを使用してサインインしているユーザーのみ
です。

Tableau でデータを操 作 する
このチュートリアルでは、Tableau Server におけるデータビジュアライゼーション(ビュー) の表示
と操作の基本について説明します。
Tableau をツールとして使用すると、パブリッシュされたビジュアライゼーションを操作して、インサ
イトを探索したり、質問を投げかけたり、データを把握したりすることができます。使い方は次
のとおりです。

どうぞ、クリックしても安全です
Tableau は操作されることを考慮して構築されています。ビジュアライゼーションを操作しても、
差し当たり、自分のビジュアライゼーションの外観しか変わりません。
他の人には、オリジナルのビジュアライゼーションが表示されています。ビジュアライゼーションの
表示に使用したデータも、同じ状態に保たれています。

1: Tableau サイトとは
Tableau サイトは、データやデータビジュアライゼーションをチームで互いに共有できる場所で
す。みんながパブリッシュして利用できるようにしたものを探索できます。
Tableau サイトにサインインすると、ホームページが表示されます。

1168

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

2: viz の検索
Tableau サイト上のビジュアライゼーションをビューと呼びます。ワークブックは、複数のビューを1
つのファイルにまとめたものです。検索機能で、ビューまたはワークブックを検索します。
検索結果には、クエリに応じて、さまざまなコンテンツタイプがすべて表示されます。
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探していたものがクイックサーチのビューにない場合は、[すべて表示] を選択してすべての検
索結果を表示するか、[探索] ページで閲覧して回ります。Tableau サイトでホストできるさまざ
まな種類のコンテンツがすべて表示されています。
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3: コンテンツの操作
パブリッシュされたビューをキャンバスとして使用すると、データを操作して理解することができま
す。参照元のデータを破損したり変更したり、他の人に表示されているものを変更したりするこ
とはありません。
ツールボックスには以下のようなツールがあり、データからインサイトを得るために利用できます。

詳 細 表 示 とデータの並 べ替 え
データをクリックできることがわかったので、チェックしてみます。
ビューの中でマウスを移動すると、各データポイント(マーク) の詳細を示すツールヒントが表示さ
れるでしょう。複数のマークを選択することもできます。

表をアルファベット順や数値順に並べ替えるには、列のヘッダーにカーソルを合わせて並べ替え
のアイコンをクリックします。
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データのフィルター
表示されるデータを特定の領域、日付、カテゴリなどにトリミングしたり制限したりすることがで
きます。

1172

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

元 に戻 す
すべてを除外するのではなく、1 つの領域だけを除外するつもりだった、ということがあるかもしれ
ません。[ひとつ前に戻す (Udno)] をクリックすると最後の変更を取り消し、[元に戻す (Revert)]
を使用するとすべての選択を元に戻すことができます。

4: 最新化
ビューは新しいデータで自動的に更新されるため、新しいチャートを検索して最新の情報を取
得する必要はありません。星形のアイコンをクリックしてお気に入りに追加して、ビューを手元に
置いておくことができます。

すべてのお気に入りは、ナビゲーションパネルの[お気に入り] ページに追加されます。最近調べ
たダッシュボードやビューもホームページに表示され、次回も利用できます。
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これらは基本機能の一部であり、Tableau Server でできることはたくさんあります。詳細につい
ては、「Tableau Web ビューでできること」を参照してください。
探索してみてください。

メトリクスの作 成 とトラブルシューティング
メトリクスを利用すると、データについての情報をいつも入手していることができます。メトリクス
は自動的に更新され、コンテンツのグリッドビューやリストビューに現在の値が表示されるた
め、気になる主要な数値をすべて数秒で確認できます。

1174

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

基本的なレベルのメトリクスでは、売上の合計など、メジャーの集計値を示します。より複雑な
メトリクスでは、タイムライン、比較、ステータスなどを含めることができます。これにより、前の時
点や定義した値と比較して、パフォーマンスの状況をわかりやすく示すことができます。
定期的にチェックする一連のダッシュボードがある場合、監視したい数値のメトリクスを作成し
て、お気に入りやコレクションに追加したり、同じプロジェクトで作成したりしておくと、まとめて追
跡することができます。そうすれば、データを深く掘り下げたいとき以外は、ダッシュボードを読み
込んでフィルターリングする必要がなくなります。

サイト内のメトリクスを検索する
Tableau サイトでメトリクスを見つけるには、いくつかの方法があります。閲覧権限があるすべて
のメトリクスを参照するには、[探索] ページに移動し、コンテンツタイプメニューから[すべてのメ
トリクス] を選択します。
特定のビューまたはワークブックに関連するメトリクスを探している場合は、そのコンテンツの接続
済みメトリクスを確認します。ビューの接続済みメトリクスを表示するには、ビューを開き、ビュー
のツールバーの[Watch (視聴)] > [メトリクス] をクリックします。表示されるメトリクスは、最新の
作成日から最も古い作成日の順に並べられます。
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ワークブック内のすべてのビューの接続済みメトリクスを表示するには、ワークブックに移動し、
[接続済みメトリクス] タブをクリックします。[並べ替え] メニューを使用すると、これらのメトリクス
を並べ替えることができます。
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メトリクスのコンポーネント
メトリクスを定義するために必要なデータは、メジャーの集計だけです。メトリクスはビュー内の
マークから作成され、そのマークに関連付けられたメジャーでメトリクスを定義します。集計され
ていないマークは時間が経過しても変化しないため、メジャーは集計されている必要がありま
す。Tableau のディメンションとメジャーについては、「ディメンションとメジャー、青と緑」を参照し
てください。
メトリクスは、オプションで日付ディメンションによって定義することもでき、メトリクスの比較とス
テータスを設定することもできます。これらの各コンポーネントは、メトリクスカードに表示される
データにコンテキストを追加します。
メトリクスを定義するメジャーのみを持つメトリクスは、単一の数値として表示されます。この数
値はデータが更新されると更新されますが、カードにタイムラインは表示されません。
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タイムライン
マークを選択してメトリクスを定義するとき、そのマークに日付ディメンションが関連付けられて
いる場合、そのディメンションはメトリクスの定義の一部になります。日付ディメンションを持つメ
トリクスはタイムラインを表示し、メトリクスの履歴比較を設定できます。デフォルトでは、履歴
比較は前のマークと比較されます。
メトリクスの詳細ページを開くと、タイムラインは、例えば日次売上や月間 ユーザーなど、日付
ディメンションの粒度に基づくメジャーの値を表示します。履歴の値を表示するには、タイムラ
イン上の点にカーソルを合わせます。
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比較
メトリクスに対して設定できる比較には、履歴比較と定数比較の2 種類があります。履歴比
較は、メトリクスに日付ディメンションが関連付けられている場合にのみ設定できますが、定数
比較は、任意のタイプのメトリクスに設定できます。
履歴比較は、現在の値と、数時間前、数日前など、指定された時間単位の以前の値との
相対的な比較です。たとえば、月間売上の現在の値を12 か月前の値と比較するように設定
できます。履歴比較は、データがメトリクスに追加されるたびに、新しいデータの日時に基づい
て修正されます。

Tableau Software

1179

Tableau Cloud ヘルプ

定数比較は、新しいデータが追加されても変化しない単一の値に対する比較です。たとえ
ば、納期達成率 90% を維持する必要がある場合など、あるしきい値を上回ることがわかるよ
うに比較を設定できます。または、毎月の月間売上目標など、目指している累積的な目標
を定めてもよいでしょう。
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ステータス
定数比較を行うメトリクスの場合、比較値より上、下、またはその値であることが、良いこと、悪
いこと、または中立であるのかを定義できます。「良い」ステータスのメトリクスは、比較値の横に
チェックマークが表示され、メトリクスカードの上部に緑色の帯が表示されます。「悪い」ステータ
スのメトリクスは、比較値の横にX が表示され、メトリクスカードの上部に赤い帯が表示されま
す。「中立」ステータスのメトリクスは、ステータスインジケーターのないメトリックと同じように表示
されます。アイコンや色はカードに適用されません。
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ビューからメトリクスを作成する
Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールを持っているユーザーや、関連する
ワークブックで[Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] 機能を使用できるユーザー
は、Tableau Cloud または Tableau Server でメトリクスを作成できます。
メトリクスを作成する前に、ビューの接続されたメトリクスをチェックして、作成しようとしているメ
トリクスがすでに存在していないことを確認してください。メトリクスを重複して作成する代わり
に、既存のメトリクスを開いてお気に入りとして追加します。

マークを選 択 してメトリクスを定 義 する
1. メトリクスを作成するビューに移動します。
2. ビューのツールバーで、[Watch (視聴)] > [メトリクス] を選択します。

メトリクスペインが開きます。
3. 接続済みメトリクスがペインに表示されている場合は、[作成] ボタンを選択すると、オー
サリングモードに入ります。
4. マークを選択します。エラーが発生したら、メトリクスを作成できない場合を参照してくだ
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さい。

このマークに関連付けられたメジャーで、メトリクスが定義されます。このマークに適用され
るフィルターは、メトリクスにも適用されます。このマークに日付ディメンションが関連付けら
れている場合、その日付ディメンションでもメトリクスが定義され、メトリクスにはタイムライ
ンが表示されます。
メトリクスペインにメトリクスのプレビューが表示されます。プレビューの値はメトリクスの最
新の値であり、選択したマークの値とは、時系列で最新ではない場合、異なる可能性
があります。プレビューは、さまざまな設定を試すと更新されます。

メトリクスの説 明 と設 定
メトリクスの設定に使用できるオプションは、選択したマークや比較のタイプによって異なります。
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1. 名前フィールドは選択したマークに基づいて事前に入力されています。メトリクスに別の
名前を付けることもできます。メトリクスは、それが属するプロジェクト内で一意となる名
前をつけなければなりません。
2. [説明] には、他のユーザーがメトリクスを理解するのに役立つオプションのメッセージを入
力します。たとえば、メトリクスに適用されるフィルターを説明したり、メトリクスで使用さ
れるデータソースを示したりします。
3. 日付範囲 (日付ディメンションを持つメトリクスの場合のみ) には、デフォルトのオプション
から1 つ選択するか、カスタム範囲を設定します。メトリクスにマークが大量にある場
合、日付範囲に制限を設けるとタイムラインが読みやすくなります。
4. メトリクスの比較タイプ(履歴または定数) を選択します。
5. 履歴比較の場合:
l

どれくらい前と比較したいかを入力します。比較するための時間の単位は、時間や
月数など、データの粒度と同じです。

l

[比較行の表示] を選択すると、タイムライン上に比較期間を示す 2 行目が表示さ
れます。

6. 定数比較の場合:
l

比較する値を入力します。このフィールドにはコンマや記号を含めないでください。
パーセンテージを入力するは、パーセント記号を除いた数値を入力します。たとえ
ば、目標が 25% の場合は 0.25 ではなく25 と入力します。有効なターゲット値を入
力すると、プレビューが更新され、現在の値がターゲット値よりどれだけ大きいか、ま
たは小さいかが表示されます。

l

比較のステータスを設定して、比較値より上、下、またはその値であることが、良い
こと、悪いこと、または中立であるのかを定義します。デフォルトでは、ステータスは中
立に設定されています。メトリクスをプレビューすると、ステータスの違いによってメトリ
クスがどのように変わるか確認できます。

7. [定義] > [メジャー] で、定義に使用するメジャーをドロップダウンリストから選択します。
このオプションは、選択したマークに複数のメジャーが関連付けられている場合にのみ表
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示されます。

メトリクスを完 成 させる
1. [プロジェクト] で[場所の変更] を選択すると、メトリクスの場所を変更できます。既定で
は、メトリクスはビューが属するプロジェクトに追加されます。
プロジェクト内のすべてのメトリクスには、一意に名前を付ける必要があります。メトリクス
の名前とプロジェクトは最初に選択したマークに基づいて設定されるため、別のユーザー
がすでにそのマークからメトリクスを作成している場合、メトリクスを保存しようとすると競
合が発生する可能性があります。別のプロジェクトや名前をメトリクスに選択するか、既
存のメトリクスを上書きする場合は「メトリクスの上書き」を参照してください。
2. [作成] ボタンをクリックします。
追加したプロジェクトのメトリクスへのリンクを含むメッセージが表示されます。

3. [パーミッションの設定] のガイドに従って、メトリクスのパーミッションが正しいことを確認しま
す。
デフォルトでは、メトリクスは作成されたプロジェクトの権限を継承します。メトリクスにアク
セスできるユーザーは、接続されたビューまたはデータソースにアクセスするパーミッション
がなくても、メトリクスのデータを表示できます。
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メトリクスを作成すると、Tableau サイト上の他の独立したコンテンツを管理するのと同じ方法
でメトリクスを管理できるようになります。メトリクスはビューから作成されますが、データ駆動型
のアラートやサブスクリプションとは異なり、そのビューとは独立して存在します。接続された
ビューを移動せずに、メトリクスを別のプロジェクトに移動できます。Tableau サイトでのコンテン
ツの管理については、「Web コンテンツの管理」を参照してください。

メトリクスを上 書 きする
メトリクスを一度作成したら、メトリクスの名前、説明、構成を変更することはできますが、メト
リクスの定義方法を変更することはできません。メトリクスが使用するデータを変更する場合
は、メトリクスを上書きする必要があります。メトリクスを上書きするには、メトリクスの所有者で
あるか、操作できる適切なパーミッションが付与されている必要があります。
1. メトリクスを上書きするには、上書きするメトリクスと同じ名前のメトリクスを同じプロジェ
クトに作成します。
[メトリクスの上書き] ダイアログボックスが表示されます。
2. [上書き] ボタンをクリックします。
メトリクスを上書きしても、そのメトリクスをお気に入りに追加したユーザーに対して引き続き表
示され、以前のメトリックのアクセス許可に加えられた変更は新しいメトリクスに適用されます。

メトリクスを作 成 できない場 合
メトリクスに対応していないチャートでマークを選択すると、メトリクスを作成できない理由を説
明するエラーメッセージが表示されます。次の表は、これらのシナリオをまとめたものです。
理由
正しいパーミッションがありませ

シナリオ
l

ん。

ワークブックの所有者または管理者が、
[Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] 機
能を拒否しました。詳細については、「パーミッション」
を参照してください。

完全なデータにアクセスできま
せん。
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理由

シナリオ
は、「データ行レベルでのアクセスの制限」 を参照して
ください。

ワークブックのデータソースの

l

ワークブックがパスワードを要求します。詳細について

パスワードが埋め込まれてい

は、「パブリッシュされたデータにアクセスするための認

ないか、有効でなくなりまし

証資格情報を設定する」 を参照してください。

た。
データの粒度が正しくありませ

l

ん。

グラフのデータは集計されません。メトリクスは、合計
や平均などの集計を使用します。詳細については、

l

「Tableau でのデータ集計」 を参照してください。
データブレンドの結果として、データのセルごとに複数
の値があります。詳細については、「データブレンドの

トラブルシューティング」 を参照してください。
日付ディメンションはサポート

l

されていません。

チャートに日付部分と日付値の両方が含まれていま
す。詳細については、「日付レベルの変更」 を参照し

l

てください。
日付ディメンションでは、標準のグレゴリオ暦ではなく
ISO 8601 暦を使用します。詳細については、「週ベー

l

スのISO-8601 暦」 を参照してください。
日付ディメンションは、月/年または月/日/年のカスタム
レベルで集計されます。詳細については、「カスタム日

付」 を参照してください。

メトリクスの構成を編集する
2022.2 から、メトリクスの構成を変更できます。メトリクスの構成には、比較、日付範囲、およ
びステータス指標が含まれます。使用可能な構成オプションは、メトリクスのタイプによって異な
ります。タイムラインを使用したメトリクスを使用すると、履歴比較または定数比較を設定でき
ます。単一数値のメトリクスでは、定数比較のみがサポートされます。
メトリクスの構成には、メトリクス定義 (メトリクス値を生成するメジャーと日付ディメンション) は
含まれていません。定義を変更する場合は、メトリクスを新しいメトリクスで上書きします。
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メトリクスの構成を編集するには、メトリクスの上書き機能が必要です。
1. 編集するメトリクスのメトリクス詳細ページを開きます。
2. 構成セクションにカーソルを合わせます。セクションの任意の場所をクリックすると、編集モー
ドになります。

3. タイムラインメトリクスの場合、メトリクスカードと詳細に表示する日付範囲を設定します。
4. 比較タイプを選択します。定数比較の場合は、比較値とステータスを設定します。履歴比
較の場合は、どれくらい前の値と比較するかを設定し、タイムライン上に比較線を表示する
かどうかを選択します
5. [保存] をクリックします。構成の変更内容は、メトリクスを閲覧するすべてのユーザーに表
示されます。

メトリクスの更新方法
メトリクスの更新時には、接続されたビュー(メトリクスの作成元のビュー) に新しいデータがない
かどうかがチェックされます。データが変更されていない場合もあるため、更新の実行時にメトリ
クスの値が更新されるとは限りません。
メトリクスは、抽出の更新スケジュールに基づく頻度 (あるいは、ライブデータの場合は、60 分
ごと) で更新されます。最後の更新時刻がメトリクスに表示されます。
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失敗した更新の修正
メトリクスが接続されているビューやその参照元データにアクセスできない場合、更新は失敗し
ます。メトリクスの更新に失敗すると、失敗の時刻と影響を受けたメトリクスについての通知を
受信します。
メトリクスの更新は、次のいずれかの理由で失敗する場合があります。
l
l
l
l

接続されているビューが削除または変更されました。
接続されているビューのパーミッションが変更されました。
データソースのパスワードが埋め込まれなくなったか、有効でなくなりました。
メトリクスの所有者がメトリクスの更新に必要なサイトロールを持っていません。Creator ま
たは Explorer (パブリッシュ可能) のサイトロールが必要です。

l

一時的な接続の問題が起きています。この場合は時間が過ぎると解決されます。

障害の原因を特定するには、[メトリクスの詳細] を調べてください。メトリクスの所有者がメトリク
スの更新に必要なサイトロールを持っていることを確認してください。次に、[接続済みビュー]
を調べます。
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接 続 済 みビューがまだ一 覧 にある場 合
ビューを開いて、エラーの原因を調査します。
ビューが読み込まれる場合は、メトリクスを定義するメジャーと(オプションの) 日付ディメンション
がビューにまだ存在することを確認します。
l

ビューが変更されていないようである場合は、ビューからメトリクスを更新するパーミッショ
ンがない可能性があります。コンテンツ所有者または Tableau 管理者が
[Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] パーミッション機能を変更できます。
詳細については、「パーミッション」を参照してください。

l
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トリクスが接続できません。コンテンツ所有者または Tableau 管理者がリビジョン履歴を
確認し、以前のバージョンを復元できます。詳細については、「リビジョン履歴の表示」を
参照してください。
ビューが読み込まれず、代わりにパスワードの入力を求められるか、データソースへの接続時に
エラーが表示される場合は、データソースのパスワードが埋め込まれていないか、無効になって
います。コンテンツ所有者または Tableau 管理者がデータソース接続を編集し、パスワードを
埋め込むことができます。詳細については、「接続の編集」を参照してください。

接 続 されているビューが一 覧 にない場 合
ビューが削除されたか、ビューにアクセスするためのパーミッションがなくなりました。支援を受ける
には、Tableau 管理者にお問い合わせください。

一時停止された更新の再開
更新の失敗が一定の回数に達すると、更新は一時停止されます。メトリクスの更新が一時停
止されると、通知を受信します。
メトリクスの更新が一時停止されると、Tableau ではそのメトリクスについて新しいデータが取得
されなくなります。更新が一時停止されたメトリクスでは、引き続き過去のデータが表示されま
す。
失敗の原因が修正された場合は、更新を再開できます。
1. 影響を受けたメトリクスを開きます。
2. 警告メッセージで、[更新の再開] をクリックします。
Tableau で更新が試行されます。この試行が成功すると、通知が送信され、更新はスケジュー
ルに従って実行されるようになります。試行が成功しなかった場合、更新は一時停止されたま
まになります。
接続されているビューがまだ使用可能な場合は、メトリクスを上書きしてみてください。詳細に
ついては、「メトリクスを上書きする」を参照してください。それ以外の場合は、過去のデータの
参照用にメトリクスを保持するか、メトリクスを削除できます。
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注: 更新に必要なサイトロールがないためメトリクスの更新が一時停止されている場合、
更新を再開したり、メトリクスを削除したりすることはできません。

Tableau Catalog でのメトリクスの表示
2019.3 以降、Tableau Catalog は、Tableau Cloud とTableau Server に対するデータ
管理 で使用できます。Tableau Catalog が環境で有効になっている場合、Catalog の系
列ツールでメトリクスを確認でき、データ品質に関する警告の影響を受けるメトリクスにそ
れらの警告が表示されます。Tableau Catalog の詳細については、Tableau Server また
は Tableau Cloud ヘルプの「Tableau Catalog について」を参照してください。

監視する数値に対してメトリクスを定義している場合は、そのメトリクスが依存するデータが何
らかの影響を受けているかどうかを知ることが重要です。これを知るためにCatalog を使用する
方法がいくつかあります。まず、メトリクスに基づくデータに設定されたデータ品質に関する警告
は、メトリクスに表示されます。これらの警告は、Tableau Mobile でメトリクスを開くと表示され
るほか、Tableau Server およびTableau Cloud で、次に示すように、グリッドビューおよびメトリ
クスの詳細ページでメトリクスにカーソルを合わせると表示されます。
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詳細については、Tableau Server または Tableau Cloud のヘルプの「データ品質に関する警告
を設定する」を参照してください。
Tableau Catalog の系列ツールを使用して、メトリクスが依存しているアップストリームソースを
確認することもできます。インパクト分析を行うときに、特定の列またはテーブルが変更されてい
るか非推奨になっている場合、または特定のワークブックが削除されている場合に影響を受け
るメトリクスを確認できます。メトリクスを系列に含めると、Catalog では、変更が環境内のアセッ
トに及ぼす影響の全体像が示されます。
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詳細については、Tableau Server または Tableau Cloud のヘルプの「インパクト分析での系列
の使用」を参照してください。

データ鮮 度 ポリシーの設 定
データのパフォーマンスと鮮度を理解する
ワークブックを作成し、チームがそのワークブックを気に入っているとします。しかし、最新のデー
タをViz に表示するには、[更新] ボタンをクリックする必要がある場合があります。ライブ接続を
使用してワークブックを作成したのに、なぜデータを更新する必要があるのでしょうか。その答
えはパフォーマンスです。
Tableau では、パフォーマンスを向上させるために、データをキャッシュに保存し、以降のアクセ
スで、キャッシュに保存されたデータをより迅速に再利用して返すことができるようにしていま
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す。[更新] ボタンをクリックすると、更新されたデータを取得できますが、パフォーマンスコストが
増大する可能性があります。
データのパフォーマンスと鮮度のバランスをとるには、ワークブックのデータ鮮度ポリシーを設定しま
す。データ鮮度ポリシーを設定すると、指定した時間にデータが更新されます。Tableau は、
キャッシュに保存されたデータが設定した鮮度ポリシーを満たしていない場合、そのデータを視
覚化しません。

ワークブックに最適なデータを選択する
データをキャッシュに保存せずに、常に最新のデータを表示することを望むユーザーがいる一方
で、オーバーヘッドを削減してワークブックのパフォーマンスを向上させるために大きなキャッシュを
望むユーザーもいます。データ鮮度ポリシーを設定する最初のステップは、ビジネスに適したデー
タを決定することです。
Tableau Cloud では、キャッシュに保存されたデータが既定で12 時間ごとに更新され、ワーク
ブックの所有者はワークブックレベルでデータ鮮度ポリシーを設定できます。
Tableau Server では、サーバー管理者はサーバー上のすべてのサイトに既定のキャッシュポリ
シーを設定でき、ワークブックの所有者はワークブックレベルでデータ鮮度ポリシーを設定できま
す。

注: データ鮮度ポリシーは、Tableau Desktop またはファイルベースのデータソースを使用す
るワークブックでは使用できません。

ワークブックのデータ鮮度ポリシーを編集する
ワークブックのデータ鮮度ポリシーを編集するには、ワークブックの所有者であることに加えて、
データソースへのライブ接続がワークブックに必要です。
1. Tableau Cloud または Tableau Server でサイトにサインインします。
2. [ホーム] または [探索] ページから、ポリシーを設定するワークブックに移動します。
3. 詳細アイコン
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4. [ワークブックの詳細] ダイアログで、[Edit Data Freshness Policy (データ鮮度ポリシー
の編集)] をクリックします。
5. 次のいずれかのオプションを選択します。
Site default (12 hours) (サイトの既定値 (12時間))
Always live (Tableau will always get the latest data) (常にライブ(Tableau は常に最新の
データを取得します))
Ensure data is fresh every (データの更新頻度)
Ensure data is fresh at (データの更新日時)
6. [OK] をクリックします。

[Site default (サイトの既定値)] では、12 時間ごとにデータが更新されます。オーディエンスが
ダッシュボードを定期的に使用しているが、最新のデータ鮮度を必要としない場合に最適な
オプションです。
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[Always live (常にライブ)] では、常に最新のデータが提供されるため、読み込み時間が長く
なる可能性があります。
[Ensure data is fresh every (データの更新頻度)].では、データを更新する頻度を、分、時
間、日、または週単位で指定できます。
[Ensure data is fresh at (データの更新日時)] では、データを更新する日時をスケジュールで
きます。毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前 9 時 (太平洋時間) に重要な会議がある場
合は、毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前 8 時 45 分にデータを更新するように設定する
と、会議の開始時に最新のデータを用意することができます。

ワークブックオプティマイザー
ワークブックオプティマイザーは、ワークブックが特定のパフォーマンスベストプラクティスに従ってい
るかどうかを識別するツールです。ベストプラクティスのガイドラインは、ワークブックのメタデータか
ら解析でき、ルールエンジンのアルゴリズムで評価できるものに限定されています。その推奨事
項のすべてが、すべてのワークブックに適用でき、適切であるとは限りません。パフォーマンスには
オプティマイザーでは捉えきれない多くの側面がありますが、その中には簡単に対処できるもの
もあります。詳細については、「ワークブックの合理化」とホワイトペーパー「効率的に作業できる
ワークブックの設計」を参照してください。

ワークブックオプティマイザーの実行
1. [ファイル] メニューから、[パブリッシュ] または [名前を付けてパブリッシュ] を選択します。また
は、[パブリッシュ] の横にあるドロップダウンをクリックします。
2. [オプティマイザーの実行] をクリックします。ワークブックオプティマイザーの新しいダイアログ
が開きます。
3. ワークブックはガイドラインに照らして自動的に評価され、結果は 3 つのカテゴリ「アクションの
実行」、「レビューが必要」、「合格」(または「合格および無視」) のいずれかで表示されま
す。
l 表示されるカテゴリ
は 3 つに満たない場合があります該当するガイドラインがない場
合、そのカテゴリは表示されません。
l 各カテゴリ
を展開して、ガイドラインを確認します。各ガイドラインを展開すると、それが
推奨される理由の詳細を確認することもできます。ワークブックに固有の追加情報が
あるものもあります。
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l

ガイドラインのいずれかに対処するか、対処しないかを選択できます。オプティマイ
ザーの実行はパブリッシュプロセスにおいて任意のステップであるため、パブリッシュで

きなくなるわけではありません。
4. ダイアログを閉じてワークブックに戻るには、[閉じる] をクリックします。
5. ダイアログを閉じてパブリッシュダイアログに戻る(またはダイアログを開く) には、[パブリッシュ]
をクリックします。

オプティマイザーのカテゴリ
オプティマイザーでは、ガイドラインが3 つのカテゴリ(アクションの実行、レビューが必要、合格)
に分類されます。
アクションの実行は、これらのベストプラクティスに従うようにワークブックを更新しても、ワーク
ブックの機能への影響は最小限か、まったくないことを示します。おそらく、これらの変更を避け
る理由はないでしょう。
レビューが必要は、これらのベストプラクティスに従うために、データソースの再構築やダッシュ
ボードの簡素化など、関与の程度がより高い方法でワークブックを修正する必要があることを
示します。
l

これらのガイドラインについては、適切な見識に基づいて、可能な対処や現実的な対処を

l

決定してください。
一部の推奨事項では、パフォーマンスをほんの少し向上させるために多大な労力が必要に

l

なり、その労力に値しない場合があります。
パフォーマンスベンチマークを取得するには、パフォーマンスの記録を使用すると便利な場
合があります。

l

一部の推奨事項は、意図的に選択される場合があります。

作成者は、ワークブックを可能な限り効率的にすることに関して、最終的な権限を持っていま
す。コンテンツを効果的に配信するには、一部のベストプラクティスに従わない場合もありま

す。パフォーマンスを向上させるために、ワークブックの目標と変更を常に比較検討してくださ
い。
合格は、ガイドラインが満たされ、ワークブックがその領域のベストプラクティスに既に従っている
ことを示します。ただし、オプティマイザーでは捉えきれないパフォーマンスの側面も多くありま
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す。このカテゴリの名前は、ワークブックのガイドラインが無視された場合、合格および無視に変
更されます。

ガイドラインを無視する
ガイドラインが常に状況に当てはまるとは限りません。たとえば、他のユーザーが使用できるよう
にテンプレートのワークブックをパブリッシュしようとしており、未使用のフィールドとデータソースを
保持する必要があるとします。オプティマイザーがこれらのガイドラインについて通知し続けるの
は望ましくありません。
ワークブックに対するガイドラインを無視することは可能です。
1. 特定のガイドラインで、[無視 ] ボタンをクリックします。
l ガイドラインはミ
ュートされ、[合格および無視] セクションに移動します。オプティマイ
ザーをもう一度実行しても、そのガイドラインは [アクションの実行] または [レビューが
必要] のセクションに表示されません。
2. ガイドラインの評価を再開するには、[合格および無視 ] セクションでその行を見つけて、[無
視 ] ボタンをもう一度クリックします。
l オプティ
マイザーが再び実行され、ガイドラインが評価されます。オプティマイザーが実
行されるたびに、引き続きチェックされます。

ガイドラインの自動修正
ワークブックオプティマイザーからのいくつかの提案は、ユーザー入力なしで実装できます。これら
のガイドラインには、ルールを自動修正するボタンがあります。ボタンが表示されない場合は、
手動で問題に対処する必要があります。
特定のガイドラインで、[自動修正] ボタンをクリックします。
l

推奨されるアクション(未使用のデータソースを閉じるなど) がバックグラウンドで実行され、
ガイドラインが [合格] セクションに移動します。

l

自動修正が何らかの理由で失敗した場合は、通知が表示され、手動で問題を解決するよ
うに求められます。

l

ボタンが使用できない場合、そのガイドラインは自動で修正できず、手動で対処する必要が
あります。
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ガイドライン
すべてのガイドラインには、パフォーマンスへの影響に対処できる可能性がある方法を提案す
る「検討」ステートメントが含まれています。これらは必然的に一般的な内容であり、すべての
状況に当てはまるとは限りません。これらの提案は出発点にすぎません。常に、環境とワーク
ブックの目標に照らして意思決定を形作ってください。

注: すべての提案がブラウザーで実行可能なわけではなく、Tableau Desktop での編集が
必要になる場合があります。

次の文字でガイドラインに移動します。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z

計 算 の長 さ
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : 計算 [My calculation (マイ計算)] の長さが600 文字です。
複雑な計算の結果を算出する場合、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
計算を分割してデータベースに可能な限り移動するか、分析前にTableau Prep を使用して
計算を作成することを検討してください。
追加情報

複雑で長い計算は、単一の計算で記述することも、ネストして記述することもできます。ネス
トすると、一部のコンポーネントは独立した計算として記述し、より大きな計算で利用すること
ができます。ネストされたコンポーネントを使用して計算を作成すると、トラブルシューティングと
保守が容易になる場合がありますが、さらに複雑になり、処理が増加する可能性がありま
す。可能であれば、これらのコンポーネントをデータソースにプッシュすると、パフォーマンスが向
上します。
計算のコメントは長さに数えられるため、長くて複雑な計算ではなく、長いコメントがこのガイド
ラインで指摘される要因になる場合があります。
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計 算 に複 数 のデータソースを使 用
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソースのサプライチェーンには、別のデータソースのフィールドを使用
した17 の計算が含まれています。
計算で複数のデータソースのフィールドを使用する場合、Tableau は最適化を利用できず、
ローカルで計算する必要があります。
Tableau Prep を使用して計算を作成し、抽出を使用することを検討してください。
追加情報

クロスデータベース計算をデータレイヤーに移動すると、ユーザーがダッシュボードを要求する前
でも処理を実行できます。詳細については、「データの結合」および「詳細レベルとランク計算の
作成」を参照してください。
条件によっては、パラメーターがこのガイドラインで指摘される要因になる場合があります。計算
で複数のデータソースを使用しないことがわかっている場合は、パラメーターがあるかどうか、そ
のパラメーターを簡略化できるかどうかを確認してください。

ダッシュボードのサイズが固 定 されていません
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : ダッシュボード[Q3 分析] は固定サイズではありません。
固定サイズのダッシュボードは予測可能なサイズであるため、キャッシュできます。ダッシュボード
の自動サイズ設定を使用する場合は、ユーザーの画面によって設定が異なるため、ダッシュ
ボードを毎回レンダリングする必要があります。ダッシュボードをレンダリングすると、多くの場合、
パフォーマンスが低下します。
ダッシュボードの固定サイズを使用することを検討してください。
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追加情報

Web デザインにおいては応答要素はベストプラクティスですが、ダッシュボードのサイズを変更
すると、コンテンツのレイアウトが歪んだり、再レンダリングによるパフォーマンスへの影響が生じ
る場合があります。Tableau のビジュアライゼーションでは、ダッシュボードの固定サイズやデバ
イス固有のダッシュボードを使用して、さまざまなデバイスや画面サイズに対応できるようにす
ることをお勧めします。

フィルターは条 件 付 きロジックを使 用 します
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : フィルター[Sample Type (サンプル タイプ)] は、条件付きロジックを使用
します。
ディメンションのフィルタリングは、値の一覧、ワイルドカードによる一致、条件付きロジックの使
用など、さまざまな方法で実行できます。条件付きロジックは低速になることがあります。
条件付きロジックを使用しないようにフィルターを変更することを検討してください。必要に応じ
て、最も頻繁な結果が最初に得られるようにロジックのテストを行い、可能な場合は ELSEIF
または CASE を使用するようにしてください。
追加情報

フィルタリングの詳細については、「データのフィルター」を参照してください。

フィルターは "関 連 する値 のみ" を使 用 します
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : フィルター[Sample Type (サンプル タイプ)] は、"関連する値のみ" を使
用します。
フィルターが"関連する値のみ" を使用する場合、インタラクティブなフィルターコントロールに
は、ビューの現在の状態に応じて適用可能なオプションのみが表示されます。他のフィルター
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に変更を加えるたびに、表示される値のリストをもう一度クエリする必要があります。この操作
は、パフォーマンスに影響を与えます。
代わりに、ダッシュボードのフィルターアクションを使用することを検討してください。エンドユー
ザーがこの機能を使用する利点を得られる場合は、データの抽出と抽出の最適化を検討して
ください。
追加情報

扱いにくいフィルターリストを回避するために、"関連する値のみ" を使用する必要がある場合が
あります。そのような場合は、インタラクティブフィルターを使用する代わりに、アクションフィル
ターを使用してみてください。たとえば、カテゴリ、サブカテゴリ、製品 ID のカスケードフィルターが
あり、製品 ID が「関連する値のみ」を表示するように設定されているダッシュボードを考えます
この制限を削除すると、製品のリストが大幅に拡張されます。フィルターを使用する代わりに、
単純なビジュアライゼーション(カテゴリとサブカテゴリの棒グラフなど) を作成して、それをフィル
ターとして使用することができます。ユーザーが棒グラフをクリックすると、アクションフィルターが
ダッシュボードの残りのビジュアライゼーションに適用されます。詳細については、「ダッシュボード
アクション」を参照してください。

ライブデータ接 続
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply Chain (サプライチェーン)] は抽出ではありません。
Tableau 抽出は、分析で使用できるように、可能な限り効率的に設計されています。抽出の
使用は、データソースによってパフォーマンスを向上させる最も簡単な方法の1 つです。抽出に
は、最適化するための多くのネイティブ機能もあります。
データソースの抽出を検討してください。
追加情報

抽出を取得すると、Tableau Server または Tableau Site のリソースに望ましくない負担がかか
る場合があります。Tableau 管理者と協力して、最善の対処方針を決定してください。
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ホワイトペーパー「効率的に作業できるワークブックの設計」には、抽出とそれらをパフォーマン
スに利用する方法に関する広範な情報が含まれています (ホワイトペーパーにアクセスするに
は、サインインが必要になる場合があります)。

データソース内 の複 数 の接 続
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply chain (サプライチェーン)] が複数のデータ接続を
使用しています。
接続を複数含むデータソースは、ローカルで計算できません。
Tableau Prep でデータソースを組み合わせ、分析に抽出を使用することを検討してください。
追加情報

詳細については、「データの結合 (Prep)」を参照してください。

ネストされた計 算
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : 計算 [My Calculation (マイ計算)] が別の計算を参照しています。
ネスト計算は、特にIF ステートメントやその他のパフォーマンス重視の関数で使用すると、計
算が複雑になったり、追加の処理が必要になったりする可能性があります。
計算をデータソースにプッシュするか、抽出でマテリアライズすることを検討してください。
追加情報

このルールは、Viz 自体にはないが、Viz 内の計算によって参照される計算に対してトリガーさ
れるかもしれません。たとえば、次の4 つのフィールドがあるとします。
1. 獲得ポイント(データソース内のフィールド)
2. 試験の点数 = [Points earned]*10
3. 曲線グレード = [Quiz score]*1.05
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4. 文字グレード=IF [Curved grade] >= 90 THEN "A" ELSEIF [ Curved
grade] >= 80 THEN "B" ELSEIF [Curved grade] >=70 THEN "C"
ELSEIF [Curved grade] >=60 THEN "D" ELSE "F" END
試験の点数は、フィールドを参照するだけの、ネストされていない計算です。曲線グレードと文
字グレードは、他の計算への参照が含まれているため、ネストされた計算です。Viz で文字グ
レードのみが使用されている場合でも、曲線グレードはネストになった計算ルールもトリガーしま
す。これは文字グレード内で使用されているためです。
抽出で計算をマテリアライズする方法 (今すぐ計算) については、「抽出での計算のマテリアライ
ズ」を参照してください。
Tableau Prep で計算を構築する方法については、「Tableau Prep での計算」参照してくださ
い。

マテリアライズされていない計 算
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply Chain (サプライチェーン)] が事前計算されていま
せん。
計算の結果を算出する場合、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
可能であれば、計算をデータソースにプッシュすることを検討してください。抽出を使用する場
合は、計算をマテリアライズして、その結果を事前計算します。
追加情報

抽出またはバックエンドのデータソースでデータと計算を事前に計算します。この追加処理を
データレイヤーに移動すると、ユーザーがダッシュボードを要求する前でも処理が完了します。
データの鮮度と一部の機能にはトレードオフがありますが、データを抽出すると、パフォーマンス
が向上することがよくあります。抽出のオプションの詳細については、「データの抽出」を、計算の
マテリアライズの詳細については、「抽出での計算のマテリアライズ」を参照してください。
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データの抽出: [データ] ペインの上部にあるデータソースの名前を右クリックし、[データの抽出]
を選択します。構成ダイアログで、「今すぐ計算」 を選択します。

データソースの数
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : ワークブックには 17 個のデータソースが含まれています。
各データソースは、Tableau がワークブックの読み込みとレンダリングに費やす時間に影響を与
えます。
特に粒度のレベルが同じであるか、同じ分析がサポートされている場合、可能であれば、デー
タソースを組み合わせることを検討してください。
追加情報

データソースの組み合わせの詳細については、「データの関連付け」を参照するか、Tableau
Prep を使用することを検討してください。
ただし、データソースの過剰な組み合わせには注意してください。ワークブックは、適切に設計
されたデータソースから各分析タイプが構築されている場合に最高のパフォーマンスを発揮し
ます。データソースを組み合わせるのが難しい場合は、ワークブックをより対象を絞った複数の
ワークブックに分割する必要があることを示している可能性があります。
分析を複数のワークブックに分割するには、次のいずれかの方法を試してください。
l

ワークブックのコピーを保存し、不要なシート、ダッシュボード、データソースを各ワークブッ

l

クから削除します。詳細については、「ワークブックの合理化」を参照してください。
特定のシートを新しいワークブックへコピーします。ダッシュボードを新しいワークブックにコ
ピーすると、そのダッシュボードに必要なものだけが引き継がれるため、この方法はより効率
的です。ただし、すべての書式設定オプションが転送されるわけではありません。詳細につ
いては、「ワークブック間での情報のコピー」 を参照してください。
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フィルターの数
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : シート[Classroom Distribution (クラスルーム分布)] には 17 個のフィル
ターが含まれています。
ビューのフィルターが多すぎると、クエリが複雑になります。
フィルターの数を減らし、可能な限りフィルターアクションを使用することを検討してください。フィ
ルターのすべてのタイプと書式設定がパフォーマンスの観点から同じように作成されているわけで
はないため、必要なフィルターを最適化することを検討してください。
追加情報

ホワイトペーパー「効率的に作業できるワークブックの設計」には、フィルターに関する完全なセ
クションがあり、さらに詳細に説明されています。概要は次のとおりです。
l
l
l

l
l

l
l
l

フィルターの数を全体的に減らします。
複数のワークシートに適用されたフィルターは、変更のたびに複数のクエリをトリガーします。

[Show only relevant values (関連する値のみを表示)] の使用を制限します。抽出を
使用すると、この機能が必要な場合に最適化することができます。
高カーディナリティを含める/除外するフィルターの使用を回避します。
[適用] ボタンを使用して、ユーザーがフィルターを操作するときに複数回更新しないようにし
ます。
ビューに存在するフィールドでフィルターを適用します。
不連続な日付フィルターではなく、連続日付フィルターを使用します。
コンテキストフィルターは、パフォーマンスを向上させるためだけに使用するべきではありませ
ん。

フィルターアクションは、ダッシュボードを介してユーザーをガイドする効率的な方法です。詳細
については、「フィルターアクション」を参照してください。
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レイアウトコンテナの数
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : ダッシュボードQ3 分析には 42 個のレイアウトコンテナ―が含まれていま
す。
レイアウトコンテナによって、ダッシュボードのレンダリングが複雑になる可能性があります。
不要なレイアウトコンテナを削除し、ダッシュボードのデザインを簡素化することを検討してくだ
さい。
追加情報

レイアウトコンテナとレイアウトペインの詳細については、「レイアウトコンテナを使用してアイテ
ムをグループ化する」を参照してください。

LOD 計 算 の数
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : ワークブックには 42 個のLOD 計算が含まれています。
複雑な計算の結果を算出する場合、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。多く
の場合、LOD は、分析前に処理できるデータソースの粒度の問題に対処するためにオンザフ
ライで使用されます。
多くのLOD が必要にならないように、分析に合わせてデータソースを調整することを検討して
ください。
追加情報

詳細レベルの計算は強力なツールですが、コストが高くなります。必要な場合にのみ詳細レ
ベルの計算を使用してください。
本番環境のデータベースは、大きなクエリ負荷を処理するように設計されており、処理を
Tableau から移動するための優れたオプションです。FIXED LOD 計算は、データベースによっ
て実行される場合があります。Tableau Prep では、FIXED LOD 計算もサポートされていま
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す。詳細については、「データの結合」および「詳細レベル、ランク、タイルの計算の作成」を参
照してください。

ダッシュボード内 のビューの数
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : ダッシュボード[Q3 analytics (Q3 分析)] には 17 個のビューが含まれてい
ます。
ダッシュボードに要素を表示する前に、すべての要素をダッシュボードに読み込む必要がありま
す。ダッシュボードに含まれるビューが多いほど、読み込みに時間がかかります。多くの場合、再
設計が必要になりますが、ダッシュボード内のビュー数を減らすことが、ダッシュボードの効率を
高める最良の方法であることがよくあります。
ビュー、フィルター、およびその他の要素の数を減らして、ダッシュボードをできるだけ効果的かつ
シンプルにすることを検討してください。あらゆる要素をすぐに削除できます。ダッシュボードの乱
雑さを減らす他の方法については、「ワークブックの合理化」を参照してください。
追加情報

大幅な再設計が必要な場合は、すべてのビューがパフォーマンスに同等の影響を与えるとは
限りません。マーク、フィルター、またはその他の複雑さが最も多いシートに焦点を合わせます。
最初のダッシュボードをサマリー情報に限り、ユーザーが要求した場合にのみ追加の詳細を提
供することをお勧めします。この種のガイド付きドリルダウンには、次のような多くの戦略がありま
す。
l

アクションフィルターを使用します。詳細については、「フィルターアクション」 を参照してくださ

l

い。
[表示/非表示] ボタンがあるレイアウトコンテナを使用して、コンテナの詳細ビューを非表示に
します。詳細については、「ボタンのクリックによるオブジェクトの表示と非表示」 を参照してく

l

ださい。
ダッシュボードを複数のダッシュボードに分割して、ナビゲーションボタンを使用します。詳細
については、「ナビゲーションオブジェクトおよびダウンロードオブジェクトの詳細オプション」
を参照してください。
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ワークブックシートの数
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : ワークブックには 42 個の表示可能なシートが含まれています。
ワークブックの全体的なサイズは、処理と表示にかかる時間に影響を与えます。Tableau が
ワークブックまたはビューを表示する前に、表示可能なすべてのシートを読み込む必要があり
ます。シート数を減らすと、読み込み時間を短縮できます。
不要なシートを閉じるか、ダッシュボードで使用されているシートを非表示にするか、分析を複
数のワークブックに分割して、ワークブックのシート数を減らすことを検討してください。
追加情報

分析に不要なシートを削除する: ワークブックの下部にあるシートのタブを右クリックし、[削除]
を選択します。
使用中のシートを非表示にする: ダッシュボードまたはストーリーで使用されているワークシート
は削除できませんが、非表示にすることができます。詳細については、「ダッシュボードとストー
リーでのシートの管理」を参照してください。
l

ダッシュボードのすべてのシートを非表示にする: ワークブックの下部にあるダッシュボードの

l

タブを右クリックし、[すべてのシートを非表示] を選択します。
特定のシートを非表示にする: ワークブックの下部にあるシートのタブを右クリックし、[非表
示] を選択します。

すべてのシートが必要な場合は、分析をより対象を絞った複数のワークブックに分割できるか
どうかを判断します。
l

ワークブックのコピーを保存し、不要なシート、ダッシュボード、データソースを各ワークブッ

l

クから削除します。詳細については、「ワークブックの合理化」を参照してください。
特定のシートを新しいワークブックへコピーします。ダッシュボードを新しいワークブックにコ
ピーすると、そのダッシュボードに必要なものだけが引き継がれるため、この方法はより効率
的です。ただし、すべての書式設定オプションが転送されるわけではありません。詳細につ
いては、「ワークブック間での情報のコピー」 を参照してください。
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使 用 していないデータソース
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply Chain (サプライチェーン)] がワークブックで使用され
ていません。
各データソースは、Tableau がワークブックの読み込みとレンダリングに費やす時間に影響を与
えます。
使用していないデータソースを閉じることを検討してください。
追加情報

データソースが使用されていない場合は、[データ] ペインの上部にあるデータソースの名前を右
クリックし、[閉じる] を選択します。

使 用 していないフィールド
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply Chain (サプライチェーン)] には使用されていない
42 個のフィールドが含まれています。
使用していないフィールドを非表示にすると、フィールドが不用意にクエリされるのを防ぎ、抽出
のサイズを減らすことができます。
データソースが抽出であるかどうかに関係なく、使用していないフィールドを非表示にすることを
検討してください。
追加情報

使用していないフィールドを非表示にする
l

Tableau Desktop の場合: [データ] ペインの上部にあるドロップダウンメニューを開き、[使用

l

していないフィールドをすべて非表示] を選択します。
Web 作成の場合: 使用していないフィールドを右クリックして、[非表示] を選択します。
Web 作成では、使用していないフィールドを一括で非表示にする方法はありません。フィー
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ルドを個別に非表示にすることが禁止されている場合は、ブラウザーで作業するのではな
く、Tableau Desktop で編集 することを検討してください。

データブレンドを使 用 する
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : シート[Classroom Distribution (クラスルーム分布)] は データブレンド
を使用します。
データブレンドのパフォーマンスは、リンクフィールドの一意のメンバーの数によって決まります。
可能な場合は関係を使用することを検討してください。ブレンドが必要な場合は、カーディナ
リティの低いリンクフィールドを使用してみてください。
追加情報

複数のソースからデータを組み合わせるには、いくつかの方法があります。データブレンドでは、
2 つの異なるデータソースに2 つの異なるクエリが送信され、その結果がViz にまとめて表示さ
れます。これらのクエリは、リンクフィールドのレベルにあり、結果は Tableau のメモリにマージさ
れます。大規模なクエリ結果では、最終的な Viz を生成するためにさらに処理が必要になり
ます。
ヒント: データブレンドを使用していないが、ワークブックオプティマイザーがこのルールに失敗し
た場合は、ワークブックでクロスデータソースフィルタリングが使用されているかどうかを確認し
てください。データソース全体をフィルタリングすると、フィールドのカーディナリティに関する同様
のパフォーマンスの問題が発生します。

日 付 計 算 を使 用 する
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply chain (サプライチェーン)] には 17 個の日付計算
が含まれています。

1212

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
日付ロジックが複雑になる可能性があります。Tableau で実行する必要のある日付の計算と
変換の量を最小限に抑えます。
他のメソッドを試す前にDATEPARSE とMAKEDATE を使用することを検討し、可能な場合
は DATEDIFF() などの組み込み関数を使用するようにしてください。日付でフィルタリングする
場合は、個別のフィルターの代わりに、相対的な日付フィルターまたは連続した日付フィルター
を使用します。
追加情報

Tableau で計算を計算すると、特に日付関数など、パフォーマンスに大きな影響を与える可
能性があります。抽出して計算をマテリアライズするか、計算をデータソースにプッシュすることを
検討してください。Tableau Prep で計算を作成する方法については、「Tableau Prep で計算
を作成する」を参照してください。

注: 日付計算が他の計算の中にネストされている場合、親計算がViz で使用されている
フィールドであっても、オプティマイザーはネストされた日付計算にフラグを立てます。

グループ化 を使 用 する
ワークブックオプティマイザーから

出力メッセージの例 : データソース[Supply chain (サプライチェーン)] には 17 個のグループ化さ
れたフィールドが含まれています。
Tableau のネイティブグループ化機能は、フィールドのドメイン全体を読み込むため、パフォーマ
ンスに影響を与える可能性があります。
計算フィールドを、グループではなく1 つまたは複数のCASE ステートメントで使用することを検
討してください。
追加情報

ホワイトペーパー「効率的に作業できるワークブックの設計」によると、実施されたテストでは、
CASE およびセットを使用したグループ化が、ネイティブグループ機能よりも優れたパフォーマン
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スを示しました。
CASE 関数を使用してグループを作成できます。データに一組のトランプが含まれているシナリ
オを想像してみてください。トランプの値 (2-10、J、Q、K、A) のフィールドがありますが、分析で
は絵柄カードと数字カードを比較する必要があります。そのグループ化を行うためのcase ス
テートメントは以下のとおりです。
CASE [Value]
WHEN "J" THEN "Face card"
WHEN "Q" THEN "Face card"
WHEN "K" THEN "Face card"
ELSE "Number card"
END
セットには、セットアクションの利点が追加されており、従来のグループ化よりも強力で柔軟性
が向上しています。詳細については、「セットの作成」と「セットアクション」参照してください。
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開 発 者 向 けリソース
Tableau コミュニティにある[Developer Portal] では、Tableau の拡張と自動化に関連するすべ
てのものを探すことができます。そこでは、下記へアクセスすることができます :
l

JavaScript API — Tableau の視覚化をユーザー自身のWeb アプリケーションに統合し
ます。

l

REST API — HTTP を経由すると、Tableau Server または Tableau Cloud でプロビジョ
ニング、パーミッション、パブリッシュを管理できます。[REST API] を使用すると、データ
ソース、プロジェクト、ワークブック、サイトユーザー、およびサイトの機能にアクセスできま
す。このアクセスを使ってカスタムアプリケーションを作成したり、サーバーリソースとの相
互作用をスクリプトしたりできます。

l

Tableau SDK — C、C++、Java または Python を使って任意のデータから抽出を作成
し、抽出したものをパブリッシュします。

l

Tableau メタデータAPI—GraphQL を使用すると、Tableau コンテンツと関連する外部
アセットとメタデータを検出してクエリを実行できます。詳細については、「Tableau メタ
データAPI」を参照してください。

l

Web データコネクター— JavaScript でTableau 接続を作成し、HTTP 経由でアクセス
可能なほぼすべてのデータへ接続できます。これには、内部 Web サービス、JSON デー
タ、XML データ、REST API およびその他多くのリソースが含まれる場合があります。

l

ODBC コネクター— ODBC (Open Database Connectivity) を使って接続を作成しま
す。ODBC は、データソースの幅広い配列でサポートされているデータアクセスプロトコ
ルです。Tableau Desktop では、ODBC 内蔵のコネクタを使用して、任意のODBC 準
拠のソースに接続することができます。

これらのリソースに加え、完全なドキュメントやサンプルの入手や、Tableau 開発者コミュニティと
のコラボレーションが可能になります。
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Tableau Cloud ユーザーに対 する注 意 事 項
o

Tableau Cloud に対するREST API 呼び出しを開始するときは、サイトが存在するイン
スタンス上でURL を使用する必要があります。たとえば、
https://10ay.online.tableau.com/
詳細については、「URI を使用してリソースを指定する」の「Tableau Cloud のリソース
を指定する」を参照してください。

o

Tableau REST API で提供されているすべての方法がTableau Cloud に適用される訳
ではありません。詳細については、「API リファレンス」のカテゴリ別 API リストを参照してく
ださい。

[Developer Portal] へどうぞ

1216

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

データ管 理 について
データ管理 は、顧客がTableau Server または Tableau Cloud 環境でTableau コンテンツや
データアセットを管理する際に役立つ機能のコレクションです。
Tableau Server 2019.1 より、Tableau Prep Conductor はオンプレミスのTableau Server 展開
で使用できるようになりました。また、バージョン2019.3 では、Tableau Prep Conductor を
Tableau Cloud 展開で使用できるようになりました。Tableau Prep Conductor を使用すると、
フローのスケジュールや監視ができます。
Tableau 2019.3 より、データ管理 にTableau Catalog が追加され、データ管理領域でさまざま
な追加機能を使用できるようになりました。Tableau Catalog を使用すると、データの検出、
データアセットのキュレーション、データ品質の伝達、インパクト分析の実施、およびTableau コ
ンテンツで使用されるデータ系列の追跡を実行できます。
Tableau 2021.4 より、データ管理 にガバナンス機能とセキュリティ機能 (仮想接続とデータポリ
シー) が追加されました。仮想接続エディターを使用して、以下を作成できます。
l
l

共有可能なデータへの中央アクセスポイントを提供する仮想接続
接続レベルで行レベルのセキュリティを適用するデータポリシー

Tableau Catalog、Tableau Prep Conductor、仮想接続、およびデータポリシーは、データ管
理 を通じてライセンスされます。ライセンス発行の詳細については、「データ管理 のライセンス」
を参照してください。
データ管理 を購入する場合は、アカウントマネージャーに問い合わせてください。

データ管 理 の機 能
次の表にデータ管理 の機能を示します。次のものが含まれます。
l
l
l
l

Tableau Catalog
Tableau Prep Conductor
仮想接続
データポリシー
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Tableau Catalog
これらの機能を使用するには、有効化されたTableau Catalog を使用するデータ管理 が必
要です。
機能

説明

メタ

Tableau Catalog では、パーミッションを設定することで、外部資産を表示および管

データ 理できるユーザーや、系列を通じて表示されるメタデータを制御できます。
に対
する
パー
ミッショ
ン
接続

Web または Tableau Desktop のいずれかで作成するかにかかわらず、Tableau

エクス

Server または Tableau Cloud サイト上のパブリッシュ済みのデータソースやワーク
ブックで使用される特定のデータベースと表を検索し、それらに接続できるようになり
ました。

ペリエ
ンスの
拡張 データ
検出

拡張

Tableau Catalog では、検索を拡張して、列、データベース、およびテーブルに基づ

検索

いて結果が表示されるようになりました。

外部

Tableau Server および Tableau Cloud のアイテムをタグで分類すると、ユーザーは

アセッ

外部アセット(データベース、ファイル、テーブル、および列) をフィルターできます。

トのタ
グ付
け
データ データベースと表の認証を行うと、設定した基準を満たす信頼できるデータをユー
ベース ザーが見つけやすくなります。
と表の
認証
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機能

説明

データ 警告を設定し、古いデータや廃止データなどデータ品質の問題に関してユーザーに
アラートを出すことができます。
品質
に関
する
警告
の設
定
系列

系列ツールは、データのソースをトレースします。お使いのデータに対する変更の影

と影

響を分析したり、影響を受ける可能性のあるユーザーを特定したり、データ関連の

響分

更新について、ワークブック、データソース、フローの 所有者にメール を送ったり、あ

析

るいはデータベースや表の連絡先に電子メールを送信したりできます。

データ 使用するデータに関する情報を表示することで、ユーザーがパブリッシュされたビジュ
アライゼーションを理解しやすくします。
の詳
細
資産

データベース、表、および列に説明を追加することで、ユーザーが探しているデータを

に説

見つけやすくします。

明を
追加
する
開発

Tableau REST API - メタデー

外部アセットをプログラムによって追加、更新、削

者向

タメソッド

除し、Tableau コンテンツや説明などの外部アセッ

けリ

トにメタデータを追加します。

ソース

Tableau メタデータAPI

Tableau Server または Tableau Cloud にパブリッ
シュされたコンテンツからメタデータに対するクエリ
をプログラムによって実行できます。Tableau
Server REST API で 「メタデータメソッド」 を使用
して、特定のメタデータをプログラムで更新しま
す。

注: データ管理 はメタデータAPI では必要ありま
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機能

説明
せん。

GraphiQL

GraphiQL と呼ばれるインタラクティブなブラウザー
内ツールを使用して、メタデータAPI スキーマに対
するクエリを調査およびテストします。

注: データ管理 は GraphiQL では必要ありませ
ん。

Tableau Prep Conductor
以下の機能を使用するには、Tableau Server または Tableau Cloud で有効になっている
Tableau Prep Conductor を使用したデータ管理 が必要です。
機能

説明

フロータスクのス

スケジュールされたフロー タスクを作成して、特定の時間または定期的にフ

ケジュール

ローを実行できます。

フローの正常性

フローが失敗したらサイトまたはサーバー レベルでメール通知を設定し、中

とパフォーマンス

断されたフロー タスクを表示して再開し、エラーとアラートを表示します。

の監視
フローの管理

管理ビューを使用して、フロー、パフォーマンス履歴、およびサーバー レベ

ビュー

ルまたはサイトレベルで使用されるディスク空き容量に関連するアクティビ
ティを監視します。

Tableau REST

プログラムによってフローをスケジュールします。

API - フローメ

ソッド

仮想接続とデータポリシー
これらの機能には データ管理 が必要です。

1220

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
機能

説明

仮想接続の作成

キュレートされたデータへの共有可能かつ再利用可能な接
続を作成できるTableau コンテンツタイプ

行レベルのセキュリティに使用

仮想接続エディターを使用して、接続レベルのデータに行レ

するデータポリシーの作成

ベルのセキュリティを適用するポリシー条件を含むデータポリ
シーを作成します。

[ユーザーとしてプレビュー] を使

[ユーザーとしてプレビュー] を使用して、データポリシーをテス

用して、行レベルのセキュリティ トし、ユーザーが自分のデータのみを表示できることを確認
します。
をテストする
仮想接続の抽出更新のスケ

接続内のテーブルの抽出更新スケジュールを作成し、その

ジュールを設定する

仮想接続を使用するコンテンツのデータが最新であることを
確認します。

データ管 理 のライセンス
データ管理 には、Tableau Catalog、Tableau Prep Conductor、仮想接続、およびデータポリ
シーが含まれます。データ管理 を購入するには、アカウントマネージャーに問い合わせてくださ
い(または Tableau 価格 ページに移動してください)。

Tableau Prep Conductor
データ管理 を購入してライセンスを取得した後、Tableau Cloud でPrep Conductor を有効に
する必要があります。詳細については、「お使いのTableau Cloud サイトでTableau Prep
Conductor を有効にする」を参照してください。
l

Tableau Cloud で Tableau Prep Conductor を使用するには、リソースブロックが少なくとも

l

1 つ必要です。リソースブロックの詳細については、リソースブロックを参照してください。
データ管理 がライセンス認証され有効になっていると、Tableau Server または Tableau
Cloud でフローのスケジュールや監視ができます。
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l

データ管理 が削除されているか、非アクティブ化されている場合、または データ管理 のラ

l

イセンスの期限が切れている場合は、フローをスケジュールする機能が無効になります。
Tableau Server または Tableau Cloud のライセンスがまだアクティブで有効な場合は、
Tableau Server REST API を使用してフローをダウンロードできます。詳細については、「フ

ローメソッド」 を参照してください。

Tableau Catalog
Tableau Cloud のデータ管理 を購入してライセンスを取得すると、カタログが自動的に有効に
なります。
l

データ管理 がライセンス認証され有効になっていると、Tableau Catalog を使用して、デー
タの検出、データ資産の整理、インパクト分析の実施、および Tableau コンテンツで使用さ

l

れるデータの系列追跡を実行できます。
データ管理 が削除されたり、非アクティブ化されたり、ライセンスが期限切れになっても、情
報はサーバーに残ります。このとき、Tableau Catalog 固有の情報は Tableau のメタデー
タAPI を使用してのみアクセスでき、製品には表示されなくなります。詳細については、「メ

l

タデータAPI」 を参照してください。
データ管理 が削除されるか、非アクティブ化されるか、ライセンスが期限切れになると、す
べての新規 Tableau Catalog 情報 (表の説明、データ品質に関する警告、列の説明など)
用の書き込み API が無効になります。情報はメタデータAPI を使用して引き続き読み取る
ことができますが、表やデータベースに対するパーミッションを製品で明示的に管理すること
はできません。

仮想接続とデータポリシー
Tableau のデータ管理 を購入してライセンスを取得すると、仮想接続とデータポリシーが自動
的に有効になります。
l

データ管理 がライセンス認証され有効になっている場合は、仮想接続を使用して、データ
への中心的なアクセスポイントを提供する共有可能なリソースを作成できます。また、一
元的な行レベルのセキュリティを使用して、ユーザーのデータをフィルターできるデータポリ

l

シーを作成することもできます。
データ管理 が削除されるか、非アクティブ化されるか、ライセンスが有効期限切れになる

l

と、情報はサーバーに残りますが、アクセスすることはできません。
データ管理 が再度アクティブ化されると、情報はサーバーに復元され、アクセス可能になり
ます。
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リソースブロック
リソースブロックは、Tableau Cloud における計算能力の単位です。Tableau Prep Conductor
フローはリソースブロックによって実行されます。各リソースブロックによって一度に1 つのフローを
実行できるため、同時に実行できるフローの数はリソースブロックの数と同じになります。
データ管理 のライセンスをTableau Cloud 用に使用する場合は、少なくとも1 つのリソースブ
ロックを購入する必要があります。リソースブロックを追加購入するには、アカウントマネー
ジャーに問い合わせてください(詳細については、Tableau の価格ページをご覧ください)。

Tableau Prep Conductor
Tableau Prep Conductor を使用すると、Tableau Cloud で利用可能なスケジュール調整機能
および追跡機能を活用して、フローを自動的に実行してフロー出力を更新できます。Tableau
Prep Conductor は、Tableau Cloud バージョン2019.1 で導入されたデータ管理 の一部であ
り、フローの実行をスケジュールするために有効にする必要があります。

注: バージョン2020.4 以降では、スケジュールに従ってフローを実行するか、メール通知を
設定する場合にのみ データ管理 が必要になります。フローをパブリッシュして、Web 上で
手動で実行したり、Creator としてサーバー上で直接フローを作成および編集したりする
場合、データ管理 は不要になりました。

Tableau Prep Builder で作成されたフローは、その実行をスケジュールする前にTableau Cloud
にパブリッシュする必要があります。フローのパブリッシュは、データソースやワークブックのパブリッ
シュに似ています。フローでファイルをパッケージ化するか、データソースへの直接接続を指定し
て、データの変更に応じてフロー入力を更新できます。フローがデータベースに接続する場合
は、認証タイプを指定し、データにアクセスするための認証資格情報を設定します。
フローをパブリッシュして他のユーザーと共有したり、Web 上で編集を続けたりすることもできま
す。たとえば、不完全なフローをTableau Cloud にパブリッシュしてから、編集モードでWeb 上
でフローを開き、作業を続行します。また、入力ステップ(適切に構成されている) のみでフロー
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を作成して同僚と共有すると、その同僚は、フローをコンピューターにダウンロードし、独自のフ
ローを作成してパブリッシュできます。
フローを実行するには、フローに出力ステップが含まれていて、エラーや互換性のない機能が
含まれていないようにする必要があります。フローのパブリッシュの詳細については、「Tableau
Server または Tableau Cloud へのフローのパブリッシュ」を参照してください。非互換性の詳細
については、「Tableau Prep とのバージョン互換性」を参照してください。
次の表は、Tableau Prep Conductor が有効になっているときにデータ管理 がある場合とない
場合のフロー管理機能を示しています。
データ管理 とTableau Prep Conductor が有効

データ管理 がない場合

になっている場合
l

l

[Content (コンテンツ)] ページでの最近のア

l

クティビティなど、フローに関する詳細を表示

での最近のアクティビティなど、

および監視します。

フローに関する詳細を表示し

フローを編集します (バージョン2020.4 以

ます。

降)。
l

l

l

[管理ビュー] を使用して、フローのパフォーマ

フローを編集します (バージョン
2020.4 以降)。

[実行履歴] タブにフロー実行の結果とエ
ラーを表示します。

l

[Content (コンテンツ)] ページ

[接続] タブで接続を表示およ
び編集します。

ンス履歴を追跡する新しいビューなど、サー
バーとサイトのアクティビティを監視します。
l

失敗したフロー実行の詳細なアラートを表
示します。

l

フローの実行に失敗したことやその理由を
通知するメールをフロー所有者に送信する
ように、メール通知アラートを設定します。
アラートの設定の詳細については、「フロー
の状態およびパフォーマンスの監視」を参照
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してください。

Tableau Cloud での Tableau Prep Conductor の有効化
データ管理 を購入してライセンスを取得した後、Tableau Cloud でPrep Conductor を有効に
する必要があります。詳細については、「お使いのTableau Cloud サイトでTableau Prep
Conductor を有効にする」およびデータ管理 のライセンスを参照してください。

フローのワークスペースについて
フローをパブリッシュした後、Tableau Cloud でタスクまたはリンクされたタスク(バージョン2021.3
以降) をスケジュールすると、フローを定期的に自動で実行して、出力データを最新の状態に
保つことができます。フローはいつでも手動で実行できます (データ管理 は必要ありません)。
Tableau Prep Conductor は、Tableau Cloud でTableau Desktop からのワークブックやデータ
ソースを管理するための機能と同じような、フロー管理の機能を多く活用します。たとえば、抽
出更新と同じように、スケジュールされたフロータスクやオンデマンド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。ただし、フローの操作に関しては、いくつかの違いがあり
ます。

フローの [概 要 ] ページ
フローの[概要] ページは、メインのランディングページです。このページでは、フローに関するデー
タを表示し、フローのスケジュール、監視、保守を行うことができます。データ管理 がない場合
は、別のオプションがあります。
リスト内のフローをクリックして、フローの[概要] ページを開きます。[コンテンツ] > [探索] > [すべ
てのフロー] から、またはフローを含むプロジェクトを開くことで、そこに移動できます。
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A. ヘッダーには、フロー名、フロー所有者、フローの最後更新日がリストされます。バージョ
ン2020.4 以降では、[編集] をクリックすると既存のフローを編集できます。
フローをお気に入りに追加したり、[その他のアクション]

メニューから、フローの編集、

実行、ダウンロード、権限設定、フロー所有者の変更、以前のバージョンのフローへの
復元などを行うこともできます。
B. フローの説明を表示および編集し、タグを設定して、他の人がそのフローを検索して見
つけられるようにします。
C. フローの出力ステップを、フローに適用されたパラメーター(バージョン2021.4 以降)、最
終更新のステータス、出力が割り当てられたスケジュール、および最後のフロー実行に
おけるエラーとともに表示します。[実行]

ボタンをクリックして、すべての出力ステップ

または個々の出力ステップをオンデマンドで実行します。

注: フローにパラメーターが含まれている場合、フローで最後に実行されたパラメー
ター値が表示され、生成されたすべての出力が[出力] 列に表示されます。フロー
が実行されると、パラメーター値を入力するように求められます。フローでパラメー
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ターを使用する方法の詳細については、Tableau Prep ヘルプの「フローでパラメー
ターを作成して使用する」を参照してください。

フローにエラーがある場合、フローの実行は失敗します。接続エラーは、フローの[接続]
タブに移動し、入力接続を編集することで直接解決できます。
その他のフローエラーを解決するには、フローを編集してからパブリッシュし直して、フロー
の実行をもう一度試行します。以前のバージョンのTableau Prep Builder を使用してい
る場合は、[その他のアクション]

メニューから、Tableau Prep Builder でフローをダウン

ロードして開き、パブリッシュし直してフローの実行をもう一度試すこともできます。
フローが正常に実行されると、データソースである出力がリンクになり、クリックして[データ
ソース] ページを開き、データソースに関する詳細情報を表示したり、フロー入力接続を
編集したりできます。
[スケジュール] フィールドで、出力ステップを割り当てているスケジュールされたタスクを表
示します。フロー出力は、1 つまたは複数のタスクに割り当てることができます。
スケジュールがまだ割り当てられていない場合は、[新しいタスクの作成] をクリックして、
出力ステップをスケジュールに追加します。フローをすぐに実行して特定の出力ステップを
更新するには、行の左側にある[実行]

ボタンをクリックします。

D. フローのイメージを表示します。
データ管理 のないフロー概要ページ

サーバーにデータ管理 がインストールされていなくても、フローをTableau Cloud にパブリッシュで
きますが、フローを管理するためのオプションは少ししか表示されません。
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フロー接 続 ページ
フローの入力場所と出力場所、接続タイプ、認証設定、入力ステップと出力ステップ、および
接続エラーを表示します。フローをパブリッシュするときは認証を設定できます。詳細について
は、「フローのパブリッシュ」を参照してください。
データベース入力タイプの場合、入力接続の[その他のアクション]

メニューをクリックすると、

接続を編集してサーバー名、ポート、ユーザー名、パスワードを変更することができます。
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フローのスケジュールされたタスクのページ (データ管 理 必 須 )
フローが割り当てられているスケジュール、それらのスケジュールに含まれている出力、およびフ
ローに適用されているパラメーターを表示します (バージョン2021.4 以降)。管理者は、スケ
ジュールのリンクをクリックして[スケジュール] ページを開くと、そのスケジュールに割り当てられて
いるフローのリストを表示できます。スケジュールへのフローの割り当ての詳細については、フロー
タスクのスケジュールを参照してください。
スケジュール上の出力や、リンクされたタスク(バージョン2021.3 以降) に割り当てられたタスクを
表示するには、[スケジュールの種類] 列のリンクをクリックします。
このページから、新しいタスクを追加したり、既存のタスクを管理したりすることもできます。既存
のタスクに対してアクションを実行するには、タスクカードのチェックボックスを選択し、[アクション]
ドロップダウンメニューをクリックしてタスクを実行、編集、または削除します。
5 回連続してフロータスクを実行できなかった場合、フローは自動的に中断されます。
そのステータスは、[概要] タブとこのタブで確認できます。中断されたタスクは、このメニューから
再開できます。
中断されたフロータスクの詳細については、エラーを表示して解決するを参照してください。

注: フローの[スケジュールされたタスク] ページは、バージョン2021.3 で再設計されました。
サーバーのバージョンによって、ビューが異なる場合があります。
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スケジュール ページ
[スケジュール] ページで、スケジュールに割り当てられたフローと、フロー実行の詳細を表示で
きます。スケジュールにリンクされたタスクが含まれている場合 (バージョン2021.3 以降)、リンク
されたタスクに含まれるフローの数が表示されます。
スケジュールをオンデマンドで実行し、スケジュールに割り当てられたすべてのフローを実行でき
ます。1 つまたは複数のフローを選択してから、[アクション] メニューを使用して、フローのスケ
ジュールまたは優先度を変更したり、スケジュールから選択したフローを削除したり、中断され
たフローを再開したりすることもできます。

フロー実 行 履 歴 (データ管 理 必 須 )
フローの実行履歴のリストを表示、検索、および並べ替えます。このページには、実行タイプ、
各フロー実行に含まれるフローに適用されるパラメーター値 (バージョン2021.4 以降)、生成さ
れた行の期間と数など、フロー実行に関する詳細も含まれています。
フロー出力にエラーがある場合、エラーにカーソルを合わせるとメッセージを表示できます。該
当する場合は、エラーメッセージ内の[接続に移動] リンクをクリックし、[接続] ページに移動し
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て接続エラーを修正します。フローを直接編集してエラーを修正することも、[フローのダウンロー
ド] をクリックしてTableau Prep Builder でフローエラーをダウンロードして修正し、フローをもう一
度パブリッシュしてTableau Prep Conductor で管理を継続することもできます。

注: フローの実行履歴は、フローが削除されない限り保持されます。

フロー リビジョン履 歴
フローを以前のバージョンに戻す必要がある場合は、そのフローの[その他のアクション]

メ

ニューで、[リビジョン履歴] を選択します。[リビジョン履歴] ダイアログで、元に戻したいフロー
バージョンをリストから選択します。

実 行 可 能 なユーザー
サーバー管理者は、データ管理 ライセンスキーを認証できます。
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サーバー管理者は、Tableau Prep Conductor を有効にできます。
Creator は、フローを手動で作成、編集、および実行できます。データ管理 がインストールさ
れている場合、Creator はスケジュールに従ってフローを実行できます。

Tableau Prep Conductor の Tableau Cloud サイトでの有効化
データ管理 を購入すると、Tableau Online サイトでPrep Conductor が自動的に有効になり
ます。データ管理 を購入する方法の詳細については、アカウントマネージャーに問い合わせて
ください。

Tableau Prep Conductor が有 効 であることの確 認
1. [サーバー] > [サインイン] メニューでサーバーにサインインします。
2. いずれかのフローを開きます。
3. [スケジュールされたタスク] タブがあるかどうかを確認します。タブが表示されている場合
は、Prep Conductor が有効になっています。

フロー タスクのスケジュール
注: バージョン2020.4.1 以降では、Web 上にフローをパブリッシュするためのデータ管理
は必要ありません。作成者は、フローの作成と編集をサーバー上で直接行うこともできま
す。サーバーで実行するフローのスケジュールを設定する場合は、データ管理 が必要で
す。Web 上でのフローの作成の詳細については、Web 上のTableau Prepを参照してく
ださい。

フローを特定の時間に実行したり定期的に実行したりするために、スケジュールタスクを作成
できます。スケジュールタスクは、事前に設定されたスケジュールに従います。
フローをスケジュールに割り当てるには、Tableau Prep Conductor で提供される事前定義さ
れたスケジュールの1 つを選択します。Tableau Cloud では新しいスケジュールを作成できませ
ん。
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バージョン2021.3 以降では、フローを次々に実行するようにタスクをスケジュールするときに、フ
ローの実行をリンクできます。詳細については、このトピックのリンクされたタスクのスケジュールを
参照してください。
バージョン2022.1 以降では、新しいフローメソッドである「リンクされたタスクのクエリ」 、「リンクさ
れた単一タスクのクエリ」 、および「リンクされたタスクを今すぐ実行」を使用して、リンクされたタス
クをREST API を介して実行することもできます。詳細については、Tableau REST API ヘルプ
の「フローメソッド」を参照してください。
パラメーターを含む実行中のフロー
バージョン2021.4 以降、フローにパラメーターを含めて、フローをより動的にすることができます。
フローが実行されると、パラメーター値を入力するように求められます。スケジュールに沿ってフ
ローを設定する場合は、その時点でパラメーター値を指定します。
必須のパラメーターの場合は、パラメーター値を指定する必要があります。オプションのパラメー
ターの場合は、その値を入力することも、パラメーターの現在の(デフォルト) 値を受け入れること
もできます。詳細については、Tableau Prep ヘルプの「スケジュールに従ってフローを実行する」
を参照してください。

注: 管理者は、Tableau Server または Tableau Cloud でパラメーターを含むフローを実行
する前に、サーバーとサイトのフロー パラメーター設定をサーバーで有効にする必要があり
ます。詳細については、Tableau Server または Tableau Cloud ヘルプの「Web 上でのフ
ローの作成と操作」を参照してください。

フロー タスクのスケジュールを設 定 する
1. 次のいずれかを実行します。
l

(バージョン2022.1 以降) [探索] ページの[リスト] ビューの[アクション] メニューで、
[フローのスケジュール設定] > [単一タスク] を選択します。リストでフローを選択す
ると、上部の[アクション] メニューを使用することもできます。
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l

フローの[概要] ページの[スケジュールされたタスク] タブで、[新しいタスク] をクリッ
クするか、ドロップダウンをクリックして[単一のタスク] を選択します。

出力ステップがタスクに割り当てられていない場合は、[概要] ページから新しいタ
スクを作成することもできます。このページの[スケジュール] フィールドで、[タスクを
新規作成] をクリックします。
2. [新しいタスク] ダイアログの[単一タスク] (以前のリリースでは [新しいタスク]) タブで、ド
ロップダウンリストからスケジュールを選択します。
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3. 以下のいずれかのオプションを選択します。
l

このフローのすべての出力ステップを自動的に含める: (既定) このオプションを選択
すると、このフローの現在および今後のすべての出力ステップをスケジュールタスク
に含めます。時間が経過してフローに新しい出力ステップが追加されると、これら
は実行時にスケジュールに自動的に含まれます。

l

このタスクに含める出力ステップを選択: このオプションを選択して、スケジュールさ
れたタスクに含める出力ステップを手動で選択します。
すべての出力ステップをフロータスクに含めるには、[出力ステップ] の横にあるチェッ
クボックスをオンにします。[このフローのすべての出力ステップを自動的に含める]
ラジオボタンを選択した場合は、この領域は編集できません。このセクションを有
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効にするには、他のラジオボタンを選択してください。

4. (バージョン2020.2.1 以降) [更新タイプ] を選択します。これらの設定についての詳細
は、「増分更新を使用したフローデータの更新」を参照してください。

注: バージョン2020.2.1 以降で、増分更新を使用するように構成した1 つの入力
を複数の出力に関連付けた場合は、同じ更新タイプを使用してそれらの出力を
同時に実行する必要があります。それ以外の場合は、フローを実行できません。

l

完全更新 (デフォルト): すべてのデータを更新し、フローの出力設定に基づいて
テーブルにデータを作成または追加します。

l

増分更新: 新しい行のみを更新し、フローの出力設定に基づいてテーブルに
データを作成または追加します。増分更新は、増分更新を使用するようにフ
ローを設定している場合にのみ選択できます。

注: Tableau Prep Conductor では、既存の出力が見つからない場合、選
択した実行オプションに関係なく、すべての出力に対して完全更新が実行
されます。後続のフローを実行するときは、増分更新の構成データが欠落
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していないか、既存の出力を削除していない限り、増分更新プロセスを使
用して、新しい行のみを取得して処理します。

5. (オプション) フローの所有者である場合は、[完了時にメールを送信] を選択して、フローが
成功したときにユーザーに通知します。フロー実行でメール通知を送信する方法の詳細につ
いては、フロー実行の成功をユーザーに通知するを参照してください。

6. (バージョン2021.4 以降) フローにパラメーターが含まれている場合は、必須またはオプ
ションのパラメーター値を入力します。フローを実行するために必要な値を入力する必要
があります。
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7. [タスクの作成] をクリックして、スケジュールタスクを作成します。

リンクされたタスクのスケジュール
Tableau Server および Tableau Cloud バージョン2021.3.0 以降でサポートしています。

注: バージョン2022.1 以降、リンクされたタスクの機能はデフォルトで有効になっていま
す。サーバーとサイトの管理者は、[設定] ページおよび[スケジュール] ダイアログのフロー
スケジュールでこの機能をオフにできます。以前のバージョンでは、この機能を使用して管
理するには、サーバー管理者は最初にこの機能を有効にする必要がありました。

[リンクされたタスク] オプションを使用して、最大 20 件のフローを次々に実行するようにスケ
ジュールできます。フローの一覧はスケジュールを選択することにより簡単に設定でき、次に後
続のフローを選択することにより、選択した順序でフローを実行することができます。
Tableau Cloud では、個々のリンクされたタスクの継続時間は、フローランタイム制限の合計
にカウントされます。フロータスクの実行時にランタイム制限に達すると、フロータスクはタイム
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アウトになり、リンクされたタスクは失敗し、ダウンストリームフローは実行されません。詳細につ
いては、Tableau Cloud ヘルプの「ジョブランタイム容量」を参照してください。
フローは、リストで指定された順序で実行されます。メニューを使用すると、リスト内のフローを
移動したり、先行のフローや後続のフローをいつでもリストに新しく追加したりできます。
フロー実行に含める出力を選択し、前のフロー実行が失敗したときにスケジュール内の残りの
フローをどう処理するかをTableau に指示する設定を行います。

1. 次のいずれかを実行します。
l

(バージョン2022.1 以降) [探索] ページの[リスト] ビューの[アクション] メニューで、
[フローのスケジュール設定] > [リンクされたタスク] を選択します。リストで複数のフ
ローを選択した場合は、上部の[アクション] メニューを使用することもできます。
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l

フローの[概要] ページの[スケジュールされたタスク] タブで、[新しいタスク] をクリッ
クして[リンクされたタスク] タブを選択するか、ドロップダウンをクリックして[リンクさ
れたタスク] を選択します。

出力ステップがタスクに割り当てられていない場合は、[概要] ページから新しいタ
スクを作成することもできます。このページの[スケジュール] フィールドで、[タスクを
新規作成] をクリックします。
2. [新しいタスク] ダイアログの[リンクされたタスク] タブで、ドロップダウンリストからスケジュー
ルを選択します。リンクされたタスクに対して有効になっているスケジュールのみが表示さ
れます。
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3. [出力ステップの選択] ドロップダウンをクリックして、実行するフロー出力を選択します。デ
フォルトでは、すべてのフロー出力が含まれています。特定の出力を選択するには、[こ
のフローの現在および将来のすべての出力ステップを含める] チェックボックスをオフにしま
す。
タスクを開始するフローは、実行する最初のフローとして自動的に設定されますが、フ
ローの実行順序は、リストに他のフローを追加した後でもメニューを使用して変更できま
す。
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4. 次のオプションから更新タイプを選択します。

注: 増分更新を使用するようにある入力を設定し、その入力を複数の出力に関
連付けた場合は、同じ更新タイプを使用してそれらの出力を同時に実行する必
要があります。それ以外の場合は、フローを実行できません。

l

完全更新 (デフォルト): すべてのデータを更新し、フローの出力設定に基づいて
テーブルにデータを作成または追加します。

l

増分更新: 新しい行のみを更新し、フローの出力設定に基づいてテーブルに
データを作成または追加します。増分更新は、増分更新を使用するようにフ
ローを設定している場合にのみ選択できます。詳細については、「増分更新を
使用したフローデータの更新」を参照してください。
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注: Tableau Prep Conductor では、既存の出力が見つからない場合、選択
した実行オプションに関係なく、すべての出力に対して完全更新が実行され
ます。後続のフローを実行するときは、増分更新の構成データが欠落してい
ないか、既存の出力を削除していない限り、増分更新プロセスを使用して、
新しい行のみを取得して処理します。

5. (オプション) フローの所有者である場合は、[完了時にメールを送信] を選択して、フロー
が成功したときにユーザーに通知します。フロー実行でメール通知を送信する方法の詳
細については、フロー実行の成功をユーザーに通知するを参照してください。
6. フロー障害のオプションを設定します。
l

データ品質警告の追加: チェックボックスを選択すると、フローに警告メッセージを
設定することにより、データの利用者が問題を認識できるようになります。メッセー
ジは、フローが正常に実行されるまで残ります。データ品質警告がすでにフローに
設定されている場合、このオプションは選択済みと表示され、オフにすることはでき
ません。

注: バージョン2021.4 以前では、[フロー実行監視] アイコン

をクリックして

[データ品質の警告] ダイアログを開きます。
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l

残りのタスクの停止: このオプションを選択すると、リスト内の後続タスクが実行
キューに入らないようにできます。

l

メールで通知 : フローが失敗したり、一時停止したり、キャンセルされた場合に、自
動的にフローの所有者にメールで通知されます。

7. (バージョン2021.4 以降) フローにパラメーターが含まれている場合は、必須またはオプ
ションのパラメーター値を入力します。フローを実行するために必要な値を入力する必
要があります。
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8. 2 番目のタスクのドロップダウンをクリックして、次のフローを追加します。前のフローの出
力を使用するフローが自動的に表示されていない場合は、[すべてのフローを表示] をク
リックして使用可能なすべてのフローを表示します。
1 つまたは複数のフローを選択して[追加] をクリックするか、[次のタスクの追加] をクリック
してフロー実行タスクをリストに追加します。
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フローを実行する権限がない場合は、フローをリストに追加する前に、フローの所有者
に連絡して権限を付与される必要があります。

9. 手順 3 ～ 5 を繰り返して、フロー実行オプションを構成します。
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注: バージョン2021.4 以前では、新しいフローの横にある[編集] アイコン

をク

リックして[オプション] ペインを展開します。

10. (オプション) 番号の付いたタスクの横にあるドロップダウンをクリックしてメニューを開くと、フ
ロータスクの順序を変更したり、既存のタスクの間に新しいタスクを挿入したりすることが
できます。

11. [タスクの作成] をクリックして、リンクされたタスクのスケジュールを作成します。
実行可能なユーザー
l

サーバー管理者は、サーバー内のすべてのサイトでこれを実行できます。サイト管理者は、
自身がアクセス権を持つサイトの設定で、タスクのパブリッシュおよびスケジュールをユーザー

l

に許可している場合、これを実行できます。
リンクされたタスクの場合、サーバー管理者は、リンクされたタスクのスケジュールをユーザー
に許可しているすべてのサイトで、これを実行できます。サイト管理者は、自身がアクセス権
を持つサイトの設定で、リンクされたタスクのスケジュールをユーザーに許可している場合、こ

l

れを実行できます。
フロー所有者およびプロジェクトリーダーは、自身が所有するフローまたはプロジェクトのフ
ロー タスクをそれぞれ作成できます。

詳細については、次の記事を参照してください。
l

Windows: 「ユーザーのサイトロールの設定」 および「コンテンツのパーミッションと所有権」

l

Linux: 「ユーザーのサイトロールの設定」 および「コンテンツのパーミッションと所有権」
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サイト管理者、フロー所有者、プロジェクトリーダーは、自身が所有するフローやプロジェクトの
フロータスクをそれぞれ作成できます。
詳細については、「ユーザーのサイトロールの設定」および「コンテンツのパーミッションと所有
権」を参照してください

フロー実行の成功をユーザーに通知する
Tableau Prep Builder バージョン2021.4.1 以降、Tableau Server および Tableau Cloud バー

ジョン2021.4 以降でサポートされています。この機能を使用するには データ管理 が必要で
す。
フローの所有者は、自分自身、個々のユーザー、およびグループをサブスクライブして、スケ
ジュールされたタスクについてフローが正常に実行されたことをメールで通知できます。メールに
は、Tableau 環境内のデータへのリンクが含まれているほか、オプションでフロー実行の詳細を
Excel ファイルや CSV ファイルで添付することができます。
フローサブスクリプションは、フローのスケジュールされたタスクに追加されます。フローサブスクリ
プションは、新しいフロータスクを作成するときに、または既存のフロータスクに対して追加でき
ます。スケジュールされたタスクが正常に完了すると、メール通知が送信されます。

フロー サブスクリプションのサイト設 定 を構 成 する
デフォルトでは、フロー サブスクリプションのサイト設定は、メール通知を送受信するように有効
になっています。
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l

l

[フロー出力データを含むメールの送受信をユーザーに許可する] オプションを使用すると、
フローの所有者は、ユーザーとグループをサブスクライブして、フローが正常に実行されたこと
を知らせる通知を受け取れるように設定できます。ユーザーは、通知メールをもとにして、完
全なデータソースにアクセスしたり、Tableau 内からフローの詳細を表示したりできます。
(非推奨) [.csv および.xlsx フロー出力ファイルの添付] オプションを使用すると、フロー所
有者は通知メールにファイルを添付できます。メールの受信者をTableau サーバーまたはサ
イトに追加する必要がありますが、ファイルにはデータソースが含まれており、Tableau シス
テムの外部に漏えいする可能性があります。このオプションは、オンプレミス環境でのみ使用
できます。

フローをパブリッシュする
フロー出力をファイル、データベース表、またはデータソースとしてパブリッシュします。フローを保
存するときは、次の点を考慮してください。
l

(オンプレミスのみ) パブリッシュする場合、出力をファイルまたはデータベース表として保存
し、.csv または .xlsx のファイルタイプでメールに添付することを選択できます。

l

パブリッシュされたデータソースとして出力を保存すると、メール通知でTableau のフロー
へのリンクを提供できます。メールにファイルを添付することはできません。

l

ファイル出力として保存することを選択する場合は、ネットワーク共有を使用する必要が
あり、出力と入力の場所がセーフリストに含まれている必要があります。詳細について
は、「手順 4 - 入力場所と出力場所をセーフリストに登録する」を参照してください。

l

フローサブスクリプションは Windows とLinux でサポートされています。Linux のフローサブ
スクリプションには、次の制限が適用されます。

l

ファイル出力は、Windows サーバーに出力する必要があります。
ファイルに出力するフローの場合、パスには次の UNC 形式を使用します:

l

\\server\path\filenameローカル ドライブ文字は使用しないでください。
マウントされたパスは許可リストに登録されている必要があります。

l

l

メールにファイルを添付する場合、Tableau Cloud でのファイルサイズの制限は約 25 MB
です。オンプレミスのTableau Server を使用する場合は、添付ファイルサイズの制限を
設定します。
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フロー サブスクリプションを追 加 する
1. フローの所有者は、Tableau Server または Tableau Cloud でパブリッシュされているフロー
から、メール通知のサブスクリプションを追加したいフローを選択します。
2. サブスクリプションは、新しいタスクまたは既存のタスクに追加できます。
l 新しいタスクにサブスクリ
プションを追加する場合:
1. [スケジュールされたタスク] > [新しいタスク] をクリックします。
2. [新しいタスク] ダイアログの[スケジュールの選択] ドロップダウンリストから、
フローを実行するスケジュールを選択します。
3. [完了したらメールを送信] を有効にします。
l

既存のタスクにサブスクリプションを追加する場合:

1. [サブスクリプション] > [サブスクライブ] をクリックします。
2. [フロー サブスクリプションの追加] ダイアログで、[頻度] ドロップダウンリスト
からスケジュールを選択します。
3. [送信先] フィールドに、本文に挿し込むユーザーまたはグループの名前を入力します。
通知を送りたいユーザーとグループを選択します。
ユーザーとグループは、管理者がTableau 環境に追加する必要があります。
4. (オプション) 自分を通知に含めるには、[自分に送信] チェックボックスをオンにします。
5. (オプション) [件名] フィールドで、フロー実行通知のデフォルトのメール件名をカスタマイ
ズします。
6. (オプション) フロー実行に関する情報を[メール メッセージ] テキストボックスに追加しま
す。
7. [出力データを含める] をクリックして、メールに含める出力のタイプを選択します。
l

フローをファイルまたはデータベース表の出力としてパブリッシュした場合は、データ
ソースを含む .csv または .xlsx のファイルをメールに添付することを選択できます。た
だし、データが Tableau システムの外部に漏えいする可能性があるため、推奨しま
せん。
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l

フローをデータソースとしてパブリッシュした場合は、データソースへのリンクを含めるこ
とを選択できます。メールへのファイルの添付はサポートされていません。

8. 既存のタスクにサブスクリプションを追加する場合は、[サブスクライブ] をクリックします。

フローのサブスクリプションを解 除 する
メール通知の配信を停止するには、次の手順を行います。
1. 登録メールの下にある[サブスクリプションの解除] をクリックします。
2. フローの所有者として、Tableau Server または Tableau Cloud にサインインします。ペー
ジの上部で、[通知] アイコンをクリックします。
3. [...] メニューを展開し、[通知の解除] を選択します。
フロー所有者としてサブスクリプションを解除して削除するには、次の手順を行います。
1. [サブスクリプション] をクリックします。
2. Tableau Server または Tableau Cloud でパブリッシュされたフローを開きます。
3. フローサブスクリプションの一覧から、サブスクリプションを解除するフローの選択ボックスを
クリックします。
4. [アクション] > [サブスクリプションの解除] を選択します。

サブスクリプションを表 示 する
現在のフローサブスクリプションは、Tableau Server または Tableau Cloud で表示できます。
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l

フローの [概要] ページの [サブスクリプション] タブから、現在のサブスクリプションの一覧を
確認できます。

l

[タスク] ページの [サブスクリプション] タブから、ワークブックのサブスクリプションといっしょに
サブスクリプションの一覧を確認できます。

一 時 停 止 したフロー サブスクリプションの再 開
フローの問題が原因でサブスクリプションが失敗する場合があります。サブスクリプションの失敗
が5 回を超えると、スケジュールされたフロータスクが一時停止したことを通知するメールを受
け取ります。
フローの[概要] ページから、スケジュールされたフロータスクがいつ失敗したか確認できます。

一時停止したフロータスクを再開する方法はいくつかあります。フロー所有者の場合:
l

Tableau Web ページの[マイコンテンツ] エリアの[最終更新] 列に、サブスクリプションが
一時停止していることを示すアイコンが表示されます。[...] > [スケジュールされたタスク
の再開] を選択して再開します。

l

[スケジュールされたタスク] ページの[最終更新] 列に、サブスクリプションが一時停止し
ていることを示すアイコンが表示されます。フローを選択し、[アクション] > [再開] をクリッ
クします。
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通 知 メールからフロー データにアクセスする
フロー通知の設定によっては、通知メールからデータソースや添付ファイルにアクセスできます。
l
l

[フローを表示] をクリックして、Tableau Server または Tableau Cloud でフローを開きます。
添付ファイルをクリックすると、フロー データが表示されます。
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実行可能なユーザー
l

フローの所有者は、自分が所有するフローに対してフロー通知サブスクリプションを作成でき
ます。

l

通知を受け取るには、管理者がユーザーとグループをTableau 環境に追加する必要が
あります。

詳細については、次の記事を参照してください。
l

Windows: 「ユーザーのサイトロールの設定」 および「コンテンツのパーミッションと所有権」

l

Linux: 「ユーザーのサイトロールの設定」 および「コンテンツのパーミッションと所有権」

フローの管理
フローをTableau Server または Tableau Cloud にパブリッシュしたら、フローを管理し必要に応
じて変更することができます。このトピックでは、フローを管理するために実行できるさまざまな
アクションについて説明します。

注: このトピックの内容は Tableau ServerとTableau Cloud の両方に適用され、例外が
あれば具体的に明示されます。

フローの管 理
以下は、フローを管理するために実行できるアクションの一覧です。
l

フローの作成: バージョン2020.4 以降、作成者は Web 上で直接フローを作成できま
す。ホームページで[作成] > [フロー] をクリックするか、[探索] ページで[新規作成] >
[フロー] をクリックします。詳細については、「Web 上のTableau Prep」を参照してくださ
い。

l

フローの編集: バージョン2020.4 以降、作成者は Web 上で直接フローを編集できま
す。フローのリストに移動し、[アクション] を選択して[フローの編集] をクリックするか、フ
ローを開いて[編集] ボタンをクリックします。
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フローを編集すると、変更した内容は下書きの状態に移ります。編集を完了したら、フ
ローをパブリッシュして変更をコミットし、新しいバージョンのフローを作成します。詳細に
ついては、自動保存と下書き作業」を参照してください。
l

フローの実行: 特定の時刻に実行されるスケジュール済みのフロー タスクの作成に加えて、
手動でフローを実行できます。
l

注: データ管理 は、フローを手動で実行する場合は必要ありませんが、フローをスケ
ジュール設定して実行する場合は必要です。

l

フローのリストに移動し、実行するフローを1 つまたは複数選択します。[アクション] を選
択し、[今すぐ実行] をクリックします。

l

タグ: タグは、コンテンツの検索、フィルター、および分類に役立つフローに対して作成で
きるキーワードです。作成者は、フローを公開するときにタグを追加できます。ただし、タ
グをアクセス権限のある.twb、表示、またはデータソースに追加したり、さらに追加したタ
グを削除したりすることもできます。タグをフローのリストに追加できます。
フローのリストに移動し、タグ付けする項目を1 つまたは複数選択します。[アクション] を
選択し、[タグ] をクリックします。タグを特定のフローに追加するには、前述のフローのリス
トからそのタグを実行します。[フロー]を開き、[概要] タブから[アクション] を選択して、[タ
グ] をクリックします。

l

所有者の変更: 管理者とフローの所有者は、所有者を自分自身にのみ変更できま
す。

l

権限: ユーザーの権限を設定し、保存操作、ダウンロード操作、別のプロジェクトへの移
動や削除のような、編集操作を実行できるかどうかを指定できます。さらに、フローを表
示および実行できるユーザーを指定することもできます。

l

ダウンロード: Tableau Prep を使用すると、フローをダウンロードして表示または変更でき
ます。フローをダウンロードするには、ダウンロード権限が必要です。所有者であればデ
フォルトにより上記を備えていますが、他のユーザーに対しては追加する必要がありま
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す。
l

リビジョン履歴: フローに変更を加え、同じ名前の同じプロジェクトに対してパブリッシュ
すると、フローの新しいバージョンが作成されます。リビジョン履歴は、[アクション]メニュー
から[リビジョン履歴]を選択して表示できます。フロー所有者には、以前のバージョンの
フローを復元する権限があります。

l

移動: プロジェクト間でフローを移動できます。フローを移動するには、[移動]権限が必
要です。所有者であればデフォルトにより上記を備えていますが、他のユーザーに対し
ては追加する必要があります。

l

名前の変更: フローの名前を変更できます。フローの名前を変更するには、ユーザーに
は保存権限が必要です。既定では、自分が所有するフローに対しての権限はありま
すが、他のユーザーに対して追加する必要がある場合があります。

l

削除: フローを削除できます。フローを削除するには、ユーザーには削除権限が必要で
す。所有者であればデフォルトにより上記を備えていますが、他のユーザーに対しては
追加する必要があります。

実行可能なユーザー

Tableau Server の管理者
すべてのサイトで次のタスクを実行できます。
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l

フローの作成

l

パブリッシュ済みのフローの編集

l

フローの下書きの一覧表示

l

フローの実行

l

フローの削除

l

フローのダウンロード
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l

所有者の変更

l

権限の変更

l

プロジェクトの変更

l

タグの追加と削除

l

説明の変更

l

名前の変更

l

フロータスクの更新

l

フロータスクの削除

l

フロータスクの作成*

l

バージョン管理*

*以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの

l

はサーバー管理者だけです。
このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要があります。

l

l

バージョン管理:
l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。

Tableau サイト管理者
サイト管理者を務めるサイトに公開されているフローに次のタスクを実行できます。
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l

フローの作成

l

パブリッシュ済みのフローの編集

l

フローの下書きの一覧表示

l

フローの実行

l

フローの削除

l

フローのダウンロード

l

所有者の変更

l

権限の変更

l

プロジェクトの変更

l

タグの追加と削除

l

説明の変更

l

名前の変更

l

フロータスクの更新

l

フロータスクの削除

l

フロータスクの作成*

l

バージョン管理*

以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの

l

はサーバー管理者だけです。
このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要がありま

l

す。
l
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l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。

プロジェクトリーダー
プロジェクトリーダー権限を持つプロジェクトにパブリッシュされたフローに次のタスクを実行できま
す。
l

フローの作成

l

パブリッシュ済みのフローの編集

l

フローの実行

l

削除

l

ダウンロード

l

権限の変更

l

プロジェクトの変更

l

タグの追加と削除

l

説明の変更

l

名前の変更

l

フロータスクの更新

l

フロータスクの削除

l

フロータスクの作成*

l

バージョン管理*

*以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
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l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの

l

はサーバー管理者だけです。
このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要がありま

l

す。
l

バージョン管理:
l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。

プロジェクト所有者
所有するプロジェクト宛に発行されたフローに次のタスクを実行できます。

1260

l

フローの作成

l

パブリッシュ済みのフローの編集

l

フローの実行

l

削除

l

ダウンロード

l

権限の変更

l

プロジェクトの変更

l

タグの追加と削除

l

説明の変更

l

名前の変更
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l

フロータスクの更新

l

フロータスクの削除

l

フロータスクの作成*

l

バージョン管理*

*以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの
はサーバー管理者だけです。

l
l

l

このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要があります。

バージョン管理:
l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。

フロー所有者
所有するフローに次のタスクを実行できます。
l

フローの作成

l

下書き(所有するフロー) とパブリッシュ済みフローの編集

l

フローの実行

l

フローの削除

l

フローのダウンロード

l

所有者の変更
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l

権限の変更

l

プロジェクトの変更

l

タグの追加と削除

l

説明の変更

l

名前の変更

l

フロータスクの更新

l

フロータスクの削除

l

フロータスクの作成*

l

バージョン管理*

*以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの

l

はサーバー管理者だけです。
このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要がありま

l

す。
l

バージョン管理:
l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。

Creatorライセンスを持つユーザー
次のタスクを実行できます。
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l

フローの作成

l

下書き(所有するフロー) とパブリッシュ済みフローの編集

l

フローの実行 (フローの実行権限により)

l

削除 (削除権限により)

l

ダウンロード(ダウンロードまたは名前をつけて保存、および読み取り権限)

l

権限の変更(変更権限により)

l

プロジェクトの変更(移動権限、および移行先プロジェクトに対する書き込み権限による)

l

タグの追加と削除(読み取り権限による)

l

説明の変更(保存権限による)

l

名前の変更(保存権限による)

l

フロータスクの更新(実行権限による)

l

フロータスクの削除(実行権限による)

l

フロータスクの作成*(実行権限による)

l

バージョン管理*(表示、読み取り、名前を付けて保存、ダウンロード権限による)

*以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの

l

はサーバー管理者だけです。
このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要があります。

l

l

バージョン管理:
l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。
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Explorerライセンスを持つユーザー
次のタスクを実行できます。

注: バージョン2020.4 以降、Explorer ユーザーはサーバー上でフローを実行できなくなり
ました。

l

削除 (削除権限により)

l

ダウンロード(ダウンロードまたは名前をつけて保存、および読み取り権限)

l

権限の変更(変更権限により)

l

プロジェクトの変更(移動権限および移行先プロジェクトに対する書き込み権限による)

l

タグの追加と削除(読み取り権限による)

l

説明の変更(保存権限による)

l

名前の変更(保存権限による)

l

フロータスクの更新(実行権限による)

l

フロータスクの削除(実行権限による)

l

フロータスクの作成*(実行権限による)

l

バージョン管理*(表示、読み取り、名前を付けて保存、ダウンロード権限による)

*以下のアクションには、追加の条件が適用されます。
l

フロータスクを作成するには:
l

フロースケジュールが利用可能である必要があります。スケジュールを作成できるの
はサーバー管理者だけです。

1264

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
l
l

l

このフローには少なくとも1つの出力ステップが必要です。
このフローバージョンは、Tableau Server バージョンと互換性がある必要があります。

バージョン管理:
l

サイトでリビジョン履歴を有効にする必要があります。

l

ユーザーロールがプロジェクトへのパブリッシュが可能である必要があります。

ビューワーライセンスを持つユーザー
ビューワーはフローを管理することはできません。ただし、フローおよび別のバージョンのフローを
表示することはできます。
フローに設定できるフル機能の詳細については、パーミッションの機能を参照してください。

フローの正常性とパフォーマンスの監視
フローをパブリッシュし、定期的な実行スケジュールを設定したら、フローが予想どおりに実行さ
れたことや、問題の発生時にどのように解決したかを確認できます。また、フローを監視してそ
のパフォーマンスを確認することもできます。
このトピックでは、Tableau Cloud をフローの監視に役立てるためのさまざまな方法について説
明します。

発 生 した問 題 を検 出 して解 決 する
Tableau Cloud では、フローが失敗するとメール通知が自動的に送信されます。[アラート] メ
ニューを使用するか、目的のフローのフローページを確認して、サーバー上のエラーを検索して
確認することもできます。このタイプの監視では、問題が発生したときにそれを検出することがで
きます。
フローが失敗したときに通知を受け取る

Tableau Cloud では、サイトのメール通知は、既定で有効に設定されています。この設定は、
[設定] > [全般] ページに移動すると確認できます。
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エラーを表示して解決する

注: バージョン2020.4.1 以降では、Tableau Server およびTableau Cloud でフローの作
成と編集を行えるようになりました。このセクションの内容は、特に記載がない限り、すべ
てのプラットフォームに適用されます。Web 上でのフローの作成の詳細については、Web
上のTableau Prepを参照してください。

フローの実行中は、次のようなエラーが発生する場合があります。
l

接続エラー: 接続エラーは通常、Tableau Cloud が1 つ以上のデータ入力に接続でき
ない場合、または 1 つ以上の出力ステップで接続できない場合に発生します。
l

入力接続エラーの場合は、[接続] タブの [接続の編集] オプションを使用して接続
の詳細を変更してから、フローを再度実行します。

l

出力接続エラーの場合は、フローの出力ステップが出力する場所を確認しま
す。フローの出力がネットワーク共有で実行される場合は、出力ステップで安全
な場所を指定していることを確認してください。変更を行うと、フローが再パブリッ
シュされ、実行が再試行されます。

注: ファイルまたはネットワーク共有に出力されるフローの出力接続エラーを
修正するには、フローをTableau Prep Builder にダウンロードしてから、フ
ローをサーバーにもう一度パブリッシュします。パブリッシュされたデータソース
またはデータベースに出力されるフローは、Web 上で直接編集できます。

l

フロー内のエラー: フローの1 つ以上のステップでエラーがある場合、エラーメッセージが
表示されます。フローは、Web 上で直接編集してもう一度パブリッシュできます。フロー
をTableau Pre Builder にダウンロードしてエラーを解決し、フローをサーバーにパブリッ
シュし直して、もう一度実行します。

l

フロー タスクの中断: スケジュールされたフロータスクの実行が構成した回数失敗する
と、このフロータスクは中断されます。既定では、フロータスクが5 回連続して失敗する
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と、中断されます。
1 つのフローに複数のスケジュールタスクを割り当てることができますが、失敗したタスクの
みが中断されます。他のすべてのフロータスクは、エラーが発生しない限り引き続き実行
されます。中断したタスクを再開するには、エラーを確認して問題を解決してから、フ
ローをオンデマンドで実行するか、割り当てられたスケジュールに基づいて自動的にフ
ローを実行するようにします。
エラーは、次のページで確認することができます。
フローの [概要] ページ

このページでは、最新のフロー実行とエラーのステータスを確認できます。エラーテキストにカーソ
ルを合わせて、エラーの詳細を確認します。スケジュールタスクが中断された場合は、警告アイ
コンがスケジュールの横に表示されます。アイコンにカーソルを合わせるとステータスが表示され
ます。
フローの失敗やタスクの中断の原因となったエラーを解決したら、フローを手動で実行するか、
割り当てられたスケジュールに基づいてフローを実行できます。フロータスクの中断の場合は、
中断したタスクのツールヒントで[スケジュールされたタスクに移動] リンクをクリックして[スケジュー
ルされたタスク] ページに移動し、[スケジュールされたタスクの再開] ボタンをクリックして中断した
タスクを再開します。
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[接続] ページ

[接続] ページには、最新のステータスと関連するすべての接続エラーが表示されます。入力エ
ラーを修正するには、入力接続の[その他のアクション]

メニューをクリックして接続を編集

し、サーバー名、ポート、ユーザー名、パスワードを変更します。
出力接続のエラーを修正するには、Tableau Prep Builder でフローを直接変種するか、フロー
をダウンロードしてファイルパスを修正し、フローをもう一度パブリッシュして実行します。

[スケジュール タスク] ページ

注: このタブを表示するには、データ管理 が必要です。

フローに割り当てられている、スケジュールタスクが表示されます。スケジュールタスクが中断し
ている場合は、そのタスクのステータスが表示され、このページから手動でフロータスクを再開で
きます。中断しているタスクを再開する前に、フローにあるすべてのエラーを解決してください。
このページにはエラーの詳細は表示されませんが、[概要] ページまたは [実行の履歴] ページ
でエラーの詳細を確認できます。[スケジュールの種類] 列のリンクをクリックして、スケジュールさ
れた内容の詳細を表示したり、タスクを編集したりすることもできます。
フローの接続を編集するか、フロータスクを手動で実行すると、中断したスケジュールタスク
は、フロータスクが再パブリッシュされた時点で自動的に再開されます。中断したタスクを手動
で再開するには、[スケジュールされたタスク] ペインで[スケジュールされたタスクの再開] をクリッ
クします。この操作により、中断していたすべてのフローのタスクが再開されます。
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タスクを個別に再開するには、スケジュールされたタスクの[その他のアクション]

メニューをク

リックして、[再開] を選択します。[今すぐ実行] をクリックして、フローのすべてのタスクをすぐに
実行することもできます。

[実行の履歴] ページ

注: このタブを表示するには、データ管理 が必要です。

[実行の履歴] ページには、完了済みおよび処理中のすべてのフロー実行の詳細が、出力ごと
に表示されます。[エラー] 列のエラーにカーソルを合わせると、エラーの詳細が表示されます。
[時間] 列には、フローの実行時間が表示されます。

注: バージョン2020.2.1 以降では、[実行タイプ] フィールドに出力の更新タイプが表示され
ます。以前のリリースでは、このフィールドに、出力をスケジュールに従って実行したか、オン
デマンドで実行したかが示されていました。出力の更新タイプの設定についての詳細は、
「増分更新を使用したフローデータの更新」を参照してください。
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アラート

フローが失敗すると、[アラート] メニューに、フローの再実行や、フローをダウンロードしてトラブ
ルシューティングを行うオプションと共にエラーの詳細が入力されます。

注：フローの所有者、サーバーまたはサイトの管理者は、このメニューを表示できます。
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実行可能なユーザー
l

l

Tableau サイト管理者 は、以下を実行できます。
l サイトレベルでメール通知を設定する
l エラーを表示する
l 中断したタスクを再開する
l アラートを表示する
フローの所有者、プロジェクトリーダー、およびフローを表示する権限が付与されている
すべてのユーザーは、以下を実行できます。
l エラーを表示する
l 中断したタスクを再開する
l アラートを表示する(フ
ローの所有者)

フローの管 理 ビュー
管理ビューを使用すると、フロー、パフォーマンス履歴、ディスク使用量に関連するアクティビティ
を監視できます。[ステータス] ページにはさまざまな管理ビューを備えたTableau ワークブックが
埋め込まれており、これらのビューを利用するとさまざまな種類のサーバーやサイトのアクティビ
ティを監視することができます。
実行可能なユーザー

Tableau サイト管理者は、管理ビューの表示と操作を行うことができます。
すべてのユーザーによるアクション

このビューを使用すると、フローがどのように使用されているかについての洞察を収集できます。
これには、パブリッシュ、ダウンロード、フロー実行などのアクションが含まれます。ビューは、アク
ション、サイト、時間範囲などでフィルターリングできます。[合計ユーザー数] は、アクションを実
行したユーザー数を表します。この値は、フィルターリングの影響を受けません。アクティブユー
ザー数は、選択した期間中にアクティブであり、選択したアクションのいずれかを実行したユー
ザーの数を示します。

Tableau Software

1271

Tableau Cloud ヘルプ

特定のユーザーによるアクション

このビューを使用すると、個々のユーザーがフローをどのように操作しているかについての洞察
を収集できます。ビューは、ユーザー名、アクションの種類、および時間範囲でフィルターリング
できます。

最近のユーザーによるアクション

このビューを使用すると、過去 24 時間にまたは Tableau Cloud でアクティブであったユーザー
が表示されます。
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サーバー上でメンテナンス作業を行う必要がある場合、どのユーザーにどれくらいの影響がある
か、さらにはそれらのユーザーが何をしているのかについて知るのに役立ちます。
このビューには、最近 または Tableau Cloud にサインインした、[アクティブ]、[最近アクティブ]、
および[アイドル] のユーザーが表示されます。
このビューでは、アクティブなユーザーとは直近の5 分間にアクションを実行したユーザー、最近
アクティブなユーザーとは直近の30 分間にアクションを実行したユーザー、アイドルなユーザーと
は、最後にアクションを実行してから30 分以上が経過したユーザーを指します。
ユーザーを選択すると、そのユーザーが最近実行したアクションのみを表示できます。アクション
の詳細を表示するには、アクションの上にマウスを置きます。

バックグラウンドタスクの遅延

このビューには、抽出更新タスク、サブスクリプションタスク、フロータスクの遅延が表示されま
す。この遅延は、タスクの実行がスケジュールされていた時刻から、実際に実行された時刻まで
の時間の長さです。このビューを使用すると、タスクスケジュールの分散やタスクの最適化によっ
てサーバーのパフォーマンスを改善できる余地がどこにあるかを特定できます。
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遅延の考えられる原因と遅延を小さくする方法には、次のものがあります。
l

多くのタスクが同時にスケジュールされている。
ビューの例では、長い遅延を示すタスクは毎日同時にクラスター化されています。これに
より、待機時間の急増が生じます。[タイムライン] フィルターを1 日に設定すると、タスク
の遅延が時間ごとに表示されるので、多くのタスクが同時にスケジュールされている時間
帯を特定できます。1 つの解決策は、タスクをオフピークの時間帯に分散して、サー
バーの負荷を軽減することです。

抽出以外のバックグラウンドタスク

バックグラウンドタスクは、スケジュールされたフローやアドホックのフローを実行するためにも作
成されます。このビューを使用すると、サイト上で成功または失敗したフロータスクの数を確認
できます。タスクの詳細を確認するには、タスクのアイコンにカーソルを合わせてください。
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フロー実行のパフォーマンス

このビューは、サイト上のすべてのフローのパフォーマンス履歴を表示するために使用します。フ
ロー名、出力ステップ名、フロー所有者、実行タイプ(スケジュールまたはアドホック)、およびフ
ロー実行の開始時刻でフィルターリングすることができます。

このビューを使用すると、次のような質問に答えることができます。
l

現在スケジュールされているフロー タスクは何か? – これを確認するには、[開始時刻]
フィルターを使用して、調べたい時間枠を選択します。たとえば、今後 3 時間でスケ
ジュールされているフロータスクを表示するには、[時間] -> [今後] を選択し、「3」と入力
します。

l

フロー タスクの期間はどの程度か? - これに回答するには、ビュー内のマークをクリックし、
タスク実行期間を含む詳細を表示します。
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l

アドホックで実行されたフローの数、スケジュールされた実行の数はいくつか? - これに回
答するには、[実行タイプ] フィルターを使用し、[アドホック] または [スケジュールされてい
ます] を選択します。

このビューでは、次の情報も表示されます。
l

実行頻度が最も高いフローには、最も多くのマークが表示されます。

l

現在同時に実行されているフローを表示するには、[進行中] または [保留中] と表示
されているマークにカーソルを合わせて[保持のみ] を選択すると、現在実行中のすべて
のフローをフィルターにかけることができます。

l

特定の期間帯に同時に実行されているフローを確認するには、[開始時間] フィルター
で範囲を選択します。たとえば、[今後 3 時間] を選択すると、今後 3 時間にどのフ
ローが実行されるかを確認することができます。

領域使用量の統計

このビューを使用すると、サーバー上で最も多くのディスク容量を使用しているフロー出力を特
定できます。ディスク容量の使用率は、ユーザー別、プロジェクト別、フロー出力のサイズ別に
表示され、最も近い整数に切り捨てられます。

[最小サイズ] フィルターを使用して、占有するスペースの量に基づいて、どのフロー出力を表
示するか制御します。フローにはオブジェクトタイプフィルターを使用します。
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l

最もスペースを使用しているユーザーは誰か- このセクションでは、(フローをフィルターにか
けた時点で) 最も多くのスペースを消費しているフローの所有者を表示します。ユーザー
名をクリックすると、次の2 つのグラフをそのユーザーでフィルターできます。

l

最もスペースを使用しているプロジェクトは何か- このセクションでは、(フローをフィルター
にかけた時点で) 最も多くのスペースを消費しているフローを持つプロジェクトを表示しま
す。

l

最もスペースを使用しているワークブック、データソース、フローは何か– このセクションで
は、(フローをフィルターにかけた時点で) 最も多くのスペースを消費しているフローを表示
します。

実行可能なユーザー
l

l

Tableau サイト管理者 は、以下を実行できます。
l サイトレベルでメール通知を設定する
l エラーを表示する
l 中断したタスクを再開する
l アラートを表示する
フローの所有者、プロジェクトリーダー、およびフローを表示する権限が付与されている
すべてのユーザーは、以下を実行できます。
l エラーを表示する
l 中断したタスクを再開する
l アラートを表示する(フ
ローの所有者)

Tableau Catalog について
データのボリュームや形式、重要性が増しているため、環境はさらに複雑になりつつあります。
データが変化するペースが急速であることから、そのデータとそのような複雑な環境での使用方
法を追跡するのが困難になることがあります。それと同時に、さまざまな場所にあるデータをより
多く求めるユーザーが増えているため、ユーザーが適切なデータを見つけるのは難しくなっていま
す。こうしたことから、ユーザーは適切なソースを使用しているか、それが最新かどうかを疑問に
感じており、最終的にデータの信頼性が損なわれています。
Tableau Catalog は、系列、インパクト分析、データディクショナリ、データ品質に関する警告、
検索などの機能をTableau アプリケーションに統合し、これらの問題をスタンドアロンのカタログ
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と異なった方法で解決するのに役立ちます。IT とエンドユーザーの両方に重点が置かれてい
るため、Tableau Server または Tableau Cloud を使用しているすべてのユーザーはデータの可
視性と信頼性だけでなく、検出可能性も高めることができます。Tableau Catalog は組織で
使用されているTableau コンテンツからカタログを構築し、次のような包括的な機能を使用で
きるようにします。
l

l

l

インパクト分析と系列 。
l 管理している表またはデータソースの特定の列やフ
ィールドを利用するワークブック
などの Tableau コンテンツを表示できます。データを変更する必要がある場合は、
影響を受けるTableau の作成者にメールで通知できます。
l ワークブッ
ク作成者は、系列を使用して、利用するフィールドを追跡できます。
l ユーザーは Tableau のビジュ
アライゼーションを使用する場合、ビューの作成に使用
されたデータの由来を表示することができます。
キュレーションと信頼 。データ案内人は、説明や証明書など有用なメタデータを追加し、
ユーザーが適切なデータを見つけるようにすることができます。データ品質に関する警告の
設定、[データの詳細] ペインでのデータ詳細の表示、資産の認証、カタログからの資産の
削除を行うことができます。
データディスカバリ。Tableau Desktop または Tableau Web 作成では、Tableau Catalog
を使用して、Tableau で分析を行うデータベース、テーブル、データソース、および仮想接
続を検索し、検索結果からそれらに接続することができます。

2019.3 より、データ管理 は Tableau Server とTableau Cloud のTableau Catalog の一部とし
て利用可能です。プロダクトキーがアクティブで有効になっている場合、上記のカタログ機能
は使用中の製品に統合されているため、見つけた場所でデータを操作することができます。

Tableau Catalog のしくみ
Tableau Catalog はサイト上のすべてのコンテンツ(ワークブック、メトリクス、データソース、シー
ト、仮想接続、およびフロー) を検出してインデックスを作成し、コンテンツに関するメタデータを
収集します。メタデータよりデータベースと表 (外部資産とも呼ばれます) が特定されます。
Tableau がコンテンツと外部アセットとの関係を理解すると、コンテンツと外部アセットの系列を
表示できるようになります。また、Tableau Catalog を使用すると、ユーザーは Tableau Server
または Tableau Cloud を使用して外部資産に接続できます。
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Tableau Catalog を使用して組織のデータガバナンスをサポートする方法については、Tableau
Blueprint ヘルプの「Tableau のガバナンス」を参照してください。

Tableau Catalog の主要な用語
l

メタデータ。データに関する情報。
Tableau コンテンツ。Tableau で作成されたコンテンツ(ワークブック、データソース、仮想接

l

続、およびフローなど)
外部資産。Tableau Server または Tableau Cloud にパブリッシュされたTableau コンテンツ

l

で使用されるデータベースやテーブルに関するメタデータ

Tableau Catalog のライセンス
Tableau Catalog は データ管理 を通じてライセンスされています。データ管理 ライセンスが機能
する仕組みの詳細については、「データ管理 のライセンス」を参照してください。

Tableau Catalog の有効化
Tableau Server または Tableau Cloud をデータ管理 でライセンスした後、次のいずれかの作
業を行うとTableau Catalog を有効にできます。
l

Tableau Cloud の場合 、アクションは必要ありません。Tableau Catalog は既定でオン
で、派生パーミッションを使用するように構成されており使用準備ができています。派生パー
ミッションの詳細については、メタデータに対するパーミッションを参照してください。

l

Tableau Server の場合、サーバー管理者はまず tsm maintenance metadataservices コマンドを使用し、Tableau メタデータAPI を有効にする必要があります。
詳細については、Tableau Catalog の有効化を参照してください。
メタデータAPI を有効にした後、Tableau Catalog は既定でオンで、派生パーミッションを
使用するように構成されており使用準備ができています。派生パーミッションの詳細につ
いては、メタデータに対するパーミッションを参照してください。

特長と機能
Tableau Catalog で使用できる機能の詳細については、次のヘルプ記事を参照してください。
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データディスカバリ
l

Tableau Desktop の [接続] ペインで [データの検索] より[Tableau Server] を選択し、

Tableau Server または Tableau Cloud を使用してデータに接続します。Tableau
Catalog が有効になっている場合は、接続先のパブリッシュ済みデータソースを検索するだ
けでなく、Tableau Server または Tableau Cloud サイト上のパブリッシュ済みのデータソー
スやワークブックで使用される特定のデータベースと表を検索し、それらに接続できるように
なりました。
l

Tableau Catalog を有効にすると、検索 が拡張され、列、データベース、およびテーブルに
基づいて検索結果が表示されるようになります。

l

Web で作成する場合、パブリッシュされたデータソースに加えて、データベースやテーブル

l

に接続することもできます。
Tableau Prep をWeb で使用する場合、データベースやテーブルなどの外部アセットに基
づいて新しいフローを作成 できます。

キュレーションと信 頼 。
l
l

l

l

l

データ資産を認証 し、信頼でき推奨されるデータをユーザーが見つけるのを助けます。
データ品質に関する警告 を設定し、古いデータや廃止データなどデータ品質の問題に関
してユーザーにアラートを出します。
タグを使用してTableau Server および Tableau Cloud でアイテムを分類すると、ユーザー
は外部アセットをフィルターできます。
[データの詳細] タブを使用してパブリッシュ済みのビジュアライゼーションについての理解を
深め、使用されているデータの詳細を確認します。
データベース、表、列に説明を追加 し、ユーザーが探しているデータを見つけるのを助けま
す。

系 列 とインパクト分 析
l

l

系列 を使用してデータの出所を追跡し、データに対する変更の影響に関する分析や影響
を受ける可能性があるユーザーの特定を行います。
ワークブック、データソース、またはフローの所有者にメールを送信 するか、データ関連の
更新に関してデータベースや表の連絡先にメールを送信します。

開 発 者 向 けリソース
Tableau REST API のメタデータメソッドを使用すると、プログラムによって特定のメタデータを
更新することができます。メタデータメソッドの詳細については、Tableau Server REST API の
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「メタデータメソッド」を参照してください。
REST API に加えて、Tableau メタデータAPI を使用すると、Tableau Server または Tableau
Cloud にパブリッシュされたコンテンツからプログラムによってメタデータに対するクエリを実行する
ことができます。メタデータAPI は高速で柔軟性が高く、メタデータとその構造との関係について
特定の情報を見つけようとしている場合に最適です。GraphiQL と呼ばれるインタラクティブなブ
ラウザー内ツールを使用して、メタデータAPI に対するクエリを調査およびテストします。
注: メタデータAPI または GraphiQL の使用には データ管理 は必要はありません。

仮 想 接 続 とデータポリシーについて
仮想接続は、データソース、ワークブック、メトリクス、フローと並ぶTableau コンテンツタイプの1
つであり、データを表示し理解するのに役立ちます。仮想接続は、データへのアクセスポイント
を一元化するものです。仮想接続で導入されたもう1 つの重要な機能は、データポリシーで
す。データポリシーは、ワークブックやデータソースのレベルではなく、行レベルのセキュリティを接
続レベルで提供します。行レベルのセキュリティのためのデータポリシーは、仮想接続を使用す
るすべてのワークブック、データソース、フローに適用されます。
Tableau コンテンツ(データソース、ワークブック、フロー) ごとに接続を1 つ持ち、それぞれの接続
に独自の抽出とセキュリティ管理を必要とする代わりに、仮想接続を使用すると、同じデータ
ベース内の複数のテーブルにアクセスできる共通の管理された接続を1 つ作成できます。デー
タの抽出やセキュリティの管理を、接続レベルで一括して行うことができます。
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行レベルのセキュリティオプションについては、Tableau の「Tableau の行レベルのセキュリティオ
プションの概要」を参照してください。
すべての仮想接続に、関連するデータポリシーがあるわけではありません。また、仮想接続
は、単に接続の認証資格情報を管理するための一元的な場所として使用することもできま
す。

重要な用語
l
l
l

仮想接続。データへのアクセスポイントを一元化する共有可能なリソースです。
仮想接続テーブル。仮想接続内のテーブルです。
データポリシー。ユーザーのデータをフィルターリングするために仮想接続の 1 つまたは複数
のテーブルに適用されるポリシーです。たとえば、データポリシーを使用して、仮想接続の

l

テーブルに行レベルのセキュリティを適用します。
ポリシー テーブル。フィルターリングされたデータポリシーのファクトまたはデータテーブルで

l

す。
ポリシー列。ポリシー テーブルのデータをフィルターリングするために使用する列。ポリシー列

l

は、ポリシー テーブルまたは資格テーブルに含めることができます。
資格テーブル。ポリシー テーブルのフィルターリングに使用できるポリシー列と、ポリシー テー

l

ブルの列に関連付ける(マッピングする) ことができる別の列の両方を含むテーブル。
ポリシー条件。クエリ時に各行に対して評価される式または計算。ポリシー条件が TRUE
のとき、その行はクエリに表示されます。

仮想接続とデータポリシーのライセンス
仮想接続とデータポリシーは、データ管理 を介してライセンスされます。データ管理 のライセン
スのしくみについては、「データ管理 のライセンス」を参照してください。

仮想接続とデータポリシーの有効化
仮想接続とデータポリシーは、データ管理 を使用してTableau Server とTableau Cloud で自
動的に有効になります。
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パーミッション
仮想接続のパーミッションは、他のTableau コンテンツのパーミッションとほぼ同様に機能しま
す。仮想接続をパブリッシュすると、誰でもその接続を表示できるようになります。ただし、接続
の作成者がそれ以上のパーミッションを明示的に付与するまで、その接続を使用してデータに
アクセスできるのは接続の作成者と管理者に限られます。
仮想接続を作成するときは、他のユーザーが仮想接続を使用してデータに接続できるように、
接続機能のパーミッションを設定する必要があります。Connect 機能により、仮想接続の共有
が可能になるため、ユーザーはその接続に関するクエリを実行することができます。接続権限を
持つユーザーは、仮想接続でテーブルを表示し、そのテーブルを使用したコンテンツを作成する
ことができます。詳細については、「仮想接続でのパーミッションの設定」 を参照してください。

パーミッションとデータポリシー
パーミッションは、Tableau のコンテンツでユーザーが実行できる操作と実行できない操作を定
義します。パーミッションは、コンテンツの表示、Web 編集、データソースのダウンロード、コンテ
ンツの削除などを実行する機能で構成されています。パーミッションルールは、コンテンツでユー
ザーまたはグループに対して許可または拒否される機能を定義します。ライセンスレベル、サイ
トロール、および複数のパーミッションルール間での相互作用には、最終的に決定されたユー
ザーが実行できる操作とできない操作、つまり、有効なパーミッションが反映されています。詳
細については、「パーミッション」を参照してください。
データポリシーは、仮想接続でデータをフィルターし、表示されるべきデータのみがユーザーに表
示されるようにします。データポリシーを適用すると、データは Tableau コンテンツ(ワークブックや
フローなど) で表示するときにフィルターされます。データポリシーのポリシー条件は、データへのア
クセスを定義する計算または式です。ユーザー関数は、多くの場合、ユーザーまたはグループへ
のアクセスを制限するために使用されます。アクセスは、ユーザー名、ユーザーが属するグルー
プ、または地域の値に基づいて行うことができます。詳細については、「行レベルのセキュリティ
に使用するデータポリシーの作成」を参照してください。
アクセスには、パーミッションとデータポリシーの両方が適用されます。簡単に言えば、パーミッ
ションが、表示、アクセス、使用、または作成できるコンテンツを決定し、データポリシーが、表
示できるデータを決定します。
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パーミッションとデータポリシーが連携するしくみ

Tableau のパーミッションは、最初にTableau コンテンツに適用されます。ユーザーは Tableau
コンテンツで実行できる機能しか実行できません。データポリシーは Tableau のパーミッションを
上書きしません。パーミッションが評価された後に、データポリシーが適用され、ポリシー条件に
基づいて、仮想接続内で表示できるデータが決定されます。
次の例では、給与データを含む仮想接続に対するパーミッションとデータポリシーの影響につ
いて説明します。
l

仮想接続は HR プロジェクト内にあり、HR グループの Tableau ユーザーに制限されていま
す。HR グループ外のユーザーは、HR プロジェクトのコンテンツを表示できません。つまり、
仮想接続を参照、接続、または表示することはできません。

l

仮想接続には、HR ビジネスパートナー グループのメンバーにのみ付与される接続パーミッ
ションがあります。HR グループ内の他のすべてのユーザーは、仮想接続が存在することを
確認できますが、仮想接続に含まれるデータを表示することはできません。その仮想接続

l

を使用するワークブックを表示しても、データは表示されません。
仮想接続には、個々のユーザーに基づいて給与データをフィルターするデータポリシーも含
まれているため、HR ビジネスパートナーは、ビジネスユニット内の従業員に関連する行の
みを表示できます。その仮想接続を使用するワークブックを表示すると、ビジネスユニット
のデータのみが表示されます。

特長と機能
データの管理者にとっての仮想接続の利点は以下のとおりです。
l

l

l
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安全に管理されたサービスアカウント。「サービスアカウント」モデルを使用する場合、そ
のデータにアクセスしたいユーザーとサービスアカウントの情報を共有することなく、仮想接
続の作成権限を与えられた少数のアナリストに限ってサービスアカウントの認証資格情報
を付与できるようになります。
アジャイルな物理データベース管理。データベースの変更 (たとえば、フィールドの追加や
テーブル名の変更) は、データを使用するコンテンツごとに行うのではなく、仮想接続で 1 回
だけ行う必要があります。
データの増殖を抑制。抽出更新のスケジュールを一元管理することにより、更新をスケ
ジュールするのは 1 回だけとなり、その仮想接続からデータにアクセスするすべてのユーザー
に新しいデータが表示されるようになります。
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l

一元管理された行レベルのセキュリティ。行レベルのセキュリティを接続レベルで適用する
データポリシーを、Tableau 抽出とライブクエリの両方に作成できます。データポリシーは、
仮想接続を使用するすべてのワークブック、データソース、またはフローに適用されます。

データのユーザーは、仮想接続を使用すると次の恩恵を受けることができます。
l

行レベルのセキュリティがすでにデータに適用されているため、見るべきデータのみが表示さ
れる適切なアクセス。

l

整理され保護されたデータを使用できる柔軟性。仮想接続は、接続情報を保存し、共有
します。必要なのは、ニーズに特化したデータモデルを持つデータソースを作成することで
す。

l
l

抽出更新のスケジュールがすでに設定されているため、データが新鮮である信頼性。
データポリシーが常に適用されるため、セキュリティを危険にさらすことなく、コンテンツを自由
に共有 できる機能。

仮想接続エディターのワークフロー
仮想接続エディターを使用すると、次を作成できます。
l

仮想接続。データへの一元化されたアクセスポイントを共有できる、Tableau コンテンツタ

l

イプの 1 つです。
データポリシー。行レベルのセキュリティを接続レベルでサポートします。

仮想接続とそれに関連するデータポリシーを作成したら、それをパブリッシュして、他のユーザー
と共有するためのパーミッションを設定できます。抽出更新をスケジュールすると、仮想接続を
使用するすべてのコンテンツが新しいデータにアクセスできるようになります。
次の図は、仮想接続を作成するためのワークフローを示しています。プロセス中はいつでも接
続のドラフトをパブリッシュまたは保存できますが、抽出更新をスケジュールしたり、仮想接続を
使用 (または編集) したりするには、事前に接続をパブリッシュする必要があります。また、他の
人が接続を使用できるようにするには、事前にパーミッションを設定する必要があります。
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プロセスのステップをクリックして、そのヘルプトピックに移動します。

次のステップ
最初のステップは、「仮想接続の作成」です。

仮想接続の作成
仮想接続は、データへの共有可能な中央アクセスポイントを提供し、接続レベルで行レベル
のセキュリティをサポートするTableau コンテンツタイプです。仮想接続は複数ステップのプロセ
スで作成します。このトピックでは、共有するデータへの接続と、仮想接続エディターの[テーブ
ル] タブでの作業について説明します。
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データへの接 続
Tableau Cloud または Tableau Server で仮想接続を作成するには、次の手順を実行しま
す。
1. [ホーム] または [探索] ページで、[新規] > [仮想接続] をクリックします。
2. [データに接続] ダイアログボックスで、データのコネクタをクリックします。
仮想接続でサポートされているコネクタのリストについては、Tableau Desktop および Web
作成ヘルプの「 Creators: データへの接続 」を参照してください。
3. 要求された情報を入力します。
入力した認証資格情報は仮想接続に保存されるため、接続ユーザーは、データに接続す
るために認証資格情報を入力する必要はありません。

4. [サインイン] をクリックして、仮想接続エディターを開きます。
仮想接続は、接続ごとに1 つのデータベースへの接続をサポートします。コネクタの詳細につい
ては、Tableau Desktop とWeb 作成ヘルプの「サポートされるコネクタ」を参照してください。

注: Tableau Cloud の場合、プライベートネットワークデータに接続する仮想接続では、
Tableau Bridge を使用して、データを最新に保ちます。Tableau Bridge の構成について
は、「Bridge クライアントプールの構成と管理」を参照してください。サポートされる接続に
ついては、「Bridge を使用した接続」を参照してください。

接 続 に含 めるテーブルの選 択
エディターの左側のペインにテーブルがリストされていない場合は、データベースを選択してくださ
い。
1. 左側の [テーブル] でテーブルを選択してクリックするか、右側の [テーブル] タブにドラッグしま
す。資格テーブルを使用している場合は、それを含めます。
2. (オプション) [新しいカスタム SQL] をクリックして、カスタム テーブル スキーマを作成します。

注: 仮想接続は、空間データ型のテーブルをサポートしていません。
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テーブル モードの選 択 : ライブまたは抽 出
[テーブル] タブの上部で、[テーブル モード] を選択します。選択したモードは、仮想接続内の
すべてのテーブルに適用されます。
l
l

ライブのみ - テーブルは、データベースから直接クエリされます(ライブがデフォルトです)。
抽出のみ - テーブルは、抽出されてTableau に保存されます。次の点に注意してくださ
い。
l

仮想接続をパブリッシュする前に任意の時点でデータを抽出するには、[今すぐ抽

l

出] をクリックします。抽出が実行されている間は、接続を編集できません。
接続をパブリッシュした後、仮想接続のページで抽出更新をスケジュールできます。
詳細については、仮想接続の抽出更新のスケジュールを設定するを参照してくだ
さい。

テーブルの表 示 状 態 の設 定
[テーブル] タブの表示切替トグルを使用して、テーブルとそのデータをユーザーに表示または非
表示にします。
ユーザーはテーブルデータを見ることができます。どのデータをユーザーに表示するかを管
理するデータポリシーを作成できます。(表示がデフォルトです)。
ユーザーはテーブルデータを見ることができません。非表示のテーブルはデータポリシーで
使用でき、資格テーブルとして使用できます。

テーブルの詳 細 の確 認
[テーブル] タブの上部にあるテーブルをクリックして、以下の詳細を確認します。[テーブルの詳
細] セクションで、テーブル名の変更、列の非表示または名前変更、データ型の変更など、簡
単な編集を行うことができます。
次のアイコンを使用して、表示されるテーブル情報を切り替えます。
テーブル内の列のリストと各列のデータ型。
各列のサンプル データと、可能な場合はリンクされたキー。リンクされたキーは、どの列が
他のテーブルにリンクしているかを示します。リンクされたキーは、データベースに主キーと
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外部キーの情報がある場合にのみ表示されます。
選択した各列のヒストグラムの値の範囲。

実 行 可 能 なユーザー
仮想接続を作成するには、次の認証資格情報とロールを持っている必要があります。
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l
l

仮想接続が接続するデータベースにサインインするための認証資格情報
サーバー管理者、サイト管理者、または Creator

次 のステップ
[テーブル] タブでテーブルを追加して構成した後、行レベルのセキュリティに使用するデータポリ
シーの作成するか、仮想接続のパブリッシュとパーミッションの設定を行うかを選択できます。

行レベルのセキュリティに使用するデータポリシーの作成
データポリシーを使用すると、仮想接続内の1 つまたは複数のテーブルに行レベルのセキュリ
ティを適用できます。データポリシーは、データをフィルターリングし、ユーザーに表示されるべき
データのみが表示されるようにします。データポリシーは、ライブ接続と抽出接続の両方に適
用されます。

データポリシーについて
データポリシーには、3 つの主要な要素があります。

1. ポリシー テーブルと呼ばれる、適用対象のテーブル。これらはフィルターされるテーブルで
す。
2. マッピングされた列。テーブル間の関係 (たとえば、資格テーブルとファクトテーブル間の関
係)、およびテーブル列とポリシー列間の関係を定義するものです。ポリシー列は、データの
フィルターに使用される列です。
3. ポリシー条件。クエリの実行時にすべての行に対して評価される式または計算です。ポリ
シー条件が TRUE のとき、その行はクエリに表示されます。
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データポリシーを作成するときは、データのフィルターリングに使用できる列が必要です。この列
はポリシー列と呼ばれます。データは、通常 USERNAME() や FULLNAME() などのユーザー
関数を使用して、ポリシー条件でフィルターリングします。
ポリシーテーブルにフィルターリング可能な列が含まれている場合は、その列をポリシー列として
使用します。
ポリシーテーブルにそのような列が含まれていない場合は、データのフィルターリングに使用でき
る列を持つ資格テーブルを使用します。資格テーブルには、ポリシーテーブルのフィルターリング
に使用できるポリシー列と、ポリシーテーブルの列に関連付ける(マップする) ことができる別の列
の両方が含まれます (上のデータポリシーの例の画像を参照)。

ポリシー テーブルのポリシー列 でフィルターリングする
データをフィルターリングする最も一般的な方法は、フィルターリングするデータを含むテーブルの
列を使用することです。その列をポリシー列として使用してから、適切なテーブル列をポリシー
列にマップします。
ポリシー列を使用してデータをフィルターリングするには、まず、左側のペインからポリシーにテー
ブルを追加します。テーブルを追加するには、次のいずれかの操作を行います。
l

テーブル名をダブルクリックします。

l

テーブル名の近くにあるドロップダウン矢印をクリックして、[Manage table with policy (ポリ

l

シーを使用してテーブルを管理)] を選択します。
または、テーブルを右にドラッグして、[ポリシー テーブルとして追加] にドロップします。

ポリシーにテーブルが追加されると、シールドアイコン

が左側のペインのテーブル名の右側に

表示され、ポリシーテーブルであることが示されます。
次に、列をマッピングして、テーブルの列名とポリシー列名の間にリレーションシップを作成しま
す。データポリシー条件のポリシー列名を使用して、ユーザーがデータにアクセスできる権限を
行レベルで制御します。
1. [+マッピングする列を追加] をクリックして、データのフィルター処理に使用する1 つまたは複
数の列を追加します。
2. ポリシー列に名前を付けます。この名前はポリシー条件で使用します。
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3. ポリシーを適用するテーブルごとに、ドロップダウンメニューを使用して、ポリシー列にマッピン
グするテーブル列を選択します。
4. ポリシー条件で使用するポリシー列の数だけこのプロセスを繰り返します。

ヒント: [+マッピングする列を追加] ボタンを使用する代わりに、ポリシー条件領域に計算の入
力を開始し、オートコンプリートを使用して列名を選択すると、手順 1 でポリシー列の情報が
入力されます。
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ポリシー テーブルのポリシー列を使用した例

A. "営業" テーブルには [セールスパーソン] 列があり、"地域" テーブルには [営業担当] 列があ
ります。セールスパーソンと営業担当のデータは、サイト上の Tableau ユーザーのフルネー
ムと一致します。
B. "セールスパーソン" で "営業" と"地域" のデータをフィルターリングしたいので、ポリシー列に
"セールスパーソン" という名前を付けてから、"営業" の "セールスパーソン" 列と"地域" の "
営業担当" 列を"セールスパーソン" ポリシー列にマッピングします。
C. 次に、両方のテーブルをフィルターリングするためのポリシー条件を記述します。[セールス
パーソン] ポリシー列とFULLNAME() ユーザー関数を使用して、各ユーザーが自分のデー
タのみを表示できるようにします。

資 格 テーブルのポリシー列 でフィルターリングする
資格テーブルは、ポリシーテーブルにフィルターリングできる列が含まれていない場合に使用し
ます。資格テーブルを使用すると、データテーブルの列を資格テーブルの列にマッピングできま
す。次の点に注意してください。
l
l

資格テーブルは、仮想接続のテーブルとして必ず含めてください。
資格テーブルは、データテーブルと同じデータベース上にある必要があります。そうでない
場合は、Tableau Prep を使用して、フロー出力を使用して資格テーブルをデータベースに
書き込むことができる場合があります。詳細については、Tableau Prep ヘルプ「 フロー出

l

力データを外部データベースに保存する」を参照してください。
仮想接続ユーザーに資格テーブルを表示させたくない場合は、[テーブル] タブの [表示] 列
の設定を切り替えて非表示にすることができます。

資格テーブルを使用してデータをフィルターリングするには、次の操作を行います。
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1. まず、データポリシーを適用したいデータテーブルを追加します。次のいずれかを実行しま
す。
l テーブル名をダブルクリ
ックします。
l

テーブル名の近くにあるドロップダウン矢印をクリックして、[Manage table with

policy (ポリシーを使用してテーブルを管理)] を選択します。
l または、
テーブルを右にドラッグして、[ポリシー テーブルとして追加] にドロップします。
ポリ
シーにテーブルが追加さ
れると、シールドアイコン が左側のペインのテーブル名の右
2.
側に表示され、ポリシー テーブルであることが示されます。
3. 資格テーブルを選択して、次のいずれかを選択します。
l

ドロップダウン矢印をクリックして、[Use as entitlement table (資格テーブルとして

使用)] を選択します。
l または、
テーブルを右にドラッグして、[資格テーブルとして追加] にドロップします。
4. ポリシーを適用するテーブルごとにドロップダウンメニューをクリックして列を選択し、ポリシー
テーブルを資格テーブルにマッピングします。
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資格テーブルのポリシー列を使用した例
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A. フィルターリングするデータには EMP_ID 列がありますが、従業員名の列はありません。ただ
し、EMP_ID と従業員の FULL NAME の両方の列を含む 2 番目のテーブルがあります。ま
た、従業員の FULL NAME 列の値は、サイトの Tableau ユーザーのフルネームと一致しま
す。
B. 従業員テーブルを資格テーブルとしてポリシーに追加してから、ポリシー テーブルの列名
EMP_ID を各テーブルの資格の列名 EMP_ID にマッピングできます。
C. 次に、ポリシー条件で FULLNAME() 関数を使用して、Tableau Server ユーザーのフル
ネームを資格テーブルの [FULL NAME] 列 (ポリシー列) と照合し、各ユーザーが自分の
データのみを表示できるようにします。

ポリシー条 件 を記 述 する
データポリシーを作成する最後のステップは、ポリシー条件を作成することです。これは計算ま
たは式であり、行レベルのアクセス権限を定義するために使用します。ポリシー条件は、ユー
ザー機能を通じてユーザーまたはグループへのアクセスを制限するためによく使用されます。
ポリシー条件は、
l
l
l

データポリシーで必要です。
true または false に評価できる必要があります。
ポリシー条件が true の場合に行を表示します。

ポリシー条件の例

[地域] 列の値が"北部" である行のみを表示します。
[Region] = "North"
サインインしたユーザーが、ユーザーの名前がEmployeeName の値と一致する行を表示できる
ようにします。
FULLNAME() = [EmployeeName]
[マネージャー] グループのメンバーがすべての行を表示できるようにしますが、ユーザーはユー
ザー名が[employee_name] 列の値と一致する行のみを表示できます。
ISMEMBEROF('Managers') OR USERNAME() = [employee_name]
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注: ポリシータブを閉じても、作業内容は破棄されません。

ポリシー条件でサポートしているTableau 関数

ポリシー条件は、一部分のTableau 関数をサポートします。
l
l
l
l
l

論理 (Null 関連を除く)
文字列
ユーザー
日付
数字: MIN、MID、MAX

サポートしている機能を具体的に確認するには、仮想接続エディターの[データポリシー] タブ
で、右側にある[参照] パネルを参照してください。

実 行 可 能 なユーザー
データポリシーを作成するには、次のことが必要です。
l
l

仮想接続が接続する先のデータベースへの認証資格情報を持っている。
サーバー管理者、サイト管理者、または Creator である。

次 のステップ
データポリシーを作成したら、次のステップは、期待どおりに機能することを確認することです。
「[ユーザーとしてプレビュー] を使用して、行レベルのセキュリティをテストする」を参照してくださ
い。または、仮想接続とデータポリシーを他のユーザーと共有する準備ができている場合は、
「仮想接続のパブリッシュとパーミッションの設定」を参照してください。

リソース
計算の詳細については、Tableau Desktop およびWeb オーサリングヘルプの「Tableau での計
算を理解する」を参照してください。
ユーザー関数の詳細については、Tableau Desktop およびWeb 作成ヘルプの「ユーザー関
数」を参照してください。
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Tableau のその他の行レベルのセキュリティオプションについては、Tableau Server ヘルプの
「Tableau の行レベルのセキュリティオプションの概要」を参照してください。

[ユーザーとしてプレビュー] を使用して、行レベルのセキュリティをテ
ストする
[ユーザーとしてプレビュー] を使用して、データポリシーをテストします。ユーザーに表示される
データを表示して、行レベルのセキュリティが期待どおりに機能していることを確認します。このテ
ストは、データポリシーによってテーブル内の行が表示されなくなっている場合 (たとえば、営業
担当者だけが行を表示でき、あなたは営業担当者ではない場合など) に役立ちます。
データポリシーが適用されたときにデータをプレビューするには:
1. テーブルを選択します。
2. [テーブルの詳細] セクションで、[ポリシーを適用] チェックボックスをオンにします。
3. [ユーザーとしてプレビュー] をクリックして、[グループ] (オプション) と[ユーザー] を選択しま
す。
4. ポリシーに、テーブルの詳細にあるユーザーの正しいデータが表示されていることを確認しま
す。
5. 必要に応じて、他のユーザーに対してこの手順を繰り返します。
ヒント: [テーブルの詳細] で、 をクリックして、表示する値やデータポリシーによって除外する値
など、列の値の範囲を表示します。ポリシーがデータを正しくフィルターしていることを示す適切
な指標となる1 つまたは 2 つの列を選択します

実 行 可 能 なユーザー
仮想接続をテストするには、以下が必要です。
l
l

仮想接続が接続する先のデータベースへの認証資格情報を持っている。
サーバー管理者、サイト管理者、または Creator である。

次 のステップ
データポリシーをテストした後、仮想接続を他のユーザーと共有する準備ができたら、「仮想接
続のパブリッシュとパーミッションの設定」を参照してください。
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仮想接続のパブリッシュとパーミッションの設定
仮想接続エディターで作業する場合、作業中の変更は下書きとして自動的に保存されま
す。新しい仮想接続を他のユーザーと共有するには、パブリッシュする必要があります。

下 書 きの保 存
接続の下書きを手動で保存するには、ツールバーで保存アイコン をクリックするか、メニュー
から[ファイル] > [下書きを保存] を選択します。
パブリッシュされた仮想接続を編集する場合でも、他のユーザーは、現在パブリッシュ状態にあ
る接続を引き続き使用できます。エディターで接続を処理している間、更新を下書きとして保
存できます。仮想接続への更新を他のユーザーと共有するには、更新をパブリッシュする必要
があります。
進行中の下書き

パブリッシュされた仮想接続の更新中にエディターを閉じた場合、次の7 日以内にエディター
で接続を開いたときに、既存の下書きを引き続き編集するか、新しい下書きを開始するか、
[キャンセル] をクリックして、現在パブリッシュ状態にある接続を開くかを選択できます。

パブリッシュされていない仮想接続の下書きバージョンに戻るには、エディタを閉じる前に、下
書きのURL を手動で保存する必要があります。次の7 日以内に接続を処理するときに、そ
のURL を使用して、エディターで下書きを開くことができます。例:
https://yourserver.test.com/published-connectioneditor/?draft=d1789edc-5d9f-40ae-988d-9fc879f37a98

接 続 のパブリッシュ
新しい接続をパブリッシュするには、次の手順を実行します。
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1. エディターの右上隅にある [パブリッシュ] ボタンをクリックするか、メニューから[ファイル] > [パ
ブリッシュ] を選択します。
2. [パブリッシュ] ダイアログボックスで次の手順を実行します。
a. [名前] フィールドに接続の名前を入力します。
b. 接続を保存するプロジェクトを選択します。
3. [パブリッシュ] をクリックします。
更新された接続をパブリッシュするには、エディターの右上隅にある[パブリッシュ] ボタンをクリック
するか、メニューから[ファイル] > [パブリッシュ] を選択します。

仮 想 接 続 でのパーミッションの設 定
仮想接続をパブリッシュした後、他のユーザーが使用できるようにパーミッションを設定する必要
があります。デフォルトでは、すべてのユーザーが接続を表示できます。つまり、Tableau で[仮
想接続] の下に接続が表示されますが、接続機能を許可に設定しない限り、仮想接続を使
用できるのは自分と管理者だけになります。Connect 機能の詳細については、「パーミッション」
を参照してください。
パーミッションを設定するには、次の手順を実行します。
1. 仮想接続に移動します。
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。
3. [接続] アイコンの下のボックスをオンにして、すべてのユーザーに接続を許可します。

ヒント: 特定のユーザーまたはグループのみにパーミッションを付与する場合は、ルールを
追加できます。
4. [保存] をクリックします。
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Tableau コンテンツのパーミッションに関する詳細は、パーミッションを参照してください。仮想接
続を使用するデータソースやワークブックなどのTableau コンテンツをパブリッシュする際にパス
ワードを埋め込む方法については、Tableau Server ヘルプの「仮想接続」を参照してくださ
い。

実 行 可 能 なユーザー
仮想接続をパブリッシュしたり、パーミッションを設定したりするには、以下が必要です。
l
l

仮想接続が接続する先のデータベースへの認証資格情報を持っている。
サーバー管理者、サイト管理者、または Creator である。

次 のステップ
仮想接続をパブリッシュして、そのパーミッションを設定した後、仮想接続を使用するできま
す。

仮想接続の抽出更新のスケジュールを設定する
仮想接続のメリットの1 つは、同じ抽出を何回も再利用することにより、データの急増を減ら
し、冗長な抽出更新ジョブを削除できることです。仮想接続を使用するすべてのコンテンツの
抽出データを最新に保つには、接続でテーブルの抽出更新スケジュールを作成します。

テーブルを抽 出 する
1. [テーブル モード] ドロップダウンメニューから[抽出のみ] を選択します。
2. [今すぐ抽出] をクリックします。抽出が生成されている間は、仮想接続を編集できないこと
に注意してください。
3. [抽出] をクリックして、テーブルを抽出します。
4. [パブリッシュ] をクリックして、仮想接続をパブリッシュします。
5. [ファイル] > [閉じる] をクリックして、仮想接続エディターを閉じます。

Tableau Server または Tableau Cloud で抽 出 更 新 をスケジュールする
1. 仮想接続のページに移動します([ホーム] または [探索] ページで、ドロップダウンメニューか
ら[仮想接続] をクリックし、使用する仮想接続を選択します)。
2. [テーブル] タブの [Data is (データは)] 列には、[抽出] が値として含まれている必要があり
ます。そうでない場合は、ブラウザーを更新してください。
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3. [スケジュールされたタスク] タブを選択し、[+New Task (+新しいタスク)] をクリックします。
4. [Create Scheduled Task (スケジュールされたタスクの作成)] ダイアログボックスには、製品
に応じてさまざまなオプションがあります。
Tableau Server で次の手順を実行します。
a. ドロップダウンメニューからスケジュールを選択します。
b. すべての抽出更新の同期を維持するか (1 つの更新が失敗した場合は、すべての更
新が失敗します)、個別に更新するか (抽出は個別に成功または失敗します) を選択
します。

c. [Add or Edit Tables (テーブルの追加または編集)] クリックして、更新するテーブ
ルを選択します。仮想接続は完全更新のみをサポートします。

d. [OK] をクリックします。
e. [Create Scheduled Task (スケジュールされたタスクの作成)] をクリックします。
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Tableau Cloud で次の手順を実行します。
a. [Repeats (繰り返し)]、[Every (間隔)]、[時刻 (At)] のドロップダウンメニューを使
用して、更新頻度を選択します。[On (曜日)] の下で更新する曜日を選択します。

b. すべての抽出更新の同期を維持するか (1 つの更新が失敗した場合は、すべての
更新が失敗します)、個別に更新するか (抽出は個別に成功または失敗します) を
選択します。

c. [Add or Edit Tables (テーブルの追加または編集)] クリックして、更新するテーブ
ルを選択します。仮想接続は完全更新のみをサポートします。

d. [OK] をクリックします。
e. [Create Scheduled Task (スケジュールされたタスクの作成)] をクリックします。
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プライベートネットワークデータに接続する仮想接続では、Tableau Bridge を使
用して、データを最新に保ちます。詳細については、「Bridge クライアントプールの
構成と管理」を参照してください。

更 新 の抽 出 の時 間 制 限
実行時間の長い更新タスクがすべてのシステムリソースを消費して、サイト上の他の抽出の更
新を妨げてしまうことがないようにするため、仮想接続の抽出更新には 2 時間の時間制限が
設けられています。更新タスクのタイムアウト制限に関する詳細とこれらのエラーを解決するた
めの推奨事項については、「抽出更新の時間制限」を参照してください。ただし、仮想接続で
は完全更新のみがサポートされ、増分更新はサポートされないことに注意してください。

実 行 可 能 なユーザー
仮想接続をパブリッシュしたり、パーミッションを設定したりするには、次の認証資格情報とロー
ルを持っている必要があります。
l
l

仮想接続が接続する先のデータベースへの認証資格情報を持っている。
サーバー管理者、サイト管理者、または Creator である。

次 のステップ
仮想接続用の抽出更新をスケジュールした後、仮想接続を使用する。仮想接続を使用する

仮想接続を使用する
仮想接続をパブリッシュして、パーミッションを設定すると、ユーザーは仮想接続を使用して、
Tableau のすべてのデータにアクセスするのと同じ方法でデータに接続できるようになります。仮
想接続または接続のデータポリシーを編集する必要がある場合 (参照元スキーマを変更する
場合など) は、仮想接続エディターで接続を開き、変更を加えて、更新を保存またはパブリッ
シュします。ワークブック内の既存のデータソースを仮想接続に置き換えることもできます。

仮 想 接 続 に接 続 する
Tableau Cloud または Tableau Server でのWeb 作成では、次を実施します。
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1. [ホーム] または [探索] ページで、[新規] をクリックします。
2. 作成するコンテンツのタイプ(ワークブック、フロー、またはパブリッシュされたデータソース) を
選択します。
3. [データへの接続] > [このサイト上] > [コンテンツタイプ] ドロップダウンメニューで、[仮想接
続] を選択します。
4. 接続の名前を選択し、[接続] をクリックします。
Tableau Desktop とTableau Prep
1. [接続] ペインの [データの検索] で、[Tableau Server] をクリックします。
2. サーバー名を入力して [接続] をクリックするか、[Tableau Cloud] をクリックします。
3. 求められた情報を入力します。
4. [データの検索] ダイアログボックスの [コンテンツタイプ] ドロップダウンメニューから、[仮想接
続] を選択します。
5. 接続の名前を選択し、[接続] をクリックします。

注: 仮想接続を使用して接続する場合は、認証資格情報を入力する必要はありませ
ん。データにアクセスするための認証資格情報は接続に埋め込まれています。

仮 想 接 続 またはデータポリシーを編 集 する
パブリッシュされた仮想接続を編集する場合でも、他のユーザーは、現在パブリッシュ状態にあ
る接続を引き続き使用できます。詳細については、仮想接続のパブリッシュとパーミッションの
設定を参照してください。
接続を編集するには、[探索] ページから接続に移動します。データベースの認証資格情報が
接続に埋め込まれている場合でも、データベースの認証資格情報を持つユーザーのみが仮
想接続に変更を加えることができることに注意してください。
1. ドロップダウンメニューから[すべての仮想接続] を選択し、編集する接続を選択します。
2. [仮想接続を編集] をクリックします。
3. 接続のために求められた情報を入力します。接続を編集するには、データにアクセスするた
めに必要な認証資格情報を入力する必要があります。
4. [サインイン] をクリックします。
5. 仮想接続エディターで変更を加えてから、下書きを保存するか、接続をパブリッシュしま
す。
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参照元スキーマの変更に対応する

仮想接続の参照元スキーマが変更された場合 (たとえば、テーブルが追加または削除された
場合、列が追加または列の名前が変更された場合など)、スキーマの変更を反映するように
仮想接続を編集してから、接続をもう一度パブリッシュする必要があります。(接続に抽出があ
る場合は、必ず抽出を更新してください。)このように、新しいデータがすべてのユーザーに公開
される前に、接続のテーブル、列、およびポリシーを追加または編集することができます。

仮 想 接 続 のリビジョン履 歴 を操 作 する
仮想接続をパブリッシュすると、Tableau Cloud または Tableau Server のリビジョン履歴にバー
ジョンが保存されます。いつでも前のバージョンに戻すことができます。
リビジョン履歴にアクセスするには、Creator サイトロールと表示および上書きのパーミッションが
必要です。
仮想接続のリビジョン履歴を表示するには、仮想接続のアクションメニューをクリックします
(。。) [リビジョン履歴] をクリックします。

仮想接続リビジョンを復元または削除する

仮想接続リビジョンを復元するには、リビジョンを選択し、[開く] をクリックします。次に、既存の
バージョンの接続を破棄するように求められます。[Discard and Continue (破棄して続行)]
をクリックすると、選択したリビジョンが現在の接続のバージョンになります。
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リビジョンを削除するには、リビジョンのアクションメニューから(。。.)、[削除] をクリックします。

ワークブック内 の既 存 のデータソースを仮 想 接 続 に置 き換 える
Tableau Cloud または Tableau Server でWeb 作成を行うには、次の手順を実行します。
1. ワークブックをダウンロードします。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「ビューと
ワークブックのダウンロード」 を参照してください。
2. Tableau Desktop でワークブックを開き、既存のデータソースを仮想接続に置き換えま
す。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「データソースの置換」 を参照してくださ
い。
3. Tableau Desktop で、ワークブックをTableau Cloud または Tableau Server サイトにアッ
プロードします。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「Tableau サイトへのワーク

ブックのアップロード」 を参照してください。
4. Tableau Cloud または Tableau Server で [パブリッシュ] をクリックして、変更をサーバーに
保存します。
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Tableau Desktop の場合:
1. ワークブックを開き、既存のデータソースを仮想接続に置き換えます。詳細については、
Tableau Desktop ヘルプの「データソースの置換」 を参照してください。
2. ワークブックをもう一度パブリッシュします。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの

「ワークブックをパブリッシュする簡単な手順」 を参照してください。
Tableau 2022.1 からダウングレードすると、仮想接続が切断されます

Tableau 2022.1 にアップグレードしてからTableau 2021.4 にダウングレードすると、パーミッション
の問題により、2022.1 で作成した仮想接続が2021.4 で機能しなくなります。この問題を解決
するには、2022.1 にアップグレードするか、Tableau 2021.4 で仮想接続をもう一度作成しま
す。

実 行 可 能 なユーザー
仮想接続を使用するには、サーバー管理者、サイト管理者、または Creator である必要があ
ります。
仮想接続またはデータポリシーを編集するには、次の認証資格情報とロールを持っている必
要があります。
l
l

仮想接続が接続するデータベースにサインインするための認証資格情報
サーバー管理者、サイト管理者、または Creator

既存のコンテンツを移行して仮想接続を使用するには、次のロールを持っている必要がありま
す。
l
l

サーバー管理者またはサイト管理者
データソースの所有者でもあるCreator

Tableau ヘルプとサポート
l

はじめに
Tableau Cloud の機能
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l

クイックヘルプ

今すぐサポートを受ける

l

新機能のハイライト

Tableau Cloud の新機能

l

トレーニング

ビデオトレーニングとチュートリアル

l

トラブルシューティング

トラブルシューティングとサポートの記事

クイックヘルプ
データへの接続
仮想接続エディターについて
テーブルを接続に追加する
データポリシーについて
データポリシーの作成とテスト
必要なものが見つからない場合は、
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」を確認してください。
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新機能のハイライト
注: イノベーションは、世界中のTableau Cloud インフラストラクチャに対して提供されま
す。イノベーションへのアクセスは、発表された日よりも早くなったり遅くなったりすることがあ
ります。

Tableau Cloud 2022 年 10 月:
l

サイト管理者とすべての新しいサイトに対するMFA の実施: 多要素認証 (MFA) が、
既存のサイトのサイト管理者と新しいサイトのすべてのロールに対して有効になります。

l

仮想接続でクラウドベースのファイル接続をサポート: クラウドベースのファイルを使用し
て、仮想接続に含めるデータに接続します。

l

仮想接続でサイトの暗号化をサポート: サイトが静止時の暗号化に設定されている場
合、仮想接続は抽出をサポートします。

l

Tableau Prep フローの出力をCRM Analytics に書き込む: Tableau Prep を使用して
データをクリーニングし、CRM Analytics での予測結果を向上させます。

l

Tableau Prep のデータグリッドから値をコピーする: Tableau Prep のデータグリッドから、
選択した値のセットをコピーし、任意のドキュメントに貼り付けることができます。

l

Tableau 外部アクション(Web 作成): この新しいダッシュボードオブジェクトを使用して、
異なるタイプのデータソースを接続します。たとえば、Tableau のViz から直接
Salesforce の自動化フローを実行し、フロー作業の中でデータのインサイトからアクション
を起こすことができます。

l

ワークブックとビューのサブスクリプション: サブスクリプションのメールは
@cloudmail.tableau.com と専用のIP アドレス54.240.86.205 および54.240.86.204 か
ら送信されます。

完全なリストを表示する
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クイックヘルプの概要
製品で提供されるクイックヘルプには、現在の場所や Tableau での作業に基づいて、関連す
るヘルプコンテンツがジャストインタイムで表示されます。概念的な内容から段階的な手順ま
で、製品から離れなくても、クイックヘルプから必要な答えを得ることができます。

Tableau のクイックヘルプにアクセスする方法
l

画面右上のヘルプ ボタンをクリックします

l

ツールバーの [ヘルプ] メニューをクリックします

クイックヘルプが開き、タスクのヘルプコンテンツが表示されます。製品に合わせて、ウィンドウを
移動したり、サイズを変更したりすることができます。
ページの新しい領域に移動したり、ページを変更したりする場合は、[ヘルプ] ボタンをもう一
度クリックして、コンテンツを更新するか、ウィンドウの下部にある関連タスクをクリックして関連
トピックに移動します。
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[ホーム] ボタンをクリックして、「はじめに」のチュートリアルや、トレーニングビデオなど、利用可
能なすべてのコンテンツのオプションを探索します。
このセクションのクイックヘルプコンテンツは、製品で利用できるものと同じコンテンツです。製品
を使用しているときにクイックヘルプで必要なものが見つからない場合、またはトピックをさらに
詳しく調べたい場合は、製品のオンラインヘルプを確認してください。
注: この製品のクイックヘルプにアクセスするには、インターネット接続が必要です。オフラインの
場合、またはインターネットにアクセスできない場合は、Tableau ヘルプのページから各製品のヘ
ルプセットのPDF コンテンツをダウンロードしてください。

関 連 タスク
データへの接続
仮想接続エディターについて
テーブルを接続に追加する
データポリシーについて
データポリシーの作成とテスト
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必要なものが見つかりませんか?
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」確認してください。

データへの接 続
仮想接続を作成する前に、データに接続する必要があります。
1. [接続] ペインで をクリックします。
2. データのコネクタを選択します。
3. 要求された情報を入力します。
4. [サインイン] をクリックして、仮想接続の作成を開始します。
サポートされるコネクタの詳細
関連タスク

仮想接続エディターについて
必要なものが見つかりませんか?
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」確認してください。

仮 想 接 続 エディターについて
次の機能を使用して、組織のデータアクセスを一元化および管理します。
l
l
l

仮想接続 – 再利用可能な管理されたデータアクセスポイント
データポリシー – 行レベルのセキュリティを設定するために使用します。
一元化された抽出 – 同じ抽出を複数回再利用します。

仮想接続エディターを使用して、仮想接続とデータポリシーを作成します。次の図は、プロセ
スを示しています。

1314

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

開始するには、必要に応じてデータベースを選択します。次に、テーブルを選択して[テーブル]
タブにドラッグします。
完全なトピックを読む
関連タスク

テーブルを接続に追加する
データポリシーについて
データポリシーの作成とテスト
必要なものが見つかりませんか?
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」確認してください。
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テーブルを接 続 に追 加 する
[テーブル] タブで以下を実行します。

接続にテーブルを追加
テーブルを追加する
オプションを選択する:
l

左側の [テーブル] でテーブルを選択し、それらをダブルクリックして、右側の [テーブル] タブ
にドラッグします。資格テーブルを使用している場合は、それを含めます。
をクリックして、カスタム テーブル スキーマを作成します。

l

テーブルの詳細を表示および編集する
1. [テーブル] タブでテーブルを選択します。
2. [テーブルの詳細] セクションで、列の値をクリックして、列の非表示や名前の変更などの編
集を行うか、データ型を変更します。

テーブル モードを選択する: ライブまたは抽出
[テーブル] タブの右上で、[テーブル モード] を選択します。このモードは、接続内のすべての
テーブルに適用されます。

ライブのみ - データベースから直接クエリされます(ライブがデフォルトです)。
抽出のみ - 抽出されてTableau に保存されます。
l

仮想接続をパブリッシュする前に任意の時点でデータを抽出するには、[今すぐ抽出] をク
リックします。
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l

接続をパブリッシュした後、仮想接続のページで抽出更新のスケジュールを設定することも
できます。

抽出のスケジュールのトピックを読む

テーブルの表示状態を設定する
[表示状態] の切り替えを使用して、テーブルをユーザーに表示または非表示にします。
ユーザーはテーブルデータを表示できます。ユーザーが表示できるデータを管理するポリ
シーを作成します (表示がデフォルトです)。
ユーザーはテーブルデータを表示できません。非表示のテーブルはデータポリシーで使用
でき、資格テーブルとして使用できます。

テーブルの詳細を確認する
[テーブル] タブの上部にあるテーブルをクリックして、以下の詳細を確認します。
次のアイコンを使用して、表示されるテーブル情報を切り替えます。
各列のデータ型
各列のサンプルデータ
選択した各列のヒストグラムの値の範囲
クイッククリップ: テーブルの詳細を表示します。

Tableau Software

1317

Tableau Cloud ヘルプ

他のテーブルにリンクしている列を確認するには、 をクリックして[リンクされたキー] を参照しま
す。リンクされたキーは、データベースに主キーと外部キーの情報がある場合にのみ表示されま
す。

接続をパブリッシュし、パーミッションを設定する
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下書きを保存するか、接続をパブリッシュします。

作業中、接続は下書きとして自動的に保存されます。 をクリックして、下書きを手動で保存
します。
新しい仮想接続を他のユーザーと共有するには、パブリッシュする必要があります。
1. エディターの右上隅にある

をクリックします。

2. [名前] フィールドに接続の名前を入力します。
3. 接続を保存するプロジェクトを選択します。
4. クリック
既存の接続を編集する場合でも、現在パブリッシュ状態にあるユーザーは引き続きその接続を
使用できます。
l
l

更新を下書きに保存するには、 をクリックします。
更新された接続をユーザーが使用できるようにするには、次をクリックします

他のユーザーが接続を使用できるようにパーミッションを設定します

接続をパブリッシュしたら、他のユーザーがこの接続を使用できるように設定します。これを行う
には、[接続機能] を[許可] に設定します。
1. 仮想接続に移動します。
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。
3. [接続] アイコンの下のボックスを選択して、すべてのユーザーに接続を許可します。

4. [保存] をクリックします。
パブリッシュとパーミッションのトピックを読む
仮想接続のトピックを読む
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関連タスク

仮想接続エディターについて
データポリシーについて
データポリシーの作成とテスト
必要なものが見つからない場合は、
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」を確認してください。

データポリシーについて
接続内の1 つまたは複数のテーブルに行レベルのセキュリティを適用するには、データポリシー
を使用します。データポリシーは、ライブ接続と抽出接続の両方に適用されます。
データポリシーには、3 つの主要な要素があります。

A. ポリシー テーブルと呼ばれる、適用対象のテーブル。これらはフィルターされるテーブルで
す。
B. マッピングされた列。テーブル間の関係 (たとえば、資格テーブルとファクトテーブル間の関
係)、およびテーブル列とポリシー列間の関係を定義するものです。ポリシー列は、データの
フィルターに使用される列です。
C. ポリシー条件。クエリの実行時にすべての行に対して評価される式です。真の場合、行は
クエリに表示されます。
開始するには、

をクリックします。

完全なトピックを読む
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関連タスク

仮想接続エディターについて
テーブルを接続に追加する
データポリシーの作成とテスト
必要なものが見つかりませんか?
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」確認してください。

データポリシーの作 成 とテスト
データポリシーを使用して、仮想接続を使用するビュー、データソース、またはフローのデータを
フィルター処理します。ポリシーテーブルまたは資格テーブルの列を使用して、データをフィルター
処理して、ユーザーに表示する必要のあるデータのみを抽出します。
l
l
l

ポリシー テーブル - フィルター処理されるテーブル。
ポリシー列 - データのフィルター処理に使用する列。
資格テーブル - データのフィルター処理に使用できる列を含むテーブル。ポリシー テーブルに
ポリシー列が含まれていない場合に使用します。

テーブルをポリシーに追加する
データポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
1. [Create New Policy (新しいポリシーの作成)] ボタンを
2. タブで既定の名前をクリックして、ポリシーの名前を変更します。
3. 左側のペインでテーブル名をダブルクリックして、テーブルをデータポリシーに追加します。
完全なトピックを読む

テーブル列をマッピングする
ポリシーテーブルごとに、ポリシーテーブルの列をポリシー列または資格テーブルのいずれかにマッ
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プします。
ポリシー列にマッピングする

1.

をクリックして、データのフィルター処理に使用する1 つまたは複数の列を追

加します。
2. ポリシー列に名前を付けます。この名前はポリシー条件で使用します。

3. ポリシー テーブルごとに、ドロップダウンメニューを使用して、ポリシー列にマッピングするテー
ブル列を選択します。
4. ポリシー条件で使用するポリシー列の数だけこのプロセスを繰り返します。
クイッククリップ: テーブル列をポリシー列にマッピングして、営業担当者で請求書をフィルター
処理するデータポリシーのポリシー条件を記述しています。
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完全なトピックを読む
資格テーブルにマッピングする

1. 資格テーブルを選択し、テーブルを右にドラッグして、[資格テーブルとして追加] にドロップし
ます。
2. ポリシー テーブルごとに、ドロップダウンメニューをクリックして列を選択し、ポリシー テーブルを
資格テーブルにマッピングします。
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クイッククリップ: 資格テーブル(従業員 ID 列とフルネーム列) をポリシーテーブルの列にマッピ
ングして、データポリシーのポリシー条件を記述しています。

完全なトピックを読む

ポリシー条件を記述する
ポリシー条件は、多くの場合、ユーザー関数を使用して行レベルのアクセス権限を定義する
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計算です。ユーザー関数の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
ポリシー条件は、
l
l
l

データポリシーで必要です。
true または false に評価できる必要があります。
ポリシー条件が true の場合に行を表示します。

例:
FULLNAME() = [EmployeeName]
完全なトピックを読む

[ユーザーとしてプレビュー] を使用してデータポリシーをテストする
ポリシーをテストして、ユーザーに表示されるデータを確かめ、ポリシーが期待どおりに機能して
いることを確認します。
1. テーブルを選択します。
2. [テーブルの詳細] セクションで、[ポリシーを適用] チェックボックスをオンにします。

3. [ユーザーとしてプレビュー] をクリックして、[グループ] (オプション) と[ユーザー] を選択しま
す。
4. ポリシーに、テーブルの詳細にあるユーザーの正しいデータが表示されていることを確認しま
す。
5. 必要に応じて、他のユーザーに対してこの手順を繰り返します。
完全なトピックを読む

接続をパブリッシュし、パーミッションを設定する
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下書きを保存するか、接続をパブリッシュします。

作業中、接続は下書きとして自動的に保存されます。 をクリックして、下書きを手動で保存
します。
新しい仮想接続を他のユーザーと共有するには、パブリッシュする必要があります。
1. エディターの右上隅にある

をクリックします。

2. [名前] フィールドに接続の名前を入力します。
3. 接続を保存するプロジェクトを選択します。
4. クリック
既存の接続を編集する場合でも、現在パブリッシュ状態にあるユーザーは引き続きその接続
を使用できます。
l
l

更新を下書きに保存するには、 をクリックします。
更新された接続をユーザーが使用できるようにするには、次をクリックします

他のユーザーが接続を使用できるようにパーミッションを設定します

接続をパブリッシュしたら、他のユーザーがこの接続を使用できるように設定します。これを行う
には、[接続機能] を[許可] に設定します。
1. 仮想接続に移動します。
2. [アクション] メニュー (...) を開いて [パーミッション] をクリックします。
3. [接続] アイコンの下のボックスを選択して、すべてのユーザーに接続を許可します。

4. [保存] をクリックします。
パブリッシュとパーミッションのトピックを読む
関連タスク

仮想接続エディターについて
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テーブルを接続に追加する
データポリシーについて
必要なものが見つからない場合は、
オンラインで「すべてのTableau ヘルプ」を確認してください。
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Tableau Cloud 上 の Tableau
Advanced Management について
Tableau Advanced Management は、Tableau Cloud 展開において、セキュリティ、管理性、
拡張性を強化するために設計された機能の集合体です。

Advanced Management のライセンス
Advanced Management は、展開ごとにライセンスが付与されます。
l

Advanced Management は Tableau Cloud 展開でのみ使用できます。既存の
Tableau Cloud 展開で使用するAdvanced Management を購入する方法について
は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

l

展開でAdvanced Management を削除または非アクティブにすると、Advanced
Management に関連付けられている機能を使用できなくなります。

機 能 テーブル
次の表は、Advanced Management に含まれる機能の一覧です。
機能

説明

機能を使用する要件

Content

Content Migration Tool を使用すると、

Migration

Tableau Cloud 展開の Tableau プロジェクト

は、.NET 4.6.1 をサポート

Tool

間でコンテンツを簡単にコピーまたは移行でき

するバージョンの

ます。

Microsoft Windows

l

Content Migration Tool

(Windows 7 以降、
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詳細については、「Tableau Content

Windows Server 2008R2

Migration Tool について」を参照してくださ

以降) にインストールする

い。

必要があります。
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機能

説明

アクティビ

アクティビティログはログイベントをAmazon

ティログ

Simple Storage Service (S3) に送信でき、

機能を使用する要件
l

アマゾンウェブサービス
(AWS) アカウント。

それらを使用してさらに監査と分析を行うこと
ができます。

l

データを受信するための
Amazon Simple Storage

詳細については、「アクティビティログ」を参

Service (S3) バケット。

照してください。
l

AWS Key Management
Service (KMS) キー。

管理者イ

管理者インサイトのデータソースは、最大

ンサイトの

365 日間のサイトデータを保持します。

データ保
持

詳細については、管理者インサイトを使用
したカスタムビューの作成 を参照してくださ
い。

カスタマー

カスタマー マネージドの暗号化キーは、顧客

マネージ

が管理するサイト固有のキーを使用してサイ

ドの暗号

トデータ抽出を暗号化できるようにすること

化キー

で、セキュリティをさらに強化します。詳細につ
いては、「 カスタマー管理の暗号化キー」を
参照してください。

サイト容

Advanced Management を使用すると、ライ

量の拡大

センスを取得したサイトで次のように容量が
増加します。
l
l
l

最大 1 テラバイトのストレージ
最大ファイル サイズ 25 ギガバイト
最大 25 の同時抽出更新

サイト容量の詳細については、「Tableau
Cloud サイトの容量」を参照してください。
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アクティビティログ
Advanced Management でTableau Cloud を使用している場合、アクティビティログを構成し
て、ログイベントをAmazon Simple Storage Service (S3) に送信し、さらに分析および監査
することができます。アクティビティログを使用すると、次のことができます。
l

Tableau Cloud の詳細なイベントデータを表示する

l

コンプライアンス情報を取得し、Tableau サイトで誰が何をしているのかを追跡する

l

次のようなパーミッションの変更を監査する
l

ユーザーをグループに追加、またはグループから削除する

l

コンテンツをプロジェクト間で移動する

l

コンテンツに対するパーミッションを明示的に変更する

Tableau 環境に堅牢なブックコントロールを実装するには、パーミッション変更イベント
を追跡することが不可欠です。これらのコントロールは、コンプライアンスの使用事例に
役立ちます。
管理者インサイトと管理ビューが提供する情報を補足して、サイトのアクティビティと使
用状況のメトリクスを追跡します。
すべてのイベントには、タイムスタンプと、イベントを実行したアクターのID が含まれま
す。必要に応じて、イベントには影響を受けるコンテンツのID が含まれます。
Splunk や Amazon Cloudwatch などのツールを使用して、アクティビティログを調べるこ
とができます。これらのツールを使用して、ログフィールドにクエリを実行し、次のような質
問に答えることができます。
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l

特定のユーザーが最後に実行した10 個のアクションは何か。

l

コンテンツに対して最後にイベントを実行したのは誰か。

l

コンテンツに対して最後に実行されたアクションは何か。
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アクティビティログの設定
アクティビティログには導入したTableau の詳細なイベントが含まれており、コンプライアンス、モ
ニタリング、監査に使用できます。アクティビティログを使用するには、次の手順を踏む必要が
あります。
前提条件

アクティビティログを使用するには、以下が必要です。
l

Tableau Cloud with Advanced Management

l

アマゾンウェブサービス(AWS) アカウント
l
l

これらのステップを完了するには、自分の AWS アカウントが必要です。
また、Amazon Simple Storage Service (S3) バケットでアクティビティログを受信する
には、以下のステップ3 で Tableau AWS アカウント番号 061095916136) が必要
です。

l

データを受信するためのAmazon Simple Storage Service (S3) バケット
l

セットアッププロセスの一環としてAmazon S3 バケットを作成します。現在サポー
トしているデータ配信オプションは Amazon S3 のみです。

l

Amazon S3 バケットは、Tableau Cloud サイトがホストされているのと同じAWS
リージョンに作成する必要があります。データの場所の詳細については、「クラウド
でのセキュリティ」と「データプロバイダー認可用 Tableau Cloud IP アドレス」を参
照してください。

l

セットアップ中に作成するAmazon S3 バケット用のAWS Key Management Service
(KMS) のキー。

ステップ1.AWS アカウントの作成

アマゾンウェブサービス(AWS) アカウントをまだお持ちでない場合は、AWS Web サイトで
AWS アカウントにサインアップできます。
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ステップ2.Amazon S3 バケットの作成と権限の設定

1. ログデータを受信するためのAmazon S3 バケットを作成します。詳細については、
AWS のウェブサイトの「バケットの作成」を参照してください。
2. 次の設定でAmazon S3 バケットを設定します。
a. [オブジェクトの所有権] で[無効になっているACL] (推奨) を選択します。これに
より、バケットの所有者が、バケットに書き込まれるすべてのオブジェクトの所有者
になります。
b. [バケットのリビジョン管理] で[有効にする] を選択します。オブジェクトを複製する
には、バケットのリビジョン管理を有効にする必要があります。
c. [デフォルトの暗号化] で[有効にする] を選択します。
d. [AWS Key Management Service (SSE-KMS)] を選択します。
e. [AWS KMS キー の ARN を入力] を選択します。
f. 表示される[キーの作成] ボタンをクリックして、新しいAWS Key Management
Service (KMS) キーを作成します。
g. [対称キー] タイプを選択し、[暗号化および復号化のキーの使用] を選択しま
す。
h. キーにエイリアス名を付けて、[レビュー] ページまでクリックします。
i. Key ポリシー内の[ステートメントリスト] に次のステートメントを追加して、
Tableau がS3 バケット内のオブジェクトを暗号化できるようにアクセス権を付与し
ます。account-number-provided-by-Tableau とrole-provided-by-Tableau を、
それぞれ Tableau が提供するアカウント番号とロールに置き換えます。
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注: このステートメントにより、Tableau IAM ロールでAmazon S3 バケットに配
置されたオブジェクトを暗号化できるようになります。
「kms:GenerateDataKey」は、オブジェクトのレプリカを暗号化するデータキー
を生成するために使用されます。「kms:Encrypt」は、ターゲットのS3 バケット
で作成されたオブジェクトのレプリカを暗号化するために使用されます。
「Resource:*」は、KMS キーの権限をレプリケーションロールにのみ付与し、
ロールがその権限を昇格することを許可しません。詳細については、AWS
Webサイトの「AWS Key Management Service (SSE-KMS) でサーバー側暗
号化を使用したデータの保護」を参照してください。

{
"Sid":
"AllowTableauS3ReplicationSourceRoleToUseTheKey",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account-number-provided-byTableau:role/role-provided-by-Tableau""
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "*"

Tableau Software

1333

Tableau Cloud ヘルプ
}
j. [完了] をクリックして、KMS キーを作成します。
k. [バケットの作成] をクリックして、Amazon S3 バケットを作成します。
3. Amazon S3 バケットポリシーの権限を更新します。
a. Amazon S3 バケットを開き、[権限] タブをクリックします。
b. [バケットポリシー] セクションで[編集] をクリックします。
c. バケットポリシーの[ステートメントリスト] に以下を追加します。[S3-BUCKETNAME] をバケットの名前に置き換え、account-number-provided-by-Tableau と
role-provided-by-Tableau をそれぞれ Tableau が提供するアカウント番号とロー
ルに置き換えます。

注: このステートメントにより、Tableau IAM ロールはオブジェクトをバケットに
複製できるようになります。「*」と「<path>/*」を使用して、指定されたバケッ
ト内のすべてのプレフィックスとバケット内のパスにそれぞれアクセス権を付与
します。「s3:ReplicateObject」権限と「s3:ReplicateDelete」権限は、オブ
ジェクトを正常に複製してマーカーを削除するために必要な最小限の権限
です。AWS Web サイトの「レプリケーション元とレプリケーション先のバケット
が異なるAWS アカウントによって所有されている場合の許可の付与」を参
照してください。

{
"Sid": "TableauS3ReplicationRoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS":
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"arn:aws:iam::account-number-provided-byTableau:role/role-provided-by-Tableau"

},

"Action": [
"s3:ReplicateObject",
"s3:ReplicateDelete"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::S3-BUCKET-NAME",
"arn:aws:s3:::S3-BUCKET-NAME/*"
]
}
d. [変更を保存] をクリックします。
ステップ3.次の AWS 情報の収集とアクティビティログの設定
l

AWS アカウント番号: 061095916136

l

上で作成したAmazon S3 バケットの名前。

l

上で作成したAWS Key Management Service (KMS) キーのAmazon Resource
Name (ARN): arn:aws:iam::061095916136:role/prod-replicationrule-role

ステップ4.Tableau Cloud の設定

1. Tableau サイトに移動します。
2. [設定] ページで[統合] タブを選択します。
3. [アクティビティログ] セクションで[有効にする] ボタンを選択します。
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4. [接続の設定] ダイアログボックスで次の情報を入力します。
a. [AWS アカウント番号] ボックスに、12 桁のAWS アカウント番号を入力します。
b. [S3 バケット名] ボックスに、Amazon S3 バケットの名前を入力します。これは、
AWS バケット名の要件に従って有効な名前である必要があります。
c. [KMS キーの ARN] ボックスに、KMS キーのAmazon リソース名 (ARN) を入力
します。ARN のアカウント番号は、提供されたAWS アカウント番号と一致し、
有効な形式である必要があります (arn:aws:kms:< 地域 >:< アカウントId>:key/<

キー:key/<キー ID>)。
5. [送信] をクリックします。
システムが接続をテストするためにターゲットのAmazon S3 バケットにテキストファイルを
複製しようとすると、接続ステータス列に「進行中」と表示されます。
ファイルがターゲットのAmazon S3 バケットに正常に複製されると、接続ステータス列に
「確認待ち」と表示され、「テストファイルの内容」を入力するウィジェットが表示されま
す。更新を表示するには、ページを更新する必要がある場合があります。
セキュリティファイルのレプリケーションの確認

1. ターゲットのAmazon S3 バケットに移動し、siteLuid で始まるフォルダーを見つけます
(名前の残りの部分はサイトの一意の識別子です)。
2. SECURITY_VERIFICATION_FILE.txt という名前のテキストファイルを検索しま
す。
3. テキストファイルをダウンロードして開きます。
4. ファイル内のテキストの内容をコピーします。
5. [設定] ページに戻り、テキストの内容を[テキストファイルの内容] の入力フィールドに貼
り付けて、[送信] をクリックします。
6. 送信されたコンテンツが正しい場合、接続ステータスは [アクティブ] に変わります。これで
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アクティビティログが有効になり、データがターゲットのAmazon S3 バケットに複製され始
めます。
7. 送信されたコンテンツが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。コンテンツ
が余分な文字やスペースなしで正しくコピーされたことを確認してください。
トラブルシューティング
セキュリティ検証ファイルが表示されない
l

Amazon S3 の制限により、ファイルがターゲットの Amazon S3 バケットに表示されるまでに
最大 15 分かかる場合があります。

接続ステータスが「進行中」の場合、ファイルはまだ複製を試みています。詳細について
は、AWS Web サイトの「レプリケーションのトラブルシューティング」を参照してください。
l

接続ステータスが「 失敗 」の場合、ファイルを正常に複製できなかったことを意味します。

Amazon S3 バケットポリシーとAWS Key Management Service (KMS) キーポリシーの
権限に適切なステートメントが含まれていることを確認します。詳細については、AWS
Web サイトの次のトピックを参照してください。

l

レプリケーションのトラブルシューティング
ソースバケットと宛先バケットが異なるアカウントで所有されている場合のレプリ

l

ケーションの構成
バケット間にレプリケーションを設定したが、新しいオブジェクトがレプリケートされな

l

い。どうすればこれをトラブルシューティングできますか？

アクティビティログを使用した権限の監査
コンテンツの明示的な権限やデフォルトの権限テンプレート(プロジェクトのワークブックパーミッ
ションのテンプレートなど) を変更すると、そのアクションはアクティビティログに書き込まれます。こ
のアクションには次のものが含まれます。
l

権限ダイアログUI を介した明示的な権限やデフォルトの権限テンプレートへの変更。

l

REST API (具体的には API の「追加」と「削除」) を介した明示的な権限やデフォルト
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の権限テンプレートへの変更。詳細については、「権限メソッド」を参照してください。
l

間接的に権限の変更をもたらすシステムアクション。明示的な権限の変更をもたらす
システムアクションには、コンテンツの一部が削除されると、それに関連する権限が自動
的に削除される、といったものがあります。

権限の監査履歴ログには、ここで述べたユーザールールとグループルールへの変更のみが含ま
れ、他の部分の計算の変更は含まれません。明示的に割り当てられた権限ルールへの変更
はログに保存されます。追跡する内容は次のとおりです。
l

いつ変更が行われたか。

l

変更を行ったユーザーのID。

l

変更が行われたサイトのID。

l

変更が行われたコンテンツのID とタイプ。

l

変更の内容 (機能の新しい値の内容など)。

有効な権限と明示的な権限の詳細については、「有効なパーミッション」を参照してください。
ログの形式

明示的な権限を変更するすべてのアクションは、ログにエントリされます。各ログエントリは
JSON 形式で構成され、特定のキーが情報のさまざまな部分を表します。各ログエントリに
は、そのアクションに関するメタデータと、そのアクションが何であったかの2 つの部分が含まれて
います。ログ内ではアクティビティログのエントリはフォーマット化されておらず、キーが特定の順
序で並べ替えられているわけではありません。
アクションに関するメタデータ

アクションに関するメタデータには、アクションがいつ、どこで発生したか、どのユーザーがアクショ
ンを実行したかに関する情報が含まれます。メタデータには次のキーがあります。
ver: メッセージ内のデータのバージョンとデータの形式。1.1.0 から始まります。1 桁目はこの一
般的なデータスキーマが変更された場合、2 桁目はストレージ固有のメッセージが変更された
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場合 (つまり、ログデータの保存方法のみを変更した場合)、3 桁目は互換性に影響しない程
度の変更があった場合にインクリメントされます。
l

ts: タイムスタンプ、UTC ISO8601、ミリ秒を含むZ で終わります。

l

tz: https://www.timeanddate.com/time/zones/ のようなホストのローカルタイムゾーン。

l

hn: イベントを発行したサービスのホスト名。常にvizportal であるため、これは空白のまま
になります。

l

svc: このログ行が表す製品またはサービス(値は「TableauServer」になります)。

l

status: リクエストの状態。「ATTEMPT」または「SUCCESS」です。

l

k: 記録されるイベントのタイプ。取り得る値は次のとおりです。
l

CreatePermissionsAuditEvent - 権限追加 REST API を介して権限が追加され
たときに発生します。

l

UpdatePermissionsAuditEvent - 権限ダイアログUI を介して明示的な権限を変
更したときに発生します。これは、権限ダイアログUI で「削除」アクションが選択さ
れた場合にも使用されます。

l

UpdatePermissionTemplatesAuditEvent - 権限ダイアログUI を介して明示的な
権限テンプレートを変更したときに発生します。これは、権限ダイアログUI で「削
除」アクションが選択された場合にも使用されます。

l

DeleteAllPermissionsAuditEvent - コンテンツの一部が削除された場合など、別
のアクションの結果としてシステムが権限を削除した場合に発生し、その明示的
な権限レコードもすべて削除されます。

l

DeletePermissionsAuditEvent - 権限削除 REST API を介して権限が削除され
たときに発生します。

l

v: 記録されるイベントの具体的なデータ。
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アクション

アクション自体には、コンテンツのどの部分の権限が変更されたか、どの機能が変更された
か、どのような値に機能が変更されたかについての情報が含まれます。アクションの種類は上
記のk キーに該当し、詳細情報は v キーに該当します。
v の下にあるこの情報のキーは次のとおりです。すべてのフィールドが必須というわけではなく、
"k" キーの特定の値にのみ適用されるフィールドがあることに注意してください。
l

p: 権限データ。これ自体にさらに多くのJSON データが含まれます。

l

authorizableType: 権限が変更されたコンテンツのタイプ。値は「PROJECT」、
「WORKBOOK」などです。

l

contentIds: 権限が変更されたコンテンツID のリスト。

l

templateType: この値は、プロジェクトのコンテンツタイプテンプレートが変更されたときに
存在します。たとえば、値が「WORKBOOK」の場合などです。

l

explicitPermissions: どの機能に関する、どの被付与者の権限かを含むJSON データ
のリスト

l

granteeType: 「グループ」または「ユーザー」。

l

granteeId: 権限が変更されたユーザーまたはグループのID。

l

機能: 変更された機能を特定するJSON

l

l

id: 機能のId。postgres テーブルの機能のID に対応します。

l

値: postgres テーブルの機能にある機能の名前。

value: 機能が変更された値。値には、「GROUP_DISALLOW」、「GROUP_
ALLOW」、「USER_DISALLOW」、「USER_ALLOW」を含めることができます。

l

unspecifiedPermissions: 権限ダイアログUI を介して許可または拒否から未指定に変
更された権限。
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l

granteeType: 「グループ」または「ユーザー」。

l

granteeId: 権限が変更されたユーザーまたはグループのID。

l

機能: 変更された機能を特定するJSON

l

l

id: 機能のId。postgres テーブルの機能のID に対応します。

l

値: postgres テーブルの機能にある機能の名前。

value: 機能が変更された値。unspecifiedPermissions では、この値は常に
「unspecified」です。

l

au: どの認証ユーザーがアクションを実行したかを表す JSON データ。
l

siteId: そのユーザーが属するサイトのID。

l

userId: アクションを実行したユーザーのID。値 0 は、実際のユーザーではなく、シ
ステムがこのアクションを実行したことを意味します。

アクティビティログイベントタイプリファレンス
アクティビティログのイベントタイプと属性を次の表で説明します。
すべてのイベントタイプに共通の属性

属性名

タ

説明

イ
プ
traceUuid

actorUserId

eventTime

文

バッチ内のすべてのイベントにわたって同一の自動生成された

字

UUID (単一のユーザー アクションによって変更された複数の権限

列

など)

整

イベントを開始するアクションを実行したユーザーの整数値ユー

数

ザー ID

文

タイムスタンプ文字列

字
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列
impersonatedUserId

serviceName

整

なりすましが発生した場合、イベントを開始するアクションを実行

数

するためになりすまされたユーザーの整数値ユーザー ID

文

イベントを発行したサービスの名前 (例: vizportal、vizqlserver、

字

sitesaml (モノリス外))

列
文

siteLuid

イベントが発生したTableau サイトのサイトLUID

字
列
イベントタイプ

イベントタイプ 属性名

タ

説明

イ
プ
delete_

granteeId

整

被付与者の整数値 ID。

数

permissions_
grantee
delete_

granteeType

文

permissions_

字

grantee

列

update_

permissionType

文

被付与者のタイプ(ユーザーまたはグループ)。

権限のタイプ(明示的または未指定)。

字

permissions

列
update_

authorizableType

permissions

文

権限が変更されたコンテンツの種類 (プロジェクト

字

やワークブックなど)。

列
update_

contentId

1342

権限が更新されたコンテンツの整数値 ID。

数

permissions
update_

整

capabilityId

整

機能の整数値 ID。機能とは、特定のコンテンツに
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数

permissions

対するあるアクション(表示、フィルター、ダウンロー
ド、削除など) を実行する能力のことです。

update_

abilityValue

文

機能を説明する文字列。

字

permissions

列
update_

granteeId

被付与者の整数値 ID。

数

permissions
update_

整

granteeType

文

被付与者のタイプ(ユーザーまたはグループ)。

字

permissions

列
update_

granteeValue

permissions

文

更新された権限の値 (「userallow」や

字

「Groupallow」など)。

列
create_

authorizableType

permissions

文

権限が変更されたコンテンツの種類 (プロジェクト

字

やワークブックなど)。

列
create_

contentId

権限が更新されたコンテンツの整数値 ID。

数

permissions
create_

整

capabilityId

permissions

整

機能の整数値 ID。機能とは、特定のコンテンツに

数

対するあるアクション(表示、フィルター、ダウンロー
ド、削除など) を実行する能力のことです。

create_

abilityValue

文

機能を説明する文字列。

字

permissions

列
create_

granteeId

permissions

被付与者の整数値 ID。

数

permissions
create_

整

granteeType

文

被付与者のタイプ(ユーザーまたはグループ)。

字
列
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create_

granteeValue

permissions

文

更新された権限の値 (「userallow」や

字

「Groupallow」など)。

列
delete_

authorizableType

permissions

文

権限が変更されたコンテンツの種類 (プロジェクト

字

やワークブックなど)。

列
delete_

contentId

権限が更新されたコンテンツの整数値 ID。

数

permissions
delete_

整

capabilityId

permissions

整

機能の整数値 ID。機能とは、特定のコンテンツに

数

対するあるアクション(表示、フィルター、ダウンロー
ド、削除など) を実行する能力のことです。

delete_

abilityValue

文

機能を説明する文字列。

字

permissions

列
delete_

granteeId

被付与者の整数値 ID。

数

permissions
delete_

整

granteeType

文

被付与者のタイプ(ユーザーまたはグループ)。

字

permissions

列
delete_

granteeValue

permissions

文

更新された権限の値 (「userallow」や

字

「Groupallow」など)。

列
delete_all_

authorizableType

permissions

文

権限が変更されたコンテンツの種類 (プロジェクト

字

やワークブックなど)。

列
delete_all_

contentId

permissions_
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整

permissionType

文
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列

template

文

権限が変更されたコンテンツの種類 (プロジェクト

permissions_

字

やワークブックなど)。

template

列

update_

authorizableType

文

権限の変更に使用する権限テンプレートのタイプ

permissions_

字

(ワークブックやデータソースなど)。

template

列

update_

update_

templateType

contentId

整

権限が更新されたコンテンツの整数値 ID。

数

permissions_
template
update_

capabilityId

permissions_

整

機能の整数値 ID。機能とは、特定のコンテンツに

数

対するあるアクション(表示、フィルター、ダウンロー
ド、削除など) を実行する能力のことです。

template
update_

abilityValue

文

permissions_

字

template

列

update_

granteeId

整

機能を説明する文字列。

被付与者の整数値 ID。

数

permissions_
template
update_

granteeType

文

permissions_

字

template

列

被付与者のタイプ(ユーザーまたはグループ)。

文

更新された権限の値 (「userallow」や

permissions_

字

「Groupallow」など)。

template

列

update_
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カスタマー管 理 の暗 号 化 キー
カスタマー管理の暗号化キーは、顧客が管理するサイト固有のキーを使用してサイトデータ
抽出を暗号化できるようにすることで、セキュリティをさらに強化します。Salesforce のKey
Management System (KMS) インスタンスには、サイトで暗号化を有効にするユーザー向け
に、デフォルトのサイト固有の暗号化キーが格納されます。

暗号化プロセス
暗号化プロセスは、キー階層に従います。まず、Tableau Cloud が抽出を暗号化します。次
に、Tableau Cloud KMS がキーキャッシュを確認して適切なデータキーを探します。キーが見
つからない場合は、キーに関連付けられたキーポリシーで付与されたパーミッションを使用し
て、KMS GenerateDataKey API によってキーが生成されます。AWS KMS は CMK を使用し
てデータキーを生成し、プレーンテキストのコピーと暗号化されたコピーをTableau Cloud に返
します。Tableau Cloud はデータキーのプレーンテキストのコピーを使用してデータを暗号化
し、暗号化されたキーのコピーを暗号化されたデータと一緒に保存します。

暗号化を有効にする
暗号化を有効にすると、Tableau Cloud はサイト上のすべての抽出が暗号化されるようにジョ
ブを作成します。これらのジョブは最低の優先度です。以前に設定済みの抽出ジョブは、暗
号化された抽出ジョブよりも前に実行されます。リソースに余裕がある場合、これらのジョブ
は、更新する必要なしにすべての抽出に対して暗号化を実行します。
暗号化を有効にするには、次の手順を実行します。

1. [全般] タブを選択します。
2. [抽出の暗号化] で、[抽出更新の暗号化を有効にする] の横にあるチェックボックスを選
択します。
3. 確認メッセージを読み、[OK] を選択して続行します。
4. [保存] を選択します。確認メッセージまたはエラー メッセージが表示されます。

注: 抽出の暗号化をオフにするには、アカウントマネージャーに連絡してください。
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キーを作成する
キーを作成すると、現在のキーは置き換えられ、アーカイブされます。サイトの今後のデータ抽
出は、すべて新しいキーで暗号化されます。ログをダウンロードすると、前のキーの詳細を表示
できます。

注: キーは Tableau Cloud リージョンに関連付けられています。

キーを作成にするには、次の手順を実行します。

1. [全般] タブを選択します。
2. [抽出の暗号化] の [アクション] で、[キーの作成] を選択します。
3. [キーの作成] または [キャンセル] を選択します。確認メッセージが表示されます。

キーを生成してローテーションする
セキュリティを強化するために、会社のスケジュールに合わせてキーを順番に変えることできま
す。キーをローテーションすると、元のキーに基づいて新しいキーが作成されます。

注: 更新間隔が長い場合、または抽出が更新されない場合、抽出は新しいキーではなく
最後のアクティブなキーで暗号化されます。

キーをローテーションするには、次の手順を実行します。

1. [全般] タブを選択します。
2. [抽出の暗号化] の [アクション] で、[キーの生成とローテーション] を選択します。
3. [キーの生成とローテーション] または [キャンセル] を選択します。確認メッセージが表示され
ます。

暗号化を無効にする
アカウントマネージャーに連絡して、暗号化をオフにすることができます。Advanced
Management ライセンスが認証されていない場合、もう一度ライセンス認証されるまで抽出は
復号化されたままになります。
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キーを削除する(回復不可能なデータ抽出)
警告: キーを削除した場合、データ抽出へのアクセスを回復することはできません。
重大なセキュリティインシデントが発生した場合にのみ、キーを削除してください。キーを削除
すると、データ抽出にアクセスできなくなります。削除されたキーに関連付けられたデータ抽出
は、二度と利用できません。

注: 暗号化を無効にしてキーを保持する場合は、「暗号化を無効にする」を参照してく
ださい。

キーを削除するには、次の手順を実行します。

1. [全般] タブを選択します。
2. [抽出の暗号化] の [アクション] で、[削除] を選択します。
3. テキストフィールドに「 Delete Key」と入力します。
警告: キーを削除すると、データ抽出にアクセスできなくなります。重大なセキュリティインシデ
ントが発生した場合にのみ、キーを削除してください。
4.[暗号化キーの削除] または [キャンセル] を選択します。確認メッセージまたはエラーメッセー
ジが表示されます。

監査ログ
監査ログをダウンロードすると、作成、ローテーション、削除、復号化、ログのダウンロードな
ど、キーに関して実行された操作を確認できます。監査ログには、次の情報も含まれていま
す。
l
l
l
l
l
l
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イベントタイプ
成功または失敗
呼び出すサービスの認証されたID
ユーザー
キー名
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よくある質問 (FAQ)
質問:
Advanced Management ライセンスを更新しなかった場合どうなりますか。
答え:
Advanced Management ライセンスを更新しなかった場合、カスタマー管理の暗号化キーは自
動的に無効な状態に変わります。
質問:
Tableau Cloud 顧客でなくなった場合、キーデータはどうなりますか。
答え:
Tableau Cloud データポリシーに従って、キーデータが削除されるまでに90 日間の待機期間
があります。
質問:
別のTableau Cloud リージョンに移動した場合はとどうなりますか。
答え:
キーデータは、Tableau Cloud ポッドと同じリージョンにあるSalesforce (KMS) インスタンスにあ
ります。別のリージョンに移動する場合は、機能をオフにして、最初に抽出を実行する必要が
あります。

Tableau Content Migration Tool について
この一連の記事では、Tableau Content Migration Tool のセットアップ、使用、およびメンテナン
スについて順を追って説明します。
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Content Migration Tool とは
Content Migration Tool を使用すると、プロジェクト間でコンテンツを簡単にコピーまたは移行
できます。Content Migration Tool ユーザーインターフェイスでは、1 回使用するか、複数の移
行のテンプレートとして使用できる「移行計画」の作成に必要な手順を順を追って説明しま
す。

注: Tableau Server 展開がある場合、Tableau Server インストールとTableau Cloud サ
イトのプロジェクト間でコンテンツを移行できます。両方の展開には有効な Advanced
Management ライセンスが必要です。

コンテンツを移行する前に、Tableau Blueprint ヘルプの「コンテンツのガバナンス」セクションを
確認することをお勧めします。

ヘルプとサポート
このドキュメントで解決できない問題がある場合は、Tableau テクニカルサポートにお問い合
わせください。

Tableau Content Migration Tool の使用開始
この記事は、Tableau Content Migration Tool の使用を開始するときに役立ちます。Content
Migration Tool をインストールする前に準備する必要がある情報に関するその他の記事へのリ
ンクと、移行計画を設計し、既存のインストールをアップグレードする手順が含まれています。

インストール前
インストール要件

Content Migration Tool は、Windows オペレーティングシステムにのみインストールできます。イ
ンストール前に、Content Migration Tool がインストールされるコンピューターからTableau ソー
スサイト(移行元のサイト) と展開先サイト(移行先のサイト) に接続できる必要があります。
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ソースサイトと展開先サイトの両方に、有効な Advanced Management ライセンスが必要で
す。詳細については、「Tableau Content Migration Tool のインストール」を参照してください。
Tableau Cloud との互換性

Content Migration Tool バージョン2022.2.1 以降では、すべてのTableau Cloud 展開のコンテ
ンツ移行がサポートされています。最新のインストーラーをダウンロードするには、Advanced
Management リリースページを参照してください。
Tableau Server との互換性

Content Migration Tool では、Tableau Server バージョン2019.3 以降のコンテンツの移行がサ
ポートされています。
この表は、インストールされているContent Migration Toolのバージョンに基づいて使用可能な
Tableau Server のバージョンを示しています。
CMT バージョン

Tableau Server バージョン

2022.3.x

2020.4.x ～ 2022.3.x

2022.2.x

2020.3.x ～ 2022.2.x

2022.1.x

2020.2.x ～ 2022.1.x

2021.4.x

2020.1.x ～ 2021.4.x

2021.3.x

2019.4.x ～ 2021.3.x

2021.2.x

2019.3.x ～ 2021.2.x

2021.1.x

2019.3.x ～ 2021.1.x

2020.4.x

2019.3.x ～ 2020.4.x

2020.3.x

2019.3.x ～ 2020.3.x

2020.2.x

2019.3.x ～ 2020.2.x

2020.1.x

2019.3.x ～ 2020.1.x
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CMT バージョン

Tableau Server バージョン

2019.4.x

2019.3.x ～ 2019.4.x

2019.3.x

2019.3.x

注: Tableau Server 展開がある場合、Tableau Server インストールとTableau Cloud サ
イトのプロジェクト間でコンテンツを移行できます。両方のサイトには有効な Advanced
Management ライセンスが必要です。

Tableau コンテンツとの互換性

Content Migration Toolでは、過去 8 つのバージョンのTableau で保存されたワークブックとパ
ブリッシュされたデータソースを移行できます。既存のデータソースは移行できますが、移行中
に変更および修正できるのは、以下の表に示す接続のタイプを使用するデータソースのみで
す。詳細については、移行計画: ワークブックと移行計画: パブリッシュ済みデータソースを参
照してください。
Actian Matrix

Google Drive

Pivotal Greenplum Database

Actian Vectorwise

HortonWorks Hadoop

PostgreSQL

Hive
Amazon Athena

Progress OpenEdge
HP Vertica

Amazon Aurora

Salesforce
IBM DB2

Amazon EMR

SAP HANA
IBM Netezza

Amazon Redshift

SAP Sybase ASE
Map R Hadoop Hive

Apache Drill

SAP Sybase IQ
Microsoft Access

Aster Database

Snowflake
Microsoft Analysis

Box
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Cloudera Hadoop

Microsoft Excel

統計ファイル

タブ区切りテキストファ

Microsoft Excel Direct

Tableau 抽出

Microsoft OneDrive

Tableau のパブリッシュされたデータ

イル

ソース

EXASOL
Microsoft SQL Server
Firebird

Teradata
MySQL
テキストファイル

Google Analytics
OData

Web データコネクタ

Google BigQuery
Oracle

その他のデータベース(ODBC)

Google Cloud SQL
Oracle Essbase

インストール後
コンテンツ移行に伴う制限事項

開始する前に、Content Migration Tool を使用するコンテンツ移行に伴う制限事項について
理解しておいてください。詳細については、移行に関する制限事項を参照してください。
移行計画を作成する

Content Migration Toolでは、単一サイト上のプロジェクト間、同じTableau Server インスタン
ス上の新しいサイト、異なるTableau Server インスタンスに存在するサイトにコンテンツを移行
する方法について説明します。作成したプランは保存し、今後の移行に再利用できます。詳
細については、「 移行計画の概要」を参照してください。
Content Migration Toolのアップグレード

Content Migration Toolをアップグレードする方法については、Tableau Content Migration Tool
のアップグレードを参照してください。

Tableau Content Migration Tool のインストール
Tableau Content Migration Tool のインストールは単純で簡単です。
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インストール要 件
Content Migration Tool ツールは Windows コンピューターから実行され、有効な Advanced
Management ライセンスがあるTableau Cloud サイトとTableau Server 19.3 以降に接続でき
ます。互換性のあるバージョンの詳細については、Tableau Content Migration Tool の使用開
始を参照してください。
Content Migration Tool のインストール先のコンピューターは、以下の要件を満たしている必要
があります。
l

Microsoft Windows 8 以降 (x64)

l

Intel Core i3 または AMD Ryzen 3 (デュアルコア)

l

4 GB 以上のメモリ

l

ソースサイトと展開先サイトに接続できる。コンテンツを移行するするために、両方のサ
イトに有効な Advanced Management ライセンスが必要です。

l

2 GB 以上のHDD。\temp フォルダーを置くドライブには、1 回の移行で移行されるす
べてのコンテンツのコピーを保持するのに十分なディスク容量が必要です。すべてのコン
テンツはディスクにローカルに保存され、移行が完了すると削除されます。

l

アプリケーションとログを保持する十分な空きディスク領域がある。

さらに、Tableau Server でREST API が有効になっていることを確認します (これが既定で
す)。有効かどうかを確認するには、tsm configuration get -k
api.server.enabled コマンドを使用します。戻り値 true は、REST API が有効であ
ることを意味します。REST API を有効にするには、tsm configuration set コマンドを
使用します。詳細については、Tableau Server ヘルプの「api.server.enabled」を参照してくだ
さい。

Content Migration Tool のインストール
Content Migration Tool をインストールするには
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1. Advanced Management リリースページからContent Migration Toolインストローラー
(Tabcmt-64bit-<version>.exe) をダウンロードします。
2. Content Migration Tool セットアッププログラムを実行します。

注: Content Migration Tool セットアッププログラムを実行すると、以前のバージョン
が上書きされます。

3. EULA を読んだ後、[I agree to the license terms and conditions] を選択し、
[Install] をクリックします。
4. [ユーザーアカウント制御] ダイアログが開く場合は、[Yes] をクリックし、インストーラーによ
る変更を許可します。

実 行 可 能 なユーザー
マシンで管理者アクセス権を持つユーザー。

Tableau Content Migration Tool のアップグレード
Tableau Content Migration Tool のアップグレードは単純で簡単です。
アップグレード前
l

Content Migration Toolセットアッププログラムを実行すると、以前のバージョンが上書きさ
れます。

l

Content Migration Toolでは、以前のバージョンのサイドバイサイドインストールはサポー
トされていません。

Content Migration Tool のアップグレード

Content Migration Tool をアップグレードするには :
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1. Advanced Management リリースページから最新のContent Migration Toolインストロー
ラー(Tabcmt-64bit-<version>.exe) をダウンロードします。
2. Content Migration Tool セットアッププログラムを実行します。
3. EULA を読んだ後、[I agree to the license terms and conditions] を選択し、
[Install] をクリックします。
4. [ユーザーアカウント制御] ダイアログが開く場合は、[Yes] をクリックし、インストーラーに
よる変更を許可します。

実 行 可 能 なユーザー
マシンで管理者アクセス権を持つユーザー。

Tableau Content Migration Tool の使用
以下の手順は、Tableau Content Migration Tool の使い方について説明しています。
l

l

移行計画の概要
l 移行計画: サイト
l 移行計画: ソースプロジェ
クト
l 移行計画: ワーク
ブック
l 移行計画: パブリ
ッシュ済みデータソース
l 移行計画: パーミ
ッションと所有権
l 移行計画: 移行スク
リプト
l 移行計画: 計画のオプショ
ン
Tableau Content Migration Tool コンソールランナーの使用

Tableau Content Migration Tool の使用事例
Tableau Content Migration Tool は名前が示すように、主にプロジェクト間でTableau Cloud
コンテンツを移動するために使用されます。ただし、このツールには、コンテンツの移行とメンテ
ナンスに関連するいくつかのタスクを実行するのに最適な多くの機能が含まれています。
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注: 多くの使用事例では、環境、サイト、またはプロジェクト間のコンテンツの移動を説明
するときに移行という用語を使用します。ただし実際には、Content Migration Tool ではコ
ンテンツがコピーされるだけで、元のコンテンツやソースコンテンツの自動的な削除やアーカ
イブは行われません。

以下の情報は、Content Migration Tool を活用できる場合の一般的ないくつかの使用事例に
ついて説明しています。

コンテンツの昇 格
Content Migration Tool を使用して、開発プロジェクト用のコンテンツを作成してから、定期移
行を実行し、サイトでコンテンツをステージングプロジェクトまたは本番プロジェクトに昇格するこ
とができます。
コンテンツを本番プロジェクトに移行するには、次の手順に従ってください。
1. 計画を作成し、ソースとして使用するサイトを選択します。この例では、同じサイト上の
プロジェクト間の移行について説明しているため、移行先と同じTableau サイトを選択
します。詳細については、「移行計画の概要」トピックの計画の作成に関するセクション
を参照してください。
同じサイト上の2 つのプロジェクト間でワークブックを移行する場合、移行元と移行先の
サインイン認証資格情報が似ているか同じである場合があります。このシナリオでは、接
続を再利用しやすくするために、個人用アクセストークンを使用することをお勧めしま
す。詳細については、個人用アクセストークンを参照してください。
2. 移行するコンテンツを含む開発プロジェクトを選択します。プロジェクト全体、特定のワー
クブックとデータソース、ユーザーパーミッションを選択できます。詳細については、「移行
計画の概要」トピックの「計画」を参照してください。
この移行中にコンテンツに変更や変換を加える必要がある場合は、計画のステップで変
更や変換を行う必要があります。このプロセスはマッピングと呼ばれます。
3. [Add Mapping (マッピングの追加] メニューから[プロジェクトの変更] を選択して、プロ
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ジェクトマッピングを追加します。開発プロジェクトをソースとして、本番プロジェクトを移
行先としてそれぞれ選択するか、[新規追加] をクリックして新しいプロジェクトを作成し
ます。
他のタイプのマッピングには次のものがあります。
l

ワークブックに対する変更: ワークブック名の変更や移行先プロジェクトの変更が
含まれます。ワークブックの変換の完全なリストについては、「移行計画: ワーク
ブック」を参照してください。

l

データソースに対する変更: テーブル名またはスキーマ名の置き換え、計算式の
設定、および接続情報の設定が含まれます。データソースの変換の完全なリス
トについては、「移行計画: ワークブック」(埋め込みデータソース) および「移行計
画: パブリッシュ済みデータソース」(パブリッシュされたデータソース) を参照してくだ
さい。
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l

ユーザーに対する変更: 移行先のドメイン、ユーザー、およびグループ名の変更が
含まれます。

4. 準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をクリックして計画段階を終了し、計
画の実行を準備します。
5. この操作を定期的に実行するようにスケジュールを設定するには、Content Migration
Tool Runner を使用して操作をジョブとしてスクリプト化し、操作のスケジュールを設定し
ます。Content Migration Tool Runner の使用については、「Tableau Content Migration
Tool コンソールランナーの使用」を参照してください。

顧 客 向 けコンテンツの調 整
コンサルティングシナリオで作業する場合は、Content Migration Toolを使用して、各顧客のコ
ンテンツをカスタマイズできます。各ワークブックは移行計画のテンプレートとして機能するため、
スタイル(テキストや画像など) を適用したり、特定の顧客のデータソースを置き換えたりするこ
とができます。
この例では、テンプレートを保存する内部プロジェクトと顧客と共有する外部プロジェクト間の
移行について説明します。
顧客のコンテンツをカスタマイズするには、次の手順に従ってください。
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1. 計画を作成し、ソースとして使用するサイトを選択します。移行先と同じTableau サイ
トを選択します。詳細については、「移行計画の概要」トピックの計画の作成に関する
セクションを参照してください。
同じサイト上の2 つのプロジェクト間でワークブックを移行する場合、移行元と移行先
のサインイン認証資格情報が似ているか同じである場合があります。このシナリオでは、
接続を再利用しやすくするために、個人用アクセストークンを使用することをお勧めし
ます。詳細については、個人用アクセストークンを参照してください。
2. 移行するテンプレートコンテンツを含む内部プロジェクトを選択します。プロジェクト全
体、特定のワークブックとデータソース、ユーザーパーミッションを選択できます。詳細に
ついては、「移行計画の概要」の「計画」を参照してください。
この移行中にコンテンツに変更や変換を加える必要がある場合は、計画のステップで
変更や変換を行う必要があります。このプロセスはマッピングと呼ばれます。
3. [Add Mapping (マッピングの追加] メニューから[プロジェクトの変更] を選択して、プロ
ジェクトマッピングを追加します。内部プロジェクトをソースとして、本番プロジェクトを移
行先としてそれぞれ選択するか、[新規追加] をクリックして新しいプロジェクトを作成し
ます。
4. 移行計画のワークブックステップで、ワークブックのマッピングと変換を使用してコンテンツ
をカスタマイズします。頻繁に使用される変換の2 つの例を以下に示します。ワークブッ
クの変換の完全なリストについては、「移行計画: ワークブック」を参照してください。
l

コンテンツをパーソナライズする場合は、[画像の置換] 変換と[テキストの置換]
変換を使用して、ワークブックを顧客の会社名とロゴで更新できます。

l

データソースに関しては、[テーブル/スキーマ名の置換] 変換または [カスタム
SQL の設定] 変換を使用して、顧客のコンテンツを変更できます。

5. 計画を確認して実行します。準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をク
リックして計画段階を終了し、計画の実行を準備します。
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環 境 間 の移 行
Content Migration Tool を使用して、有効な Advanced Management ライセンスがある
Tableau Cloud 環境とTableau Server 環境の間でコンテンツを移行できます。
Tableau 展開間でコンテンツを移行するには、次の手順に従ってください。
1. 計画を作成し、移行元のサイトをソースとして選択します。詳細については、「移行計
画の概要」トピックの計画の作成に関するセクションを参照してください。
2. ソースサイトから移行するコンテンツを選択します。プロジェクト全体、特定のワークブック
とデータソース、ユーザーパーミッションを選択できます。
3. ユーザー パーミッションのマッピングを作成して、コンテンツをカスタマイズしてセキュリティで
保護します。詳細については、「移行計画: パーミッションと所有権」を参照してくださ
い。
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4. 計画を確認して実行します。準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をク
リックして計画段階を終了し、計画の実行を準備します。
ヒント
- 環境間の移行を実行する前に、Content Migration Tool を使用する際の「移行に関する制
限事項」を理解しておいてください。
- 最終的な移行が完了する前に、コンテンツを段階的に移行し、コンテンツをテストして検証
できます。
- Content Migration Tool を使用した移行では、埋め込みの認証資格情報、サブスクリプショ
ン、およびカスタムビューは処理されません。これらは手動で移行する必要があります。

外 部 コンテンツの共 有
Content Migration Tool を使用すると、プロジェクトへのアクセスを許可することなく、外部の共
同作業者と内部コンテンツを共有できます。これにより、データのセキュリティが保たれ、選択し
たワークブックとデータソースのみをパブリッシュできます。コンテンツを共有すると、共同作業者
は Tableau Cloud サイトにサインインし、内部プロジェクトに保存されているコンテンツに影響
を与えることなく、コンテンツを表示したり、変更したりできます。
続行する前に、共有しているコンテンツが内部プロジェクトと外部プロジェクトの間で互換性が
あることを確認してください。
コンテンツを外部で共有するには、次の手順に従ってください。
1. 内部コンテンツを準備します。ベストプラクティスとして、ロックされたパーミッションと厳格
なガバナンスルールを使用して、内部プロジェクトのコンテンツを分離することをお勧めし
ます。ワークブックとデータソースには、コンテンツが外部で使用されることを示す明確な
ラベルを付ける必要があります。詳細は、「プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセ
スの管理」を参照してください。

注: 外部プロジェクトと共有されるコンテンツは、データソースが公的にアクセス可
能でない限り、データ抽出を使用する必要があります。抽出の作成とデータソース
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の置換の詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「データの抽出」と「データ
ソースの置換」を参照してください。

行レベルのセキュリティを実装している場合は、これらのデータソースを更新して、外部プ
ロジェクトのユーザーフィルターやその他の詳細が反映されるようにする必要があります。
行レベルのセキュリティに関する詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「データ行レ
ベルでのアクセスの制限」を参照してください。
2. 計画を作成し、ソースとして使用するサイトを選択します。移行先と同じTableau サイ
トを選択します。詳細については、「移行計画の概要」トピックの計画の作成に関する
セクションを参照してください。
同じサイト上の2 つのプロジェクト間でワークブックを移行する場合、移行元と移行先の
サインイン認証資格情報が似ているか同じである場合があります。このシナリオでは、接
続を再利用しやすくするために、個人用アクセストークンを使用することをお勧めしま
す。詳細については、個人用アクセストークンを参照してください。
3. 移行するテンプレートコンテンツを含む内部プロジェクトを選択します。プロジェクト全
体、特定のワークブックとデータソース、ユーザーパーミッションを選択できます。詳細につ
いては、「移行計画の概要」の「計画」を参照してください。
この移行中にコンテンツに変更や変換を加える必要がある場合は、計画のステップで変
更や変換を行う必要があります。このプロセスはマッピングと呼ばれます。
4. [Add Mapping (マッピングの追加] メニューから[プロジェクトの変更] を選択して、プロ
ジェクトマッピングを追加します。内部プロジェクトをソースとして、外部プロジェクトを移
行先としてそれぞれ選択するか、[新規追加] をクリックして新しいプロジェクトを作成しま
す。
5. 計画を確認して実行します。準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をクリッ
クして計画段階を終了し、計画の実行を準備します。
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データベースの移 行 の検 証
この使用事例では、参照元データベースの移行後にコンテンツを検証します。データベースの
移行の一例として、SQL Server からSnowflake への移行があります。CMT は、移行を完了
する前に、両方のデータソースから構築されたコンテンツが同一であることを検証するのに役
立ちますが、データベースの移行を実際に実行することはできません。
データベースの移行を検証するには、次の手順に従ってください。
1. 計画を作成し、ソースとして使用するサイトを選択します。移行先と同じTableau サイ
トを選択します。詳細については、「移行計画の概要」トピックの計画の作成に関する
セクションを参照してください。
2. データソースまたはデータベース接続を変更するコンテンツを選択します。
3. 移行を構成 し、コンテンツを新しいプロジェクトにコピーします。ソースプロジェクトをプロジェ
クトA と呼び、新しいプロジェクトまたは移行先 プロジェクトをプロジェクトB と呼ぶことにし
ます。
l

ワークブックに対する変更: ワークブックのマッピングを作成して、プロジェクトA をプ
ロジェクトB に変更します。ワークブックの変換の完全なリストについては、「移行
計画: ワークブック」を参照してください。

l

データソースに対する変更: データソースのマッピングを作成して、プロジェクトA
をプロジェクトB に変更します。データソースの変換の完全なリストについては、
「移行計画: パブリッシュ済みデータソース」を参照してください。

4. 計画を確認して実行します。準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をク
リックして計画段階を終了し、計画の実行を準備します。
5. プロジェクトB のコンテンツを新しいデータベース接続で更新するか、データソースを置
き換えます。これは、オーサリングによって手動で行う必要があります。
6. プロジェクトA の各ワークブックをプロジェクトB 内のコピーでテストし、データソースの変
更によるデータの不整合がないか確認します。
7. すべてが期待どおりに動作していることを確認したら、プロジェクトA のコンテンツをプロ
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ジェクトB の更新されたコンテンツで上書きします。

注: コンテンツが移行先プロジェクトに既に存在していて、[新しい方のワークブックを
上書きする] オプションと[新しい方のデータソースを上書きする] オプションを選択し
ない場合、コンテンツは移行先プロジェクトにコピーされません。

メンテナンスタスク
Content Migration Toolを使用して、さまざまなメンテナンスタスクを実行できます。
古くなったコンテンツのタグ付け

Content Migration Tool を使用すると、古いコンテンツのアーカイブを管理できます。たとえば、
[古いコンテンツ] とタグ付けされたコンテンツを自動的に選択して[アーカイブ] プロジェクトに移
動する、定期的なスケジュールで実行される計画を作成できます。一定の時間が経過する
と、このプロジェクト内のコンテンツをシステムから削除できます。詳細については、「移行計画:
ワークブック」を参照してください。
コンテンツの復元

Content Migration Tool を使用して、バックアッププロジェクトからのコンテンツが含まれるプロジェ
クトから削除された(誤ってまたは意図的に) コンテンツを復元できます。
バックアッププロジェクトからコンテンツを復元するには、次の手順に従ってください。
1. 計画を作成し、ソースとして使用するサイトを選択します。移行先と同じTableau サイ
トを選択します。詳細については、「移行計画の概要」トピックの計画の作成に関する
セクションを参照してください。
2. バックアッププロジェクトから復元するコンテンツを選択します。
3. 移行を構成し、バックアッププロジェクトからコンテンツを復元します。ここでは、バックアッ
ププロジェクトをプロジェクトA、復元先のプロジェクトをプロジェクトB と呼びます。
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l

ワークブックに対する変更: ワークブックのマッピングを作成して、プロジェクトA をプ
ロジェクトB に変更します。変換の完全なリストについては、「移行計画: ワーク
ブック」を参照してください。

l

データソースに対する変更: データソースのマッピングを作成して、プロジェクトA
をプロジェクトB に変更します。データソースの変換の完全なリストについては、
「移行計画: パブリッシュ済みデータソース」を参照してください。

4. 計画を確認して実行します。準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をク
リックして計画段階を終了し、計画の実行を準備します。
5. 本番サイトのコンテンツを確認します。
部分的なバックアップ

プロジェクトをバックアップしたら、Content Migration Tool を使用して、新しいコンテンツを本番
環境からバックアッププロジェクトに転送します。

注:
- 部分的なバックアップを実行する前に、Content Migration Tool を使用する際の「移行
に関する制限事項」を理解しておいてください。
- Content Migration Tool を使用してサイト全体をバックアップしないでください。最も必要
なコンテンツを優先することをお勧めします。

コンテンツを部分的バックアップするには、次の手順に従ってください。
1. 計画を作成し、ソースとして使用するサイトを選択します。移行先と同じTableau サイ
トを選択します。詳細については、「移行計画の概要」トピックの計画の作成に関する
セクションを参照してください。
2. 本番プロジェクトから復元するコンテンツを選択します。プロジェクト全体、特定のワーク
ブックとデータソース、ユーザーパーミッションを選択できます。新しいコンテンツのみを移
行するには、パブリッシュオプションの[新しい方のワークブックを上書きする] と[新しい
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方のデータソースを上書きする] を選択していないことを確認してください。詳細について
は、「移行計画: ワークブック」を参照してください。
3. 移行を構成 し、コンテンツをバックアッププロジェクトにコピーします。ここでは、ソースプロ
ジェクトをプロジェクトA、バックアッププロジェクトをプロジェクトB と呼びます。
l

ワークブックに対する変更: ワークブックのマッピングを作成して、プロジェクトA をプ
ロジェクトB に変更します。変換の完全なリストについては、「移行計画: ワーク
ブック」を参照してください。

l

データソースに対する変更: データソースのマッピングを作成して、プロジェクトA を
プロジェクトB に変更します。データソースの変換の完全なリストについては、「移
行計画: パブリッシュ済みデータソース」を参照してください。

4. 計画を確認して実行します。準備ができたら、[Run Migration (移行の実行)] をクリッ
クして計画段階を終了し、計画の実行を準備します。
5. この操作を定期的に実行するようにスケジュールを設定するには、Content Migration
Tool Runner を使用して操作をジョブとしてスクリプト化し、操作のスケジュールを設定し
ます。Content Migration Tool Runner の使用については、「Tableau Content Migration
Tool コンソールランナーの使用」を参照してください。

移行計画の概要
Tableau Content Migration Tool では、プロジェクト間でのTableau コンテンツの移行に使用で
きる合理化されたプロセスが作成されます。追跡容易な計画は監査および反復可能で、バッ
チ処理により機能するため、任意の数のワークブックやデータソースを単純かつ効率的なプロ
セスで移行できます。
Content Migration Tool では、移行計画の作成または編集を順を追って説明するヒントが表
示されます。移行元サイトと移行先サイトを選択すると、移行の概要が次のように画面の上
部に表示されます。
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コンテンツ移 行 に伴 う制 限 事 項
開始する前に、Content Migration Tool を使用するコンテンツ移行に伴う制限事項について
理解しておいてください。詳細については、移行に関する制限事項を参照してください。

暗 号 化 キー
各移行計画ファイルは、その計画を作成したアプリケーションに固有の暗号化キーと共に生
成されます。ファイルの生成に使用したものと異なるアプリケーションを使用して移行計画を実
行する必要がある場合は、暗号化キーを共有できます。暗号化キーを共有する際は、移行
計画の実行に使用するアプリケーション内の既存のキーを上書きする必要があります。暗号
化キーを表示するには、[Help] > [Settings] を選択します。

移行計画にContent Migration Tool コンソールランナーを使用する場合は、計画を実行する
前にtabcmt-runner encryption コマンドを使用して暗号化キーを指定する必要があ
ります。詳細については、Tableau Content Migration Tool コンソールランナーの使用を参照
してください。

移 行 プロセス
ステップ1: 開始

移行プロセスの中核部分は計画を作成することです。この計画は保存しておいて将来の移
行で再利用することもできますし、必要に応じて変更や更新を行うこともできます。最初の手
順は新しい計画を作成するか、以前保存した計画を選択するかを選択することです。
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新しい計画を作成するには、[Create New Plan] をクリックします。移行計画を既に作成済み
でそれを使用する場合は、[Browse for a Plan] をクリックします。

既定では、保存された移行計画はすべて、[マイドキュメント] フォルダー内の[Tableau
Content Migration Tool Plans] フォルダーに保存されます。すべての移行プランは拡
張子 .tcmx により保存され、最近アクセスしたプランは個別にリストされ、簡単に選択できま
す。

最近アクセスした計画を選択し、それを複製して変更し、新しい計画として保存することがで
きます。コピーする計画を選択し、[Duplicate] をクリックします。

ステップ2: 計画の作成

Content Migration Tool では 6 つの手順で移行計画を作成または編集する方法を説明しま
す。
詳細な方法については、各手順をクリックしてください。
l
l
l
l
l
l
l

移行計画: サイト
移行計画: ソースプロジェクト
移行計画: ワークブック
移行計画: パブリッシュ済みデータソース
移行計画: パーミッションと所有権
移行計画: 移行スクリプト
移行計画: 計画のオプション
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ステップ3: 移行

計画が完了したら、移行のバッチ処理を実行する準備が整っています。移行の最終手順ま
で来ると、確認のために計画概要が表示されます。

計画のいずれかの点を変更する場合は、左側のサイドバーのセクションをクリックし、その段階
に直接移動することができます。準備ができたら、[Run ] をクリックして移行を実行します。
[Run] をクリックすると、移行ツールにより、計画の未保存の要素に関するメッセージが表示さ
れます。既定では、[Yes] をクリックすると未保存の要素が保存されます。移行プロセスの開
始段階で以前の計画を複製することで、変更を加えない状態でいつでも保持できることに留
意してください。

移行計画が実行され、計画全体の進捗状況と展開先サーバーに送信される各ワークブック
にはステータスバーが表示されます。
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計画の実行が終了したら、画面下部にあるタブをクリックすると移行の詳細を確認できます。
パブリッシュされたワークブック

Published Workbooks 新しくパブリッシュされたワークブックと、それらが移行されたプロジェク
トについて記載されています。

パブリッシュされたデータソース

Published Data Sources 新しくパブリッシュされたデータソースと、それらが移行されたプロ
ジェクトについて記載されています。
出力

[Output ] タブには、計画の移行ログについて記載されています。

Tableau Software

1371

Tableau Cloud ヘルプ

このログを保存するには、[Save Log] をクリックします。

エラーと警告

[Errors and Warnings] タブは移行中に発生した問題を強調しています。

これらは修正して計画を再実行することができます。移行が完了して計画を保存したら、
[Done ] をクリックして終了します。
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実 行 可 能 なユーザー
Tableau サイトのユーザー(Explorer 以上の役割を持つ)。コンテンツを移行するには、ソースサ
イトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッ
シュ権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

移 行 に関 する制 限 事 項
Tableau Content Migration Tool を使用した移行には特定の制限事項があります。移行計画
を作成する前に、以下のセクションを確認して、バージョンの互換性と移行されないコンテンツ
について学習してください。
Tableau コンテンツとの互換性

Content Migration Toolでは、過去 8 つのバージョンのTableau で保存されたワークブックとパブ
リッシュされたデータソースを移行できます。CMT では、バージョン2018.1.x より前に保存され
たワークブックとパブリッシュされたデータソースは、サポートされていません。詳細については、
Tableau Content Migration Tool の使用開始を参照してください。
構成

次の構成は、Content Migration Tool を使用したときに移行先サイトに移行されません。
l
l
l

ユーザー
グループ
サイト設定 (カスタムロゴ、ビューの推奨事項など)

データ接続

既存のデータソースは移行できますが、移行中に変更および修正できるのは、以下の表に示
す接続のタイプを使用するデータソースのみです。詳細については、「移行計画: ワークブック」
と「移行計画: パブリッシュ済みデータソース」に記載されている「データソースの変換」を参照し
てください。
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Actian Matrix

Google Drive

Pivotal Greenplum Database

Actian Vectorwise

HortonWorks Hadoop Hive

PostgreSQL

Amazon Athena

HP Vertica

Progress OpenEdge

Amazon Aurora

IBM DB2

Salesforce

Amazon EMR

IBM Netezza

SAP HANA

Amazon Redshift

Map R Hadoop Hive

SAP Sybase ASE

Apache Drill

Microsoft Access

SAP Sybase IQ

Aster Database

Microsoft Analysis Services

Snowflake

Box

Microsoft Excel

Spark SQL

Cloudera Hadoop

Microsoft Excel Direct

統計ファイル

タブ区切りテキストファイル

Microsoft OneDrive

Tableau 抽出

EXASOL

Microsoft SQL Server

Tableau Server データソース

Firebird

MySQL

Teradata

Google Analytics

OData

テキストファイル

Google BigQuery

Oracle

Web データコネクタ

Google Cloud SQL

Oracle Essbase

その他のデータベース(ODBC)

サポートされないコンテンツ

次のコンテンツは、Content Migration Tool を使用したときに移行先サイトに移行されないた
め、追加の構成が必要です。
コンテ

必要なアクション

ンツ
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「デー

ユーザーは、移行先サイトで「データに聞く」 (Ask Data) レンズをもう一度作成する

タに聞

必要があります。詳細については、「 特定の対象者に焦点を当てた「データに聞く」

く」

のレンズを作成する」を参照してください。

(Ask
Data)
レンズ
コレク

ユーザーは、移行先サイトでコレクションをもう一度作成する必要があります。詳細

ション

については、Tableau Desktop ヘルプの「 コレクション」を参照してください。

コメン

ユーザーは、宛先先サイトでビューにコメントをもう一度追加する必要があります。詳

ト

細については、Tableau Desktop ヘルプの「 ビューのコメント」を参照してください。

カスタ

ユーザーは、移行先サイトでカスタム ビューをもう一度作成する必要があります。詳

ム

細については、Tableau Desktop ヘルプの「 カスタムビューの使用 」を参照してくださ

ビュー

い。

データ

ユーザーは、移行先サイトでデータの役割をもう一度作成する必要があります。詳

の役

細については、Tableau Prep Builder ヘルプの「 データの役割を使用したデータの

割

検証 」を参照してください。

データ

次のサイトロールと機能がある場合は、移行先サイトでデータソースを認定できま

ソース

す。

認証
l

サイト管理者 Creator

l

データソースが含まれたプロジェクトでプロジェクトリーダー機能を持つ
Creator または Explorer (パブリッシュ可能)

詳細については、「ユーザーが信頼できるデータを見つけやすくするため認証を使
用する」を参照してください。
データ

ユーザーは、移行先サイトでダッシュボードとビューのデータ主導アラートをもう一度

主導ア 作成する必要があります。データ主導アラートが作成されると、ビューにアクセスでき
ラート

るすべてのユーザーが既存のアラートに自分自身を追加できます。

詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「Tableau Cloud または Tableau
Server からのデータ主導アラートの送信」を参照してください。
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ワーク

コンテンツアイテムを所有しているか、適切なパーミッションがあれば、移行先サイト

ブック

でアイテムの説明を編集できます。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「 説

および

明の追加または編集 」を参照してください。

データ
ソース
の説
明
埋め

セキュリティ上の理由から、Tableau Server ではダウンロードプロセス中にデータ

込み

ソースから埋め込みの認証資格情報が削除されます。移行先サイトにパブリッシュ

認証

するときに埋め込みの認証資格情報を含めるには、「Set Connection Info (接続情

資格

報の設定)」データソース変換を使用します。詳細については、移行計画: パブリッ

情報

シュ済みデータソースを参照してください。

外部

外部資産のカスタマイズされた属性は、移行先サイトに移行されません。たとえば、

資産

タグ、証明書、データ品質に関する警告、説明、パーミッション、ユーザーの連絡先、
テーブル、列をもう一度作成する必要があります。詳細については、「 外部資産での

パーミッションの管理 」を参照してください。
抽出

抽出更新スケジュールは、Tableau Cloud 移行先サイトに移行できません。

更新ス Tableau Cloud でデータを更新するには、抽出更新を手動で実行するか、新しい抽
ケ

出更新スケジュールを作成します。詳細については、Tableau Cloud での更新のス

ジュー

ケジュールを参照してください。

ル
お気に

ユーザーは、移行先サイトでお気に入りのコンテンツをもう一度選択する必要があり

入り

ます。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「 お気に入りとしてマークする」を
参照してください。

フロー

フローをスケジュールに従って実行するには、ユーザーは Tableau Prep を使用してフ
ローを移行先サイトにもう一度パブリッシュする必要があります。詳細については、
Tableau Prep ヘルプの「 Tableau Server または Tableau Cloud へのフローのパブ

リッシュ」を参照してください。
増分

移行先サイトで、増分抽出の更新が完全抽出の更新に変更されました。ユーザー

抽出

は、Tableau Desktop で増分更新を再設定し、移行後に移行先サイトに抽出した

の更

データをパブリッシュする必要があります詳細については、Tableau Desktop ヘルプの
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新

「 抽出の更新 」を参照してください。

メトリク メトリクスの履歴値はビューから削除されるため、ユーザーは移行先サイトでメトリク
ス

スをもう一度作成する必要があります。詳細については、メトリクスの作成とトラブル

シューティングを参照してください。
リビジョ 以前のバージョンのワークブックを移行先サイトに移行するには、ユーザーは保持した
ン履歴

いバージョンをダウンロードして、ワークブックを移行先サイトにもう一度パブリッシュす
る必要があります。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「 コンテンツのリビ

ジョンの操作 」を参照してください。
サブス

ユーザーは、移行先サイトでビューとワークブックをもう一度サブスクライブする必要が

クリプ

あります。詳細については、「 ビューまたはワークブックへのサブスクリプションの作成 」

ション

を参照してください。

ワーク

Content Migration Tool を使用して移行されたワークブックとビューは、移行計画に

ブックと ビューが異なる方法でレンダリングされる変換が含まれている場合でも、元のサムネ
ビュー

イルを保持します (データ接続が変更される場合など)。

のサム
ネイル

サムネイルを更新するには、展開先サイトでワークブックまたはビューを編集し、も
う一度保存します。詳細については、Tableau Desktop ヘルプの「Web での
Tableau ビューの編集」を参照してください。

仮想

ユーザーは、移行先サイトで仮想接続をもう一度作成する必要があります。詳細に

接続

ついては、「 仮想接続の作成 」を参照してください。

移 行 計 画 : サイト
Tableau Content Migration Tool で移行計画を作成するときの最初のステップは、展開元サイ
トと展開先サイトにサインインすることです。
計画フェーズの[Sites] セクションで、展開元サイトと展開先サイトにサインインします。使用す
るユーザー認証資格情報の権限によって、移行計画を作成するときに表示されるサイトとプロ
ジェクトを管理します。ユーザーがアクセスできるコンテンツのみを移行できます。
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必要なパーミッションとライセンス

展開元サイトと展開先サイトにサインインするために使用するユーザーアカウントには、
Explorer 以上のロールに加え、移行するコンテンツに対する次の権限が必要です。
l
l
l

ビュー
ワークブックのダウンロード/コピーを保存
オプション: 管理者 (ワークブックを選択する、ユーザー リストにアクセスする)

ソースサイトと展開先サイトの両方に、有効な Advanced Management ライセンスが必要で
す。詳細については、Tableau Cloud 上のTableau Advanced Management についてを参照
してください。
ステップ1: ソース

移行の開始点です。Tableau Cloud にサインインし、展開元として使用するサイトを選択し
ます。サイトは、選択したユーザーに関連するコンテンツをグループ化するためにTableau 内で
作成したものであり、ワークブック、データ、ユーザーリストなどを集めた専用の場所です。コン
テンツを移行できるのは、一度に1 つのサイトのみです。
展開元サイトへのサインイン

次の手順を実行して、Tableau Cloud または Tableau Server にサインインします。
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1. [Tableau にサインイン] をクリックします。
2. [接続の選択] ダイアログウィンドウで、保存された接続を選択して[続ける] をクリックしま
す。

利用できる接続がない場合は、[保存された接続の追加または編集] をクリックして、新
しい接続を作成します。詳細については、「保存された接続」を参照してください。
3. ユーザー名とパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。
サーバーをSAML またはシングルサインオンで構成している場合は、ID プロバイダーのサ
インインページにリダイレクトされ、認証プロセスを完了します。
4. 使用するサイトを選択します。
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ソースサーバーを変更したり、サイトの選択を更新したりするには、[別のソースを選択] をク
リックします。
ステップ2: 展開先

展開先サイト(コンテンツの移行先であるサイト) でもサインインプロセスを繰り返します。
同じTableau サイト上の2 つのプロジェクト間でワークブックを移行する場合、展開元サイトと
展開先サイトのサインイン認証資格情報は、サーバーのURL とサイト名も含め、同一です。
保存された接続

保存された接続を使用すると、再利用可能なサーバー接続を作成することができ、展開元
サイトと展開先サイトにすぐにサインインできるようになります。保存された接続を追加するに
は、ご利用のサイトで利用したいサインイン方式を指定する必要があります。
Content Migration Tool は次のサインイン方式をサポートしています。
l

個人用アクセストークン: 長期間有効な認証トークンを作成することにより、セキュリ
ティの向上、監査、移行計画の自動化などが可能になります。個人用アクセストーク
ンを使用すると、ユーザーは Content Migration Tool で対話式のログインを繰り返さなく
てもサインインできるようになります。詳細については、個人用アクセストークンを参照し
てください。

l

ブラウザー ベースのサインイン: ユーザーは、組み込みのWeb ブラウザーを介して認証
資格情報を入力し、認証を完了します。このオプションは、通常 Tableau に対して認
証する方法と似ています。

l

ユーザー名とパスワードによるサインイン: ユーザーは、組み込みのブラウザー画面ではな
く、Content Migration Tool を使用して認証します。このオプションは、Tableau REST
API を使用してサーバーに認証資格情報を渡します。ユーザー名とパスワードによるサ
インインを使用すると、ブラウザーベースのサインインを使用できない問題をトラブル
シューティングすることができます。
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保存されている接続の追加または編集

「Add or edit saved connections」へのリンクは、Content Migration Tool の下部に、展開元
サイトや展開先サイトにサインインするときに表示されます。このリンクをクリックすると、[Manage
Tableau Connections] ウィンドウが開きます。

保存された接続を追加するには、以下の手順を使用します。
1. [Tableau 接続の管理] ウィンドウで[新しい接続] をクリックするか、既存の接続を選択
して変更を加えます。
2. [接続名] (サーバーを説明する名前) と[サーバー URL] を入力します。
サーバーURL のプレフィックスを含めなければ、Content Migration Tool は http:// を
使用します。
3. 接続のサインイン方式を選択します。
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個人用アクセストークンを使用している場合は、「個人用アクセストークンを使用して
保存された接続を追加する」を参照してください。
4. [保存] をクリックします。
保存された接続を作成すると、展開元サイトや展開先サイトに次回サインインするときに[接
続の選択] ウィンドウに表示されます。
個人用アクセストークンを使用して保存された接続を追加する

個人用アクセストークンを使用して保存された接続を追加するには、他のサインイン方式より
も多くの情報が必要です。開始するには、展開元サイトと展開先サイトで新しい個人用アク
セストークンを作成する必要があります。個人用アクセストークンは、アプリケーション間で共
有しないでください。詳細については、個人用アクセストークンを参照してください。

個人用アクセストークンの作成
1. Web ブラウザーでTableau サイトにサインインします。
2. ページの一番上でプロファイル画像またはイニシャルをクリックし、[アカウント設定] を選
択します。
3. [個人用アクセストークン] の下の[トークン名] フィールドにトークンのわかりやすい名前
を入力し、[新しいトークンの作成] をクリックします。
4. 結果のウィンドウで[クリップボードにコピー] をクリックし、ウィンドウを閉じます。
5. トークンシークレットをファイルに貼り付けます。ファイルを安全な場所に保存します。

個人用アクセストークンの追加
1. Content Migration Tool で、[保存された接続の追加または編集] をクリックします。
2. [Tableau 接続の管理] ウィンドウで、接続名とサーバー URL を入力します。
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Tableau Cloud に接続している場合は、サイトの完全なポッドURL を入力する必要が
あります。たとえば、https://10ay.online.tableau.com と入力します。
Tableau Cloud にサインインすると、サイトURL の最初の部分にポッドが表示されます。
3. 前のセクションで個人用アクセストークンを作成したときに取得した、個人用アクセス
トークン名と個人用アクセストークンシークレットを入力します。
4. [サイト名] フィールドに、URL に表示されているとおりのサイト名をスペースなしで入力し
ます。これは、フレンドリーなサイト名とは異なります。たとえば、「サイトA」は、ブラウザー
のURL では「sitea」になります。
5. [保存] をクリックします。
ステップ3: 次のステップに進む

展開元サイトと展開先サイトの両方に正常にサインインした後、[Next] をクリックして、計画
フェーズの[移行計画: ソースプロジェクト] セクションに進みます。
実行可能なユーザー

Explorer 以上の役割を持つTableau サイトユーザー。コンテンツを移行するには、ソースサイ
トでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッシュ
権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

移 行 計 画 : ソースプロジェクト
Tableau Content Migration Tool で移行計画を作成する次の手順は、ソースプロジェクトを選
択することです。ソースプロジェクトとは、ワークブックとパブリッシュ済みデータソースの移行元と
なるプロジェクトです。選択するプロジェクトによって、移行計画の次のステップでどのワークブック
を移行に使用できるかが決まります。
ステップ1: ソースプロジェクトを選択する

ソースプロジェクトを選択する際には、[ All Projects] と[Specific Projects] の2 つのオプショ
ンがあります。
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[All Projects] オプションでは、サーバーステップで指定したソースサイトからすべてのプロジェク
トを選択します。[Specific Projects] オプションを使用すると、ソースサイトから特定のプロ
ジェクトを選択することができます。

注: ソースプロジェクトには、ワークブックまたはデータソースが含まれている必要がありま
す。Content Migration Tool では、空のプロジェクトは移行されません。

各プロジェクトを個別に選択することも、[Select All] ボタンを使用してから追加しないプロジェ
クトの選択をオフにすることもできます。この手順でソースサイトに変更を加える場合は、
[Refresh ] ボタンを使用してプロジェクトリストを更新できます。

ステップ2: プロジェクトオプションを選択する

ソースプロジェクトを選択したら、移行先の場所に適用するプロジェクトオプションを選択しま
す。ソースの場所からプロジェクトパーミッションと所有権をコピーすることに加えて、存在しな
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いプロジェクトを作成するオプションがあります。ユーザーマッピングに基づいて新しいコンテンツの
所有権を割り当てるには、[ユーザー マッピングを適用] を選択します。

l

[移行先プロジェクトを作成]: 移行先の場所に存在しないプロジェクトを自動的に作成
します。Content Migration Tool では、ソースプロジェクトが空の場合、またはワークブック
やデータソースが選択されていない場合、移行先プロジェクトは作成されません。デフォ
ルトでは、存在しないプロジェクトに移行しようとすると、移行が失敗します。

l

[プロジェクトのパーミッションをコピー]: ソースプロジェクトのパーミッションを可能な限り厳
密にコピーします。

l

[プロジェクトの所有者をコピー]: プロジェクトの所有権設定をソースの場所からコピーし
て、プロジェクトの所有者を割り当てます。

l

[ユーザー マッピングを適用]: ユーザーマッピングを適用して、移行先の場所にプロジェク
トのコンテンツ所有権を割り当てます。移行先のプロジェクトがすでに存在する場合、コ
ンテンツの所有権は適用されません。詳細については、移行計画: パーミッションと所有
権を参照してください。

ステップ3: 次のステップに進む

ソースプロジェクトを選択したら、[Next] をクリックし、計画段階の移行計画: ワークブックセク
ションに進みます。同じTableau サイト上の2 つのプロジェクト間でワークブックを移行する場合
は、次のセクションで移行先プロジェクトを選択します。
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実行可能なユーザー

Tableau サイトのユーザー(Explorer 以上の役割を持つ)。コンテンツを移行するには、ソース
サイトでワークブックの[表示] および[ワークブックのダウンロード/コピーの保存] パーミッション
を、移行先サイトでターゲットプロジェクトのパブリッシュ権限 ([表示] および[パブリッシュ] 機
能) をそれぞれ保持している必要があります。詳細については、パーミッションを参照してくださ
い。

移 行 計 画 : ワークブック
展開元サイトと展開先サイト、および選択したプロジェクトに正常にサインインしました。次の
手順では、移行用のワークブックを準備します。

注: ワークブックまたはデータソースに抽出が含まれている場合は、抽出を使用するワーク
ブックとデータソースの移行に記載された情報を読んで理解しておいてください。

ステップ1: ワークブックの選択

展開元サイトと選択したプロジェクト内にあるすべてのワークブックが[Workbook Selection]
画面に表示されるようになります。
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この手順でソースサイトに含まれるワークブックに変更を加える場合は、[Refresh ] をクリックし
て、ワークブックのリストから更新できます。これらのワークブックを選択する方法はいくつかありま
す。
特定のワークブックの選択

[Specific ] セクションには 3 つのボタンがあります。[基本] セクションから選択すると、移行計画
用に選択したワークブックが即時に追加されます。または、各ワークブックをクリックして個別に
選択することもできます。
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すべて選 択
このボタンによって、サイト内のすべてのワークブックが選択または選択解除されます。計画を
保存した後でサイトにワークブックを追加しても、次に計画に使用したときに自動的に追加さ
れることはありません。

表示:
サムネイル

既定のビューではサムネイルプレビューでワークブックが表示されるため、各ワークブックを区別
するのに便利です。このビューでサムネイルにマウスカーソルを合わせると、ワークブック内のそ
の他のワークシートとダッシュボードのプレビューが表示されます。
リスト

リストビューは、ワークブック名、プロジェクト、Tableau のバージョン、最終変更日などの追加
情報を提供する、より簡潔なリストです。
列ヘッダーのいずれかをクリックすると、ワークブックが適切に並べ替えされます。また、ワークブッ
クにマウスカーソルを合わせると、そのワークブック内のワークシートとダッシュボードの浮動プレ
ビューも表示されます。リストビューは、1 つのサイト内に大量のワークブックがある場合に特に
便利です。
ルール ベースの選択

特定の条件に基づいてワークブックを選択するには、Rule Based の選択を使用できます。
ルールベースのオプションを使用すると、移行計画の実行時に使用されるワークブックの選択
条件が作成されます。[Rule Based] オプションのいずれかで"すべて" を選択することは、
[Specific Workbooks] を選択することとは異なります。ルールベースの"すべて" を選択すると
常にすべてのワークブックが含まれるため、新しく追加されたワークブックが今後の移行に含め
られます。
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[Rule Based] ラジオボタンでは、次のオプションを使用してワークブックを選択できます。

Workbooks in projects
このメニューでは、特定のプロジェクトからワークブックを選択できます。

Workbooks tagged with
このメニューでは、タグ別にワークブックを選択できます。

Workbooks published by
このメニューでは、作成者別にワークブックを選択できます。
各オプションで、各エントリの横にあるオプションをオンにすることで個別または複数のワークブック
を選択できます。選択したワークブックは、すべて[Selection Description] ボックスに表示され
ます。
すべてのワークブックの選択

最後のオプションは、[All Workbooks] ラジオボタンを選択することです。これによりサイト内の
すべてのプロジェクトにあるすべてのワークブックを選択します。
[All Workbooks] ラジオボタンを使用することは、[Specific Workbook] 方式を使用してすべ
てのワークブックを選択することとは異なります。これは、今後移行計画を使用するたびに展開
元サイト内のすべてのワークブックを使用するようになるためです。
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ワークブックの選択に満足している場合には、[Next] をクリックします。
ステップ2: ワークブックのマッピング

これで、選択したワークブックをソースファイルから展開先ファイルにマッピングできるようになりま
した。マッピングによって、ソースワークブックを移行するときに名前を変更したり別の展開先を
選択したりできます。また、マッピングを追加してワークブックのプロジェクト、プレフィックス、また
はサフィックスを変更することもできます。プロジェクトをこのセクションの展開先にも追加するこ
とができます。
ここで変更しない場合、選択したワークブックは、同じ名前を使用してソースと同じプロジェク
トに移行されます。プロジェクトを展開先サイトで定義していない場合は、デフォルトのプロジェ
クトに移行されます。ワークブックのマッピングを追加するには、[Add Mapping (マッピングの追
加)] ボタンをクリックします。マッピング領域に次のオプションが表示されます。
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ワークブック名の変更

この変換により、[Source ] プロジェクトでフィルタリングし、名前を変更する対象のワークブックを
選択できるようになります。[Destination ] フィールドでワークブックの送信先となるプロジェクト
を選択し、所望の名前を入力します。
プロジェクトの変更

既定では、ワークブックが展開先の同じプロジェクトに移行されます。このマッピングにより、ソー
スプロジェクトのすべてのワークブックで展開先プロジェクトを変更できます。
Add Project (プロジェクトの追加)

ワークブック名を変更する際、またはプロジェクトを変更する際に[Add New] オプションを使用
すると、展開先のサイトにサインインしてプロジェクトを手動で作成することなく、展開先プロジェ
クトを作成できます。[Add New ] ダイアログボックスを使用すると、プロジェクトおよびネストされ
たプロジェクトを作成できます。
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プレフィックスの変更

1 つまたはすべてのソースプロジェクトからワークブックのプレフィックスを削除または置換できま
す。
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サフィックスの変更

プレフィックスのマッピングと同様に、1 つまたはすべてのソースプロジェクトからワークブックのサ
フィックスを削除または置換できます。
ステップ3: ワークブックの変換

変換ステップを使用してワークブックを変更できます。

変換により指定された方法でワークブックが変更されます。追加の変換をプラグインを使用して
組み込むことができます。また、今後のアプリケーションバージョンにも追加される予定です。
[Add Transformation (変換の追加)] ドロップダウンメニューをクリックして、現在選択可能な
変換を確認します。

Tableau Software

1393

Tableau Cloud ヘルプ
いずれかの変換を選択すると[Edit Transformation (変換の編集)] ウィンドウが表示され、選
択したワークブックにカスタマイズできるようになります。すべての変換は、上から下に記載され
た順序で完了します。
さまざまなタイプの変換がありますが、基本的なステップは 2 つです。まず、変換の選択を行い
ます。ここでは、変換するワークブックを選択します。選択領域は、計画段階の「ワークブック
の選択」セクションと似ていて、[Basic selection (基本的な選択)] ラジオボタンのすべての機
能を使用します ([Select/Unselect All (すべて選択/選択解除)]、[更新]、[サムネイル] 表
示、[リスト] 表示)。リストの上部で、[Select All] を選択できます。これは、今後の変換です
べてのワークブックを自動的に選択するオプションです。また、ワークブックの表示ウィンドウを更
新して、ソースサイトへの変更や更新を反映させることもできます。

2 番目のステップとして、[オプション] タブを使用して、選択したすべての変換に対し特定の選
択内容を入力します。
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[オプション] タブで各ワークブックの変換に異なる値を入力すると、編集しようとしている変換に
応じ、タブに異なる名前が付けられます。
アクションURL の置換

この変換を使用して、ワークブック内の一部またはすべてのURL アクションを置換します。[オプ
ション] タブで、一致させる必要のあるテキストとその置換値を入力します。

例:
URL: www.exampledev.com
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一致: dev
置換: Prod
結果: www.exampleProd.com
パラメーター値の設定

新しいパラメーターを定義します。[オプション] タブで、パラメーターの名前、データ型 (ドロップダ
ウンメニューから選択)、および値を入力します。

イメージの削除

[オプション] タブでファイル名を入力して、選択したワークブックのイメージ(透かしなど) を削除
します。イメージが見つからない場合に移行時に警告を受信する追加のチェックボックスもあり
ます。

ツールヒントコマンドの削除

選択したワークブックからすべてのツールヒントコマンドを削除します。この変換で定義する追
加のオプションはありません。
イメージの置換

選択したワークブックのイメージを置換します。[オプション] タブで、古いイメージのファイル名と
置換するイメージのファイル名を入力します。ローカルファイルパスまたは URL を使用してイ
メージを置換できます。
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例:
ファイル名: C:\file\image.png
置換イメージのURL: http://www.exampledev.com/replacementImage.png
ズーム コントロールの表示

ドロップダウンメニューから表示モードを設定します ([オプション] タブの[自動]、[ポイント時に表
示]、[非表示])。

Web ページ URL の置換

この変換を使用して、ダッシュボードで使用されるWeb ページURL の一部または全部を置き
換えます。[オプション] タブで、一致させる必要のあるテキストとその置換値を入力します。

例:
URL: www.exampledev.com
一致: dev
置換: Prod
結果: www.exampleProd.com
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ステップ4: データソースの変換

企業環境への移行でワークブックを計画する次のステップは、データソースの変換です。この
機能は、ワークブックの変換ステップに似ています。これらはワークブック内にパッケージ化された
データソース向けです。パブリッシュされたデータソースは、プロセス内の別のステップで処理さ
れます。

[Add Transformation (変換の追加)] ドロップダウンメニューをクリックすると、次のオプション
が表示されます。

いずれかのデータソースの変換を選択すると[Edit Transformation (変換の編集)] ウィンドウが
表示され、選択したデータソースにカスタマイズできるようになります。すべての変換は、上から
下に記載された順序で完了します。
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さまざまなタイプのデータソース変換がありますが、基本的なステップは 2 つです。まず、目的の
データソースで[Match Criteria (一致条件)] に条件を入力します。[Match Criteria (一致条
件)] タブには、選択する接続タイプに応じて、表示されるフィールドが追加されます。

[Preview Source Connections (ソース接続のプレビュー)] をクリックして、入力した条件に一
致する接続を見つけます。
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2 番目のステップとして、[オプション] タブを使用して、選択したすべての変換に対し特定の選
択内容を入力します。
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[オプション] タブで、各データソースの変換に異なる値を入力します。

Set Calculation Formula (計 算 式 の設 定 )
[オプション] タブで、列の計算を置き換えることができます。

Set Connection Info (接 続 情 報 の設 定 )
[New Connection Values (新しい接続値)] タブで、新しいデータソースの認証方法と接続の
詳細を入力します。選択した接続タイプに応じて、追加のフィールドが表示されます。
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ワークブックのパブリッシュされたデータソースを変更するには、[Tableau Server (パブリッシュさ
れたデータソース)] の接続タイプを選択します。これにより、ワークブックをプロジェクト間で移
行するときに必要となる手動のステップ(コンテンツを開発環境から実稼働環境に昇格させる
など) を減らすことができます。
パブリッシュされたデータソースを変更するには、ドロップダウンメニューからデータソースを選択
し、認証に使用するTableau ユーザー名を入力します。ユーザーは、展開先サイトに存在
し、パブリッシュされたデータソースの接続機能を持っている必要があります。
l

ファイルベースのデータソースの場合、ユーザーはワークブックにアクセスし、指定された
Tableau ユーザーのパーミッションに基づいてデータを表示します。

l

他のすべてのデータソースの場合、ビューまたはワークブックが読み込まれると、ユーザー
は独自のデータベースの認証資格情報を入力するよう求められます。

Tableau ユーザー名が指定されていない場合、接続機能を持つユーザーのみがワークブックの
データを表示できます。

Set Custom SQL (カスタム SQL の設 定 )
[新しいカスタムSQL] タブで、変更するカスタムSQL クエリの名前を[クエリ名の一致] に入力
します。クエリ名は、データソースの物理層のカスタムSQL クエリ名と一致する必要がありま
す。これらの名前が一致しない場合、変換は失敗します。データモデリングと物理層の詳細
については、Tableau データモデルを参照してください。
クエリ名を入力したら、目的のカスタム SQL をテキストフィールドに入力します。カスタムSQL
を不適切に使用した場合、ワークブックのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があること
に注意してください。
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Remove Extract (抽 出 の削 除 )
この変換に[オプション] タブはありません。[Match Criteria] に情報を入力するだけで、移行時
に抽出が削除されます。
さらに、各変換について、[Edit Transformation] ウィンドウの左側にある[Comments ] セク
ションにメモを入力できます。

保 存 済 み認 証 資 格 情 報 の適 用
[オプション] タブで、データ接続に使用するTableau ユーザー名と、それに対応する保存済み
認証資格情報ユーザー名を入力します。保存した認証資格情報は、Tableau サイトの[アカ
ウント設定] ページで既存のデータ接続にのみ適用できます。詳細については、データ接続の
ために保存された認証資格情報の管理を参照してください。

ステップ5: パブリッシュオプション

ワークブック段階の最終ステップでは、パブリッシュオプションを選択して、タグの変換、抽出の更
新スケジュール、およびパーミッションを作成します。
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Reset Dashboard Selections (ダッシュボードの選 択 をリセットする)
このオプションを選択すると、ダッシュボード上のすべてのオブジェクトが選択解除されます。

Overwrite Newer Workbooks (新 しい方 のワークブックを上 書 きする)
このチェックボックスをオンにすると、ワークブックの移動と同時に作成されたか、それよりあとに
作成されたワークブックを上書きすることになってもワークブックを移行します。

Copy Workbook Permissions (ワークブックのパーミッションをコピーする)
このオプションを選択すると、移行ツールは、展開元ワークブックのパーミッションにできる限り一
致させようと試みます。

Copy Extract Refresh Schedules (抽 出 更 新 スケジュールをコピーする)
このオプションを選択すると、移行ツールは、展開先ワークブックの抽出更新スケジュールを展
開元ワークブックの名前と一致するスケジュールに設定しようと試みます。
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注: 抽出更新スケジュールは、Tableau Cloud で作成することはできません。展開先が
Tableau Cloud サイトの場合、このオプションは使用できません。詳細については、移行に
関する制限事項を参照してください。

Copy Workbook Owners (ワークブックの所 有 者 をコピーする)
ワークブックの所有者設定をソースの場所からコピーして、ワークブックの所有者を割り当てま
す。選択されていない場合、Content Migration Tool のユーザーには、展開先の場所にある
ワークブックの所有権が与えられます。

Apply User Mappings (ユーザー マッピングを適 用 する)
ユーザーマッピングを適用して、コンテンツの所有権を割り当てます。展開先の場所でユーザー
名の構文に違いがある場合は、このオプションを選択します。詳細については、移行計画:
パーミッションと所有権を参照してください。
オプションの追加

[Add Option] ドロップダウンメニューをクリックして、追加できる変換のタイプを選択します。

さまざまなタイプの変換がありますが、基本的なステップは 2 つです。まず、変換の選択を行い
ます。ここでは、変換するワークブックを選択します。選択領域は、計画段階の「ワークブックの
選択」セクションと似ていて、[基本] セクションのラジオボタンの機能をすべて使用します
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([Select/Unselect All]、[Refresh]、[Thumbnail Display]、[List Display])。リストの上部
で、[Select All] を選択できます。これは、今後の変換ですべてのワークブックを自動的に選
択するオプションです。また、ワークブックの表示ウィンドウを更新して、ソースサイトへの変更
や更新を反映させることもできます。

2 番目のステップとして、[オプション] タブを使用して、選択したすべての変換に対し特定の選
択内容を入力します。注: [オプション] タブには、編集しようとしている変換に応じ、異なる名
前が付けられます。

Add Tags (タグの追 加 )
これにより、1 つ以上のタグをワークブックに追加できます。以前に入力したタグにカーソルを合
わせると、青字で「X」と表示され、削除できるようになります。
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Remove Tags (タグの削 除 )
これにより、1 つ以上のタグをワークブックに追加できます。以前に入力したタグにカーソルを合
わせると、青字で「X」と表示され、削除できるようになります。展開元または展開先のワーク
ブックからタグを削除することもできます。
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Apply Extract Refresh Schedules (抽 出 更 新 スケジュールの適 用 )
ここでは、展開先の抽出更新スケジュールを、移行したワークブックに適用できます。生成済
みスケジュールのリストは、展開先から取得されます。

注: 抽出更新スケジュールは、Tableau Cloud で作成することはできません。展開先が
Tableau Cloud サイトの場合、このオプションは使用できません。詳細については、移行
に関する制限事項を参照してください。
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パーミッションの設 定
この変換によって、選択したワークブックのパーミッションを編集します。[グループ] または [ユー
ザー] 内に値を入力し、[Add] をクリックします。必要に応じてパーミッションを調整してください。
パーミッションの許可 ([Allow ])、パーミッションの拒否 ([Deny ])、継承 ([Inherit])、ソース値の
保持 ([Source Value]) の4 種類のオプションがあります。
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Set Generate Thumbnail As (名 前 を付 けてサムネイルの生 成 を設 定 )
これにより、移行後にワークブックのサムネイルでユーザー固有のデータを生成するために使用
される[ユーザー] または [グループ] を設定できるようになります。各オプションに、目的のユー
ザーまたはグループを選択するドロップダウンがあります。

1410

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

ステップ6: 次のステップに進む

ワークブックと環境設定を選択した後、[Next ] をクリックして、計画フェーズの[移行計画: パブ
リッシュ済みデータソース] セクションに進みます。
実行可能なユーザー

Explorer 以上の役割を持つTableau サイトユーザー。コンテンツを移行するには、ソースサイ
トでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッシュ
権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

移 行 計 画 : パブリッシュ済 みデータソース
Tableau Content Migration Tool での移行計画作成の次のステップでは、パブリッシュされた
データソースを選択し、マッピングを実行した後、変換を追加します。このプロセスはワークブッ
クの計画段階のステップによく似ています (特にデータソースのマッピングステップ)。
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注: ワークブックまたはデータソースに抽出が含まれている場合は、抽出を使用するワーク
ブックとデータソースの移行に記載された情報を読んで理解しておいてください。

ステップ1: 選択

移行計画のパブリッシュ済みデータソースの段階を開始する際に、移行計画に含めるデータ
ソースを選択します。

データソースの選択を行うのは、移行の時点でのみです。2 種類の選択方法があります。
Specific Data Sources を使用して、1 つまたは複数のパブリッシュされたデータソースを選
択します。[Refresh ] をクリックして、パブリッシュされたデータソースのリストを再度読み込みま
す。
2 つ目のオプションは All Data Sources を使用することであり、展開元サイト内のすべての
データソースを選択します。
ステップ2: マッピング

次に、展開元データソースを新しい展開先にマッピングします。これはワークブックのマッピング
と似ています。
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ここで変更を行わないと、選択したデータソースが単にソースと同じ名前およびプロジェクトで展開
されます。データソースのマッピングを追加するには、[Add Mapping] をクリックします。マッピング
領域に次のオプションが表示されます。

エントリには次のオプションがあります。
削除

[Delete ] リンクをクリックすると、このマッピングエントリが削除されます。
名前

[Name ] メニューでは、マッピングするデータソースを選択します。[(All Selected Data
Sources)] を選択すると、すべてのデータソースを選択できます。
プロジェクト

[Project ] は、関連付けられたデータソース名のプロジェクトです。
展開先名

既定では、Content Migration Tool は同じ[Destination Name] ([(Same As Source)]) を使
用し、ソースファイルにある元の名前を保持しますが、展開先フォルダーの新しい名前を入力
することもできます。
展開先プロジェクト

展開先プロジェクトがサイト上にすでに作成されている場合は、移行したワークブックを配置す
るプロジェクトを選択するか、[Add New] をクリックして新しいプロジェクトを作成することができ
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ます。個別のデータソースに対して、異なる展開先プロジェクトを作成できます。

ほとんどの場合、1 つのデータソースに対して複数のマッピングエントリが存在する場合は、検
証エラーが表示され、続行するには修正の必要があります。ただし、重要な例外として、1 つ
のデータソースが特定の選択範囲とプロジェクト全体のマッピングエントリの両方に一致するこ
とは可能です。この場合、より具体的なエントリが使用されます。
必要なデータソースマッピングがすべて完成したら、[Next ] をクリックして続行します。

ステップ3: データソースの変換

変換オプションを使用して、データソースを変更できます。Add Transformation をクリックす
ると、使用可能な変換の一覧が表示されます。
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いずれかのデータソース変換を選択すると、[Edit Transformation] ウィンドウが開きます。こ
れは選択したデータソースをカスタマイズするときに使用します。変換は、上から下に記載され
た順序で実行されます。
ほとんどのデータソース変換には 2 つの基本的な手順があります。まず、目的のデータソース
で[Match Criteria] に条件を入力します。選択した接続タイプによっては、[Match Criteria]
タブに追加のフィールドが表示されます。
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2 つ目の手順は、追加する変換タイプによって異なります。2 つ目のタブで、各データソースの
変換に異なる値を入力します。
追加する各変換の[Edit Transformation] ウィンドウの左側にある[Comments ] セクション
に注記を追加できます。
表/スキーマ名の置換

[Options] タブでは、表またはスキーマ名の全部または一部を置き換えることができます。
Set Calculation Formula (計算式の設定)

[New Calculation Formula] タブで、列の計算式を置き換えることができます。
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Set Connection Info (接続情報の設定)

選択した接続タイプに基づいて、[New Connection Values] タブに異なるフィールドが表示さ
れます。必要なフィールドが存在しない場合もあります。

Set Custom SQL (カスタム SQL の設定)

[New Custom SQL] タブで、適切なテキスト領域に任意のカスタムSQL を入力します。カスタ
ムSQL を不適切に使用した場合、ワークブックのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性が
あることに注意する必要があります。

Remove Extract (抽出の削除)

この変換に[Options] タブはありません。[Match Criteria] の情報を入力すると、移行時に抽
出が削除されます。
Tableau Bridge の使用

この変換に[Options] タブはありません。[Match Criteria] の情報を入力すると、プライベート
ネットワーク内のデータソース(パブリックインターネットにはアクセスできません) をTableau
Bridge を使用して更新できます。
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データソースを移行する前に、移行先サイトTableau CloudでTableau Bridge を構成する必
要があります。Tableau Bridge の詳細については、Tableau Cloud ヘルプの「Tableau Bridge
の使用」を参照してください。移行後、Tableau Cloud を通じてデータソースに更新スケジュー
ルを割り当てる必要があります。
保存済み認証資格情報の適用

[オプション] タブで、データ接続に使用するTableau ユーザー名と、それに対応する保存済み
認証資格情報ユーザー名を入力します。保存した認証資格情報は、Tableau サイトの[アカ
ウント設定] ページで既存のデータ接続にのみ適用できます。詳細については、データ接続の
ために保存された認証資格情報の管理を参照してください。

ステップ4: パブリッシュオプション

パブリッシュされたデータソースの段階の最後のステップは、パーミッションとタグ用の変換を作
成し、データソースに固有のパブリッシュオプションをファイナライズすることです。
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より新 しいデータソースの上 書 き
これを選択すると、より最近更新されたデータソースが上書きされた場合でもデータソースがパ
ブリッシュされます。

データソース権 限 のコピー
これを選択すると、移行ツールは、展開元のパブリッシュされたデータソースの権限にできる限り
一致させようと試みます。

抽 出 更 新 スケジュールのコピー
これを選択すると、移行ツールは、展開先データソースの抽出更新スケジュールを展開元の
名前と一致するスケジュールに設定しようと試みます。

注: 抽出更新スケジュールは、Tableau Cloud で作成することはできません。展開先が
Tableau Cloud サイトの場合、このオプションは使用できません。詳細については、移行に
関する制限事項を参照してください。

データソース所 有 者 のコピー
データソース所有者の設定を展開元の場所からコピーして、データソース所有者を割り当てま
す。選択されていない場合、Content Migration Tool ユーザーには、展開先の場所にあるデー
タソースの所有権が与えられます。

ユーザー マッピングの適 用
ユーザーマッピングを適用して、コンテンツの所有権を割り当てます。展開先の場所でユーザー
名の構文に違いがある場合は、このオプションを選択します。詳細については、移行計画:
パーミッションと所有権を参照してください。
オプションの追加

[Add Option] ドロップダウンメニューをクリックして、追加できる変換のタイプを選択します。
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さまざまなタイプの変換がありますが、基本的なステップは 2 つです。まず、変換の選択を行い
ます。この場合は、変換するデータソースを選択します。リストの上部で[Apply to all
published data sources] オプションを選択すると、将来の変換ですべてのデータソースが自
動的に選択されます。また、[Refresh ] を選択して、展開元サイトの変更や更新を反映する
ようにデータソース表示ウィンドウを更新することもできます。

2 番目のステップは、選択した変換に固有の選択内容を入力することです。
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Remove Tags (タグの削除)

タグを削除するデータソースを選択したら、削除するすべてのタグを下部のフィールドに入力
し、[Add] をクリックします。この画面では、展開元データソースと展開先データソースのどちら
から削除するかを選択することもできます。以前に入力したタグを削除する場合は、そのタグを
クリックしてDelete キーを押します。

Add Tags (タグの追加)

目的のデータソースを選択したら、割り当てるタグを下部のフィールドに入力し、[Add] をクリッ
クして追加します。タグを削除する場合は、そのタグをクリックしてDelete キーを押します。
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さらに、各変換について、[Edit Transformation (変換の編集)] ウィンドウの左側にある
[Comments ] セクションにメモを入力できます。
Apply Extract Refresh Schedules (抽出更新スケジュールの適用)

この変換により、移行されたデータソースに展開先の抽出更新スケジュールが適用されます。
生成済みスケジュールのリストは、展開先から取得されます。

注: 抽出更新スケジュールは、Tableau Cloud で作成できません。展開先がTableau
Cloud サイトの場合、このオプションは使用できません。詳細については、移行に関する
制限事項を参照してください。

1422

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ

パーミッションの設定

最後のタイプの変換は、選択したデータソースに関するパーミッションの編集です。[グループ] ま
たは [ユーザー] 内に値を入力し、[Add] をクリックします。必要に応じてパーミッションを調整し
てください。パーミッションの許可 ([Allow ])、パーミッションの拒否 ([Deny ])、継承 ([Inherit])、
ソース値の保持 ([Source Value]) の4 種類のオプションがあります。
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ステップ5: 次のステップに進む

準備ができたら、[Next] をクリックし、計画段階の移行計画: パーミッションと所有権 セクション
に進みます。
実行可能なユーザー

Explorer 以上の役割を持つTableau サイトユーザー。コンテンツを移行するには、ソースサイ
トでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッシュ
権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

移 行 計 画 : パーミッションと所 有 権
Content Migration Tool を使用すると、さまざまなユーザーにワークブックおよびデータソースの
パーミッションをレプリケートできます。コンテンツを移行先の場所にパブリッシュした後、ユーザー
パーミッションのマッピングを作成して、コンテンツをカスタマイズしてセキュリティで保護することが
できます。[Apply User Mappings (ユーザー マッピングを適用)] に加えて、[Copy Project
Permissions]、[Copy Workbook Permissions]、または [Copy Data Source
Permissions] が選択されている場合、マッピングが適用されます。
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詳細については、移行計画: ソースプロジェクト、移行計画: ワークブック、移行計画: パブリッ
シュ済みデータソースを参照してください。
マッピングの制限事項
l

移行先の場所でマッピングされたユーザーまたはグループが見つからない場合、Content
Migration Tool はその移行プロセスを停止します。最初のエラーが発生した後に後続の
ユーザーパーミッションまたはグループパーミッションのマッピングはチェックされないため、こ
の計画を再実行する必要があります。

l

ソースコンテンツに同じ名前の複数のユーザーおよびグループに対するパーミッションがあ
る場合、Content Migration Tool はパーミッションをレプリケートできません。これは、別の
ドメインをソースとする重複したユーザー名またはグループ名がある場合にのみ発生しま
す。

ステップ1: マッピングを追加する

ユーザーパーミッションのマッピングを追加するには、[Add Mapping] をクリックし、ドメイン、ユー
ザー、グループの名前を変更するか、コンマ区切りの値 (CSV) ファイルからマッピングをインポー
トするかのどちらかを選択します。Content Migration Toolが移行先の場所にある許可に一致
できない場合、ソースコンテンツは移行されません。
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ドメインマッピング

ドメインパーミッションのマッピングは、移行先の場所にあるすべてのユーザーとグループに適用
されます。ソースドメインまたは移行先ドメインが不明な場合は、Tableau サイトでユーザー
ページとグループページを確認できます。ローカルユーザープロビジョニングが選択されている
場合は、そのドメインをlocal として指定する必要があります。

ユーザー マッピング

ユーザーパーミッションのマッピングでは、構文 domain\user を使用して、移行元と移行先
の場所からユーザーのリストが自動的に生成されます。存在しないユーザーの名前を入力し
て保存することはできません。

注: 同じサイトのプロジェクト間で移行する場合、移行先の場所とユーザーのリストは同じ
になります。マッピングを使用して、サイトでコンテンツの所有権をUser_A からUser_B
に更新できます。
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グループマッピング

グループパーミッションのマッピングでは、構文 domain\group を使用して、移行元と移行先
の場所からユーザーのリストが自動的に生成されます。存在しないグループの名前を入力して
保存することはできません。

CSV ファイルからマッピングをインポート

バージョン2021.4 以降、ドメイン、ユーザー、およびグループのマッピングを含むCSV ファイルを
インポートして、データの移行を迅速に準備できるようになりました。マッピングをインポートする
と、Content Migration Tool の外部でマッピングを一括で作成および編集できるため、移行計
画の実行に必要な手動によるステップを減らすことができます。マッピングをインポートするに
は、[Add Mapping (マッピングの追加)] メニューから[Import from File (ファイルからインポート)]
を選択します。
CSV ファイル形式の要件

マッピングをインポートするためのCSV ファイルを作成する場合は、ファイルが次の要件を満たし
ていることを確認してください。
l

ファイルに列ヘッダーが含まれていない。Tableau は、すべての行がマッピングを表すものと
みなします。

l

ファイルには、行ごとに3 つのコンマ区切り値 (マッピングタイプ、移行元ドメイン/ユーザー/
グループ、および移行先ドメイン/ユーザー/グループ) が含まれている。

l

サーバーがActive Directory 認証を使用する場合は、ユーザー名とグループのドメインを
含め、ローカルアイデンティティストアが使用される場合は "local" を含める。
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次の表に示すように、マッピングタイプには "ドメイン"、"ユーザー"、または "グループ" を指定す
る必要があります。移行元列と移行先列には、Active Directory とローカルアイデンティティス
トアの構文例が示されています。CSV ファイルの実際の値は、組織によって異なります。
マッピング タイプ

移行元

移行先

ドメイン

<domain>

<domain>

ユーザー

<domain>\<user name>

<domain>\<user name>

local\<user name>

local\<user name>

<domain>\<group name>

<domain>\<group name>

local\<group name>

local\<group name>

グループ

ユーザー パーミッションのマッピングをインポート

Content Migration Tool でユーザーパーミッションのマッピングをインポートするには:
1. [Add Mapping (マッピングの追加)] をクリックしてから、[ファイルからインポート] を選択
します。
2. ダイアログウィンドウで、[Export CSV (CSV のエクスポート)] をクリックして、すべての
ユーザーとグループを含む.csv ファイルをソースサイトからエクスポートします。結果のファ
イルをテキストエディタで編集して、移行先サイトのマッピングを追加します。
マッピングファイルがすでにある場合は、ステップ3 に進みます。

注: エクスポートされたCSV ファイルには、ソースサイトのドメインは含まれていませ
ん。ドメインのマッピングを作成するには、ドメインをCSV に手動で追加する必要
があります。

3. [Import Mappings (マッピングのインポート)] をクリックして、インポートするマッピング
ファイルを選択します。
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Content Migration Tool は、ファイルをインポートする際のマッピングのエラーを検証します。エ
ラーが検出された場合は、CSV ファイルの各エラーを修正してから、もう一度インポートする必
要があります。
CSV インポートの例

次の例は、複数のマッピングタイプを含むCSV ファイルを示しています。
user,local\hwilson,companyx.lan\henry.wilson
user,local\jjohnson,companyx.lan\janna.johnson
user,local\mkim,companyx.lan\michele.kim
user,local\fsuzuki,companyx.lan\fred.suzuki
user,local\awang,companyx.lan\alan.wang
user,local\snguyen,companyx.lan\susan.nguyen
user,local\lrodriguez,companyx.lan\laura.rodriguez
user,local\agarcia,companyx.lan\ashley.garcia
group,local\All Users,companyx.lan\All Users
group,local\Finance Team,companyx.lan\Finance Group
domain,dev.mycompany,prod.mycompany
CSV のインポート中にプレビューウィンドウが表示され、マッピングが削除、追加、更新、変更
されていない、および無視されたことが示されます。マッピングの変更が正しいことを確認し、
[Accept (承認)] をクリックします。
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マッピングが正常にインポートされると、ステップ2 の説明に従って、マッピングの順序を編集、削
除、または変更できます。
ステップ2: マッピング順序の変更

パーミッションのマッピングを作成した後、Up または Down オプションを使用して、移行時にマッ
ピングを処理するタイミングを決定する順序を変更できます。ドメイン、ユーザー、またはグルー
プがパーミッションのマッピングで処理される場合、そのソースドメイン、ユーザー、またはグループ
に対するそれ以降のマッピングは無視されます。
次の例では、User_A のパーミッションがUser_B にマッピングされています。Content
Migration Toolは、User_A が既に処理されているため、2 番目のマッピングを無視します。

次の例では、パーミッションの最初のマッピングにより、すべてのユーザーのドメインがprod に関
連付けられます。Content Migration Toolは、User_A のドメインが既に処理されているため、
パーミッションの2 番目のマッピングを無視します。

ステップ3: 次のステップに進む

準備ができたら、[Next ] をクリックし、計画段階の移行計画: 移行スクリプトセクションに進みま
す。
実行可能なユーザー

サイト管理者 Explorer 以上のロールを持つTableau サイトユーザー。コンテンツを移行するに
は、ソースサイトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイ
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トのパブリッシュ権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

移 行 計 画 : 移 行 スクリプト
Tableau Content Migration Tool での移行計画作成の次のステップは、移行前後に計画で
実行するスクリプトを作成することです。
ステップ1: 移行前

画面の[Run Pre Migration] セクションは、移行前に実行するスクリプト専用です。

各フィールドには、カーソルを合わせると情報が得られるヘルプアイコンがあります。移行前の
スクリプトを開始するには、[Enable] を選択して以下のフィールドをアクティブ化します。

Working Directory
これは、スクリプトの作業ディレクトリです。既定のディレクトリは、移行計画と同じフォルダーで
す。[参照] ボタンをクリックして別のフォルダーを選択します。[Reset ] ボタンで、現在のフォル
ダーを作業ディレクトリとして計画通りに復元します。

Run
このドロップダウンを使用して、カスタムスクリプトを実行するか、パラメーターを使用した実行
可能ファイルを実行するかを選択できます。
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Command Executable
[Run ] メニューから[Executable with Parameters] を選択した場合に、このフィールドが表示
されます。これは、移行前に実行する実行可能なコマンドへのファイルパスです。パスを直接
入力するか、[参照] ボタンを使用して実行可能ファイルを見つけます。これは必須フィールドで
す。

Command Parameters
[実行] ドロップダウンメニューで[Executable with Parameters] を選択した場合に、この
フィールドが表示されます。実行可能なコマンドで使用するには、コマンドラインパラメーターを
ここに入力します。

スクリプト
[実行] メニューから[Custom script] を選択した場合は、ここに移行前スクリプトを入力しま
す。*.cmd ファイルとして実行されます。これは必須フィールドです。
ステップ2: 移行後

[Run Post Migration] 画面の半分は、移行後に実行されるスクリプト専用です。

各フィールドには、カーソルを合わせると情報が得られるヘルプアイコンがあります。移行後のス
クリプトを開始するには、[Enable] を選択して以下のフィールドをアクティブ化します。
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Working Directory
これは、スクリプトの作業ディレクトリです。既定のディレクトリは、移行計画と同じフォルダーで
す。[参照] ボタンをクリックして別のフォルダーを選択します。[Reset ] ボタンで、現在のフォル
ダーを作業ディレクトリとして計画通りに復元します。

Run
このドロップダウンを使用して、カスタムスクリプトを実行するか、パラメーターを使用した実行
可能ファイルを実行するかを選択できます。

Command Executable
[Run ] メニューから[Executable with Parameters] を選択した場合に、このフィールドが表
示されます。これは、移行前に実行する実行可能なコマンドへのファイルパスです。パスを直
接入力するか、[参照] ボタンを使用して実行可能ファイルを見つけます。これは必須フィール
ドです。

コマンドパラメーター
[Run ] メニューから[Executable with Parameters] を選択した場合に、このフィールドが表
示されます。実行可能なコマンドで使用するには、コマンドラインパラメーターをここに入力し
ます。

スクリプト
[Run ] メニューから[Custom script] を選択した場合は、移行後のスクリプトをここに入力し
ます。*.cmd ファイルとして実行されます。これは必須フィールドです。
ステップ3: 次のステップに進む

準備ができたら、[Next] をクリックします。
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実行可能なユーザー

Tableau サイトのユーザー(Explorer 以上の役割を持つ)。コンテンツを移行するには、ソースサ
イトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッ
シュ権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

移 行 計 画 : 計 画 のオプション
Tableau Content Migration Tool で移行計画を作成する最後の手順は、[Options ] セクショ
ンの構成です。

この画面の各オプションには、その特定のオプションのコンテキストをサポートする疑問符がありま
す。
ステップ1: オプション

5 つのオプションがあります。
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[Plan Name] は、Content Migration Tool に表示される計画の名前です。計画名にはわかり
やすい名前を付けることをお勧めします。
以下のチェックボックスで、次のような追加オプションが提供されます。
l

Refresh Extracts After Migration: このオプションを選択すると、Content Migration
Tool で移行時にデータ抽出が変更されている可能性があることが検出された場合、
移行後すぐにデータ抽出が更新されます。さらにオプションを表示するには、[Filter ] リ
ンクをクリックします。

l

Automatically create Extract Refresh Schedules that do not Exist: 存在しない
展開先の抽出スケジュールを自動的に作成します。オフにすると、展開先 サイトに存
在しない展開元のスケジュールはコピーされません。

l

Continue Migration if Workbook or Data Source Fails: チェックをオンにすると、
ワークブックまたはデータソースを移行するときにエラーが発生しても、移行は停止しま
せん。エラーがログに記録され、移行が続行されます。バージョン管理中のエラーの場
合は、必ず移行が停止します。

l

Continue Migration if Permission or Ownership Mapping Fails (パーミッションま
たは所有権のマッピングが失敗した場合に移行を続行する): チェックをオンにすると、
パーミッションまたは所有権のコピー中にエラーが発生しても、移行は停止しません。エ
ラーがログに記録され、移行が続行されます。

抽出更新の除外

[Refresh Extracts After Migration (移行後に抽出を更新する)] オプションの後で[フィル
ター] リンクをクリックすると、更新から除外されるワークブックまたはパブリッシュされたデータソー
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スを選択できるようになります。

左右方向の矢印ボタンを使用して除外する項目を選択してから、[OK] をクリックします。
ステップ2: バージョン管理

これらのオプションを使用すると、展開先のサイトで移行済みのワークブックに置き換えられる可
能性のある既存のワークブックが消失されるのを回避できます。

Tableau Software

1437

Tableau Cloud ヘルプ

[Enable ] をクリックして、以前のバージョンを保存します。ワークブックおよび/またはパブリッシュ
されたデータソースをアーカイブするかどうかを選択できます。サイトのすべてのプロジェクトが
一覧表示された[Archive To] メニューからオプションを選択する必要があります。バージョン
管理されたワークブックを保存するための、特別なアーカイブプロジェクトを作成することをお勧
めします。
[Archive To] ボックスの末尾にある更新ボタンで、サイトに追加されたプロジェクトを更新しま
す。
ステップ3: 計画の保存

[Plan Options] 画面上のすべての選択が完了したら、今後の使用に備えて計画を保存で
きます。[Save Plan] をクリックします。

計画は、ローカルマシンの[マイドキュメント] フォルダーにある[Tableau Content Migration
Tool] フォルダーに保存されます。
ステップ4: 次のステップに進む

準備ができたら、[Verify & Run] をクリックして移行の計画段階を終了し、計画の実行準備
を行います。
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実行可能なユーザー

Tableau サイトのユーザー(Explorer 以上の役割を持つ)。コンテンツを移行するには、ソースサ
イトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッ
シュ権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

抽 出 を使 用 するワークブックとデータソースの移 行
Tableau Cloud ユーザーは、元のデータのコピーまたは一部である抽出をパブリッシュすることが
できます。これらの抽出は、ワークブックやデータソースに埋め込むことができます。既定では、
Tableau Content Migration Tool を使用して抽出を含むワークブックやデータソースを移行する
と、その抽出もワークブックやデータソースと共に移行されます。Content Migration Tool では、
以下の動作を制御するいくつかのオプションを利用できます。
l

ライブ接続への切り替え
[Remove Extract (抽出の削除)] 変換を移行計画に追加し、移行中にワークブックま
たはデータソースから抽出を削除することができます。通常どおり、展開元のワークブック
やデータソースは変更されません。展開先のプロジェクトに移行されたワークブックや
データソースのコピーからは、抽出が削除されます。これにより、データ接続がライブ接続
へと効率的に切り替えられます。

l

移行後の抽出の更新
移行計画で[Refresh Extracts After Migration (移行後に抽出を更新)] オプション
を有効にすると、ワークブックまたはデータソースの移行後に抽出更新タスクを直ちにス
ケジュールすることができます。
移行計画で[接続情報の設定] 変換を使用し、データ接続が異なるデータのセット(例
えば、異なるデータベースサーバーやデータベースなど) を指すようにデータ接続を変更
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する場合、[移行後に抽出を更新] オプションを使用することはお勧めしません。異なる
データを指すように接続情報を変更し、[Refresh Extracts After Migration (移行
後に抽出を更新)] オプションを使用すると、セキュリティ上の問題となる可能性がある
方法でデータが不用意に公開される場合があります。
詳細については、「オプション: 移行後に抽出を更新」を参照してください。

抽 出 を使 用 するデータ接 続 の変 更
Tableau データ接続は、データソースを直接クエリするライブ接続であるか、データソースの抽
出です。抽出は、元のデータのコピーまたは一部で、ワークブックまたはデータソースに埋め込
むことができます。存在する場合には、ビューは参照元データソースではなく抽出からデータの
クエリを実行します。
通常、移行中にデータソース接続を変更して、展開先プロジェクトで展開元プロジェクトとは
異なるデータベースを指すようにします。
たとえば、ワークブックをステージング環境のプロジェクトから実稼働環境のプロジェクトに移行
するには、ワークブック内のデータ接続を更新して実稼働環境のデータベースに接続します。
これを実装するには、移行計画で[Set Connection Info (接続情報の設定)] 変換を使用
します。これにより、ワークブックをステージング環境から本番環境にコピーし、本番環境のデー
タベースを指すようにデータ接続を更新する移行計画が作成されます。
ワークブックで抽出を使用する場合は、追加の作業が必要です。このシナリオでは、ワークブッ
クが移行され、ライブデータ接続が更新されます。ただし、ビューには、ステージングデータベー
スのデータが引き続き表示されます。これは、展開元 (ステージング) プロジェクトからコピーされ
たステージングデータベースの抽出が含まれているためです。これにはいくつかの対処方法があ
ります。

オプション1: パブリッシュ済 みデータソースの使 用
代わりにパブリッシュ済みデータソースを使用するようにワークブックを変更することができます。
この方法を使用すると、抽出はパブリッシュ済みデータソースの一部として管理され、ライブ
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データベースやデータ抽出への接続に関して心配する必要がなくなるので、そのデータソースを
使用するワークブックへの更新の移行を簡略化することができます。

オプション2: 移 行 中 に抽 出 を削 除
移行計画に[Remove Extract (抽出の削除)] 変換を追加することができます。これにより、
ワークブックから抽出が削除され、データソースからライブ接続への切り替えが効率的に行われ
ます。

オプション3: 移 行 後 に抽 出 を更 新
移行計画で[Refresh Extracts After Migration (移行後に抽出を更新)] オプションを使用
できます。これを使用すると、抽出がワークブックと共に移行されますが、移行の完了後にはそ
のワークブックの抽出更新タスクが直ちにスケジュールされます。
このオプションを[Set Connection Info (接続情報の設定)] 変換と組み合わせて使用する
と、セキュリティ上の問題が生じる可能性があるため、通常はお勧めしません。
問題とは、移行の完了から抽出更新タスクの完了までの間に、の展開先プロジェクトに移行さ
れたワークブックに、古い(移行元の) 抽出データが表示されたままになることです。抽出の更新
タスクが失敗する場合、古い/展開元の抽出データは、抽出が更新されるまで残ります。
ステージング環境から本番環境への移行という上記のようなシナリオではこれが許容される場
合がありますが、留意すべき点として、ワークブックが最近移行されたばかりで抽出がまだ更新
されていないために、ワークブックに古い/ステージング環境のデータが表示されていることにワーク
ブックのユーザーが気付かない場合があることです。
[Set Connection Info (接続情報の設定)] を使用してデータ接続を変更し、顧客またはクラ
イアントのデータの異なるセットを指す他のシナリオでは、移行後に抽出を更新するまでワーク
ブックの抽出に別のクライアントや顧客のデータが含まれるという深刻なセキュリティ上の問題が
発生する可能性があります。
この問題を軽減する1 つの方法は、2 段階の移行を実装する方法です。この方法では、2 つ
の移行計画 (下記の各手順に対して1 つずつ) を作成する必要があります。これにより、ワーク
ブックとデータソースにアクセスできるようになる前に、それらの抽出が最新状態になります。
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l

段階 1: 管理者のみがアクセス権を持つ展開先サイト上のプロジェクトにコンテンツを移行
します。この移行では、抽出更新に失敗しても許可を受けていないユーザーが古いデータ
を表示する機会はないため、[Refresh Extracts After Migration (移行後に抽出を

更新)] オプションと[Set Connection Info (接続情報の設定)] 変換を使用してデータ
接続を更新することができます。
l

段階 2: 段階 1 が完了して抽出更新が成功したことを確認した後に、2 番目の移行計画
を実行し、段階 1 の展開先からエンドユーザーに表示される最終的な展開先にコンテンツ
を移行します。

実行可能なユーザー

Explorer 以上の役割を持つTableau サイトユーザー。コンテンツを移行するには、ソースサイ
トでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッションのほか、展開先サイトのパブリッシュ
権限が必要です。詳細については、パーミッションを参照してください。

Tableau Content Migration Tool コンソール ランナーの使用
Tableau Content Migration Tool には、移行を実行するためのコマンドラインユーティリティ
tabcmt-runner.exe が含まれています。このユーティリティはインストールフォルダーにあり
ます。既定のインストールフォルダーは %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau
Content Migration Tool です。

注: tabcmt-runner.exe ユーティリティは、Content Migration Tool グラフィカルアプリ
ケーションの構成に使用されるtabcmt.cmd コマンドラインユーティリティとは異なりま
す。tabcmt.cmd の詳細については、Tableau Content Migration Tool コマンドラインイ
ンターフェイスの使用を参照してください。

使用方法:
l
l
l
l
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tabcmt-runner license --remove
tabcmt-runner license <new license key>
tabcmt-runner license <license file path> [--passphrase=<license file passphrase>]

Tableau Software

Tableau Cloud ヘルプ
l
l
l
l
l
l

tabcmt-runner encryption --reset
tabcmt-runner encryption <new_key>
tabcmt-runner improvement [on|off]
tabcmt-runner --help
tabcmt-runner --version
tabcmt-runner script-warning [on|off]

オプション:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

--version
--help
--quiet
--info
--logfile=VALUE
--src-user=VALUE
--src-password=VALUE
--dest-user=VALUE
--dest-password=VALUE
--https=VALUE
--allow-scripts

計 画 の実 行
移行計画を直ちに実行します。
tabcmt-runner [options] <plan file>
使用可能なオプション:
l
l
l
l
l
l
l

--logfile=<file name>: ファイル名を設定し、出力をログに記録します
--https=<secure|legacy>: HTTPS モードを設定します
--quiet : stdout へのログの記録を無効にします
--src-user=<username>: ソース接続のユーザー名を設定します
--src-password=<password>: ソース接続のパスワードを設定します
--dest-user=<username>: 移行先接続のユーザー名を設定します
--dest-password=<password>: 移行先接続のパスワードを設定します
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終了コード:
l
l
l

0: 移行が正常に完了したことを示します。
1: 移行が成功したが警告メッセージがログに記録されたことを示します。
2: 移行が失敗したことを示します。具体的なエラーはログ出力に含まれます。

計 画 の概 要 を表 示
移行計画の概要を表示してから、終了します。
tabcmt-runner --info <plan file>
help

コマンドラインユーティリティの使用情報を表示します。
tabcmt-runner --help
version

現在のアプリケーションのバージョン情報を表示します。
tabcmt-runner --version
encryption

暗号化キーをリセットするか、新しいキーを指定します。Content Migration Tool UI で既に実
行している場合でも、tabcmt-runner ユーティリティを使用する前に暗号化キーを指定す
る必要があります。
tabcmt-runner encryption <new_key> | --reset
改善

既定値: on
アプリケーションによる匿名での使用状況情報の収集を有効または無効にします。この情報
は完全に匿名であり、定期的にTableau へ送信されるため、Content Migration Tool の改善
に役立ちます。
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例

改善プログラムが有効か無効かを表示する場合:
tabcmt-runner improvement
改善プログラムを有効または無効にする場合:
tabcmt-runner improvement <on|off>
license

2022 年 7 月に廃止済み
このコマンドは、レガシーライセンスにのみ適用されます。現在のユーザーのレガシーアプリケー
ションライセンスを管理します。レガシキーを使用している場合にtabcmt-runner ユーティリ
ティを使用するには、ライセンスが既にContent Migration Tool UI で認証済みであっても、この
コマンドを使用してライセンスを認証する必要があります。
例

現在のライセンス情報を表示する場合:
tabcmt-runner license
シリアルキーまたはオフラインライセンスキーを設定/ライセンス認証する場合:
tabcmt-runner license <key>
現在のライセンスを削除/認証解除する場合:
tabcmt-runner license --remove
ライセンスファイルを使用して設定/ライセンス認証する場合:
tabcmt-runner license <file path> [--passphrase=<password>]
script-warning

既定値: on
移行スクリプトを含む移行計画を実行すると、警告メッセージが表示されます。
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注: このコマンドは、[設定] ページでの選択を更新します。詳細については、「Tableau
Content Migration Tool の設定」を参照してください。

例

スクリプト警告がオンかオフかを表示します。
tabcmd-runner script-warning
スクリプト警告をオンまたはオフにします
tabcmd-runner script-warning <on|off>
オンになっている場合は、オプション--allow-scripts を含めて移行計画を実行する必
要があります。
tabcmd-runner --allow-scripts <plan file>

実 行 可 能 なユーザー
コンソールランナーを使用するには、次のものがすべて必要です。
l
l
l
l

Content Migration Tool マシンでの管理者権限。
Tableau サイトのユーザー アカウント(Explorer 以上の役割を持つ)。
ソースサイトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッション。
展開先サイトのパブリッシュ権限。

例 : 移 行 計 画 のスクリプト作 成
注: このトピックには、ニーズと環境を満たす複数の移行計画に対するスクリプトを作成す
るための基礎として使用できるサンプルスクリプトが含まれています。このスクリプトは、サン
プルとしてのみ使用され、実際にそのまま使用することはできません。コンソールランナー
の使用手順に関する詳細については、Tableau Content Migration Tool コンソールラン
ナーの使用を参照してください。
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移行の実行にTableau Content Migration Tool コマンドラインユーティリティを使用して、外部
スケジューラ(Windows のタスクスケジューラなど) またはカスタムスクリプトから移行計画の実
行を自動化できます。コンソールランナーでは、.edt ファイルに保存された移行計画を一度に1
つのみ実行します。グループとして実行する移行計画のグループがある場合は、Content
Migration Tool コンソールランナーと組み合わせたカスタムスクリプトを使用することができます。
次の例は PowerShell で記述されており、コンソールランナーを使用して移行計画のリストをグ
ループとして実行します。
次の例では、コードが以下の内容を示します。

l

コンソール ランナーを使用して、グループとして複数の移行計画を実行する。
グループ内の移行が 1 つでも失敗すると、計画グループの展開を直ちに停止する(オプショ

l

ン)。
コンソール ランナーの終了コードを使用して、移行が失敗したか、警告がログに記録された

l

かを判断する。

# List of migration plans to execute as a group.
$planFiles = @(
'customer 1.tcmx',
'customer 2.tcmx'
)
# True of false whether to continue with the next plan if a
migration fails.
$continueOnFailure = $false
# Path to the CMT console runner executable
$runnerExe = 'C:\Program Files (x86)\Tableau\Tableau Content
Migration Tool\tabcmt-runner.exe'
# Store the exit code from the previously run migration plan.
$lastResult = -1

Tableau Software

1447

Tableau Cloud ヘルプ
# Loop through and run each migration plan one at a time.
$planFiles | % {
$file = $_
if ($lastResult -ge 2 -and -not($continueOnFailure)) {
Write-Warning "Skipping plan because previous migration
failed. `nSkipped plan: $file"
return
}
Write-Verbose "Running migration plan: $file"
& $runnerExe $file
$lastResult = $LASTEXITCODE
if ($lastResult -ge 2) {
Write-Error "Migration failed. See output or log file for
error details.`nPlan: $file" -ErrorAction 'Continue'
}
elseif ($lastResult -eq 1) {
Write-Warning "Migration completed with warnings. See output
or log file for warning details.`nPlan: $file"
}
}
実行可能なユーザー

移行計画のスクリプトを作成するには、次のものがすべて必要です。
l
l
l
l
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Content Migration Tool マシンでの管理者権限。
Tableau サイトのユーザー アカウント(Explorer 以上の役割を持つ)。
ソースサイトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッション。
展開先サイトのパブリッシュ権限。
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Tableau Content Migration Tool コマンドラインインターフェイス
の使用
Tableau Content Migration Tool には、コマンドラインインターフェイス、tabcmt.cmd がインス
トールフォルダーに含まれています。既定のインストールフォルダーは
%PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Content Migration Tool (32 ビットの
Windows) または %PROGRAMFILES(x86)%\Tableau\Tableau Content
Migration Tool(64 ビットのWindows) です。

注: tabcmt.cmd ユーティリティは、Content Migration Tool コンソールランナーである
tabcmt-runner.exe と同じではありません。コンソールランナーは、コマンドラインから
移行を実行するために使用する、独立したコマンドラインユーティリティです。Content
Migration Tool コンソールランナーの使用については、Tableau Content Migration Tool コ
ンソールランナーの使用を参照してください。

tabcmt コマンドラインで使用できるコマンドは、次のとおりです。
l
l
l
l

migrate
help
update
version

migrate
移行計画ファイルをGUI の移行ステップに開きます。
tabcmt migrate <plan file>

help
コマンドラインインターフェイスと使用可能なコマンドに関する一般的なヘルプを示します。
例

使用可能なコマンドをすべて表示する場合:
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tabcmt help
特定のコマンドのヘルプおよび使用状況情報を表示する場合:
tabcmt help <command>

license
2022 年 7 月に廃止済み
このコマンドは、レガシーライセンスにのみ適用されます。現在のユーザーのアプリケーションラ
イセンスを管理します。
例

現在のライセンス情報を表示する場合:
tabcmt license
現在のライセンスを削除/認証解除する場合:
edt license remove
シリアルキーまたはオフラインライセンスキーを設定/ライセンス認証する場合:
tabcmt license <key>
ライセンスファイルを使用して設定/ライセンス認証する場合:
tabcmt license <file path> [--passphrase=<password>]

update
アプリケーション更新のオプションを管理します。
例

現在の更新設定を表示する場合:
tabcmt update
自動更新通知を有効または無効にする場合:
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tabcmt update --disabled=<true|false>
URL を設定して更新情報を検出またはダウンロードする場合:
tabcmt update --url=<url>
ベータ版の更新プログラムの表示を有効または無効にします。安定したリリースの更新プログラ
ムのみを表示するには、false に設定します。
tabcmt update --beta=<true|false>

version
現在のアプリケーションのバージョン情報を表示します。
tabcmt version

実 行 可 能 なユーザー
コマンドラインインターフェイスを使用するには、次のものがすべて必要です。
l
l
l
l

Content Migration Tool マシンでの管理者権限。
Tableau サイトのユーザー アカウント(Explorer 以上の役割を持つ)。
ソースサイトでのワークブックのダウンロード/コピーを保存パーミッション。
展開先サイトのパブリッシュ権限。

Tableau Content Migration Tool の設定
Tableau Content Migration Tool は既定の設定でほとんどの場合に動作しますが、必要があ
る場合や、Tableau サポートと協力しておりサポートから変更を行うよう依頼がある場合には、
設定を変更することができます。
Content Migration Tool の設定を表示または更新するには、以下を実行します。
1. Content Migration Tool を開きます。
2. Help > Settings.をクリックします。[設定] ダイアログが開きます:
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Diagnostics— [Open Log Folder] をクリックしてログがある場所を開きます。ここで
は、ログを表示したり、ログをTableau に送信する必要がある場合にzip ファイルに圧
縮したりすることができます。詳細については、Tableau Content Migration Tool ログ
ファイルを参照してください。
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サポートと協力しており、ログにネットワークトレースを含めるように依頼がある場合には
[Enable Network Tracing] を選択します。このオプションをオフにするか、Content
Migration Tool を再起動するまで適用されます。
Security— 暗号化キーがインストール時に自動的に生成されます。暗号化キーを変
更すると、以前のキーで作成された埋め込みパスワードを含む移行計画は開くことがで
きません。Tableau Content Migration Tool の複数のインストールがあり、移行計画を共
有する場合には、ツールの各インスタンスが使用する暗号化キーが同じであることを確
認する必要があります。
Migration Scripts— 既定では、移行スクリプトまたは実行可能ファイルを含む移行計
画を実行すると、警告が表示されます。他のユーザーはこれらのファイルを編集できるた
め、移行を実行する前にファイルが安全であることを確認してください。この設定のオンと
オフを切り替えると、コンソールランナーの警告設定も更新されます。詳細については、
「Tableau Content Migration Tool コンソールランナーの使用」を参照してください。
Tuning— ほぼすべての場合、これらは既定に設定したままでかまいません。サポートと
協力している場合、サポートよりこの設定を変更するように依頼される場合があります。
Temporary Files— 既定を変更する場合は、一時ファイルの場所を選択します。この
場所は、移行時にコンテンツがコピーされる場所です。既定の場所に移行されたコンテ
ンツを一時的に保持する十分な領域がない場合は、この場所を変更する必要がある
かもしれません。
Networking— [Allow Legacy HTTPS Connections] を選択すると、以前のHTTPS
構成 (SSL v3 など) を使用して実行しているTableau Server インストールに接続できま
す。これは推奨されません。

実 行 可 能 なユーザー
通常、上記のタスクは、Content Migration Tool がインストールされているマシンで管理者アク
セス権を持つユーザーのみが実行できます。
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Tableau Content Migration Tool ログファイル
Tableau Content Migration Tool は移行の実行時にログファイルを生成します。これらのログ
ファイルは問題のトラブルシューティングに役立つ場合があります。

注: Content Migration Tool のすべての設定については、Tableau Content Migration
Tool の設定を参照してください。

Content Migration Tool ログファイルの場 所
Content Migration Tool からContent Migration Tool ログファイルを検索するには、以下を実
行します。
1. Content Migration Tool を起動します。
2. [Help ] および[Settings] をクリックします。

3. [Settings ] ダイアログで[Open Log Folder] をクリックします。
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ログファイルを含むウィンドウが開きます。
Tableau サポートと協力しており、サポートよりログファイルの送信を求められる場合は、ファイル
の送信前にzip ファイルに圧縮してください。Tableau へのログファイルの送信の詳細について
は、「Tableau ナレッジベース」を参照してください。

実 行 可 能 なユーザー
通常、上記のタスクは、マシンで管理者アクセス権を持つユーザーのみが実行できます。
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