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GCP での分析・可視化ツー
ルの概要



データポータルによる可視化

- 無償で利用可能

- Google Analytics, Google 
Spreadsheet, BigQuery に数クリッ

クで自動連携可能

- ダッシュボードやレポートを

ドラッグ ＆ ドロップだけで

作成、インタラクティブに

カスタマイズ



BigQuery の数十億行のデータ処理をスプレッドシートで

Big data を
最大限に活用

使い慣れた

インタフェース

ビッグデータへの容易な接続、表示
によるインサイト獲得。
 SQL の知識は不要。

スプレッドシートでセルフサービスの
調査、ピボット、フィルタリング、
チャート作成、および式の分析

データの表示、編集、共有権限を制御
しながら、データドリブンな意思決定および
コラボレーションを促進

セキュアな

コラボレーション

コネクテッド シート
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これまでの
DWH + BI ツールで
解決できなかった課題



一般的な DWH ＋ BI ツールでのデータの流れ

基幹システム

データウェアハウス

データレイク層
（RAW データ）

DWH 層
（非正規 RAW

データ）

マート層
（集計済データ）

BI ツール
(定形レポート)

SQL
(アドホック分析)

● 基幹系から連携されたデータは情報系システムで３層により保持・変換される

● （理想的には）BI ツールがビジネスユーザ向けの情報の出口となる



小売業をイメージすると

POS

データウェアハウス

データレイク層
（RAW データ）

DWH 層
（非正規RAW データ）

マート層
（集計済データ）

BI ツール
(定形レポート)

SQL
(アドホック分析)

マスタ DB

売上伝票

商品・店舗マスタ

マスタ結合済
売上伝票

日ごと店舗ごと
商品ごとの

集計テーブル



マート層と BI ツールの間で起こる問題

マート層
（集計済データ）

BI ツール
(定形レポート)

● BI ツールでは表現力が足りない

● 凝った可視化をしようとすると結局  SQL が必要となる



BI ツールでは表現力が足りない例１

● 期間比較が固定・グラフ種類を変えられない・系列を増やせない

● 複雑な期間比に対応できない（旅行業などに顕著）



BI ツールでは表現力が足りない例２

Month to date での売上を表現したい（月中でも他月と進捗を比較できる）



先程のグラフを BI ツールで作るとなると

日付 売上 当日まで売上 当日以後売上

2019/9/1 100 100

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

2019/9/23 110 110

2019/9/24 115 115

2019/9/25 125 125

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

2020/10/23 135 135

もともと存在していた青の項目から可視化用に赤の項目を追加する必要がある

各月の 23 日以前の売上のみ 各月の 24 日以後の売上のみ



SQL を使って項目を追加する場合の書式

-- 最新日を算出

WITH
  latest_date AS(SELECT MAX(date) ldate FROM Cloud_OnAir_Demo.mart_product_sales
  WHERE sales IS NOT NULL )

SELECT
  date,
  latest_date.ldate,
  SUM(sales),
-- 当日までの売上

  SUM(CASE WHEN EXTRACT(day FROM date) <= EXTRACT(day FROM latest_date.ldate) THEN sales END )month_to_date_sales,
-- 当日以後の売上

  SUM(CASE WHEN EXTRACT(day FROM date) > EXTRACT(day FROM latest_date.ldate) THEN sales END ) remaining_days_sales
FROM
  Cloud_OnAir_Demo.mart_product_sales,
  latest_date
GROUP BY
  1,  2



本来であればこうしたい：SQL でサブマートを作る

マート層
（集計済データ）

BI ツール
可視化用
サブマート

IT 部門が頑張って
サブマート作成

● IT 部門が可視化用サブマートを作る

● サブマートが乱立

● IT 部門・ビジネス部門でのミスコミュニケーション

● 実現まで長いリードタイム



実際に陥りがちなパターン：Excel 手作業方式

マート層
（集計済データ）

BI ツール

● BI ツールでデータをダウンロード

● Excel でレポートを作成してメールで配布

● BI ツールはデータ取得ツールに成り下がる

● レポーティングコストの高止まり・遅延・バージョン問題・属人化・手作業によるミス・ etc

レポート担当が
頑張って Excel 加工



ここまでのまとめ

基幹システム

データウェアハウス

データレイク層
（RAW データ）

DWH 層
（非正規 RAW

データ）

マート層
（集計済データ）

BI ツール
(定形レポート)

SQL
(アドホック分析)

● マート＋BI ではビジネス部門の要求を満たせない

● サブマートまたは  Excel による追加対応が必要

サブマート：SQL が
必要

Excel：手作業



03
コネクテッド シート と
データポータルの効果的な併用



これを解決するための方法３

マート層
（集計済データ）

BI ツール

もしサブマートをビジネスユーザ自身で簡単に作ることができれば・・・

　→　コネクテッド  シートでできる

● コネクテッド  シート でマートからデータを取得し、可視化用の加工を行う

● 加工されたデータをデータポータルから参照

Excel と同じ操作感なので
ビジネスユーザ自身が可能



コネクテッド シート を使って先程の加工を実現すると

BQ から取り込み

セルの関数で算出
=MAXIFS(A:A, B:B,"<>0")

セルの関数で算出
=if(day(A2)<=day(C2), B2,0)

セルの関数で算出
=if(day(A2)>day(C2), B2,0)



データ連携も自動化される

マート層
（集計済データ）

１．BigQuery から日次でデー
タを自動取得

２．Google スプレッドシート と15 分
おきに同期（デフォルト）



この方式で解決する問題（しない問題もある）

Excel 手作業方式と比べて

● 高止まりしたレポーティングコスト・手作業によるミス

○ 一度設定で自動化される

● 遅延

○ 日次更新で前日までのデータをレポーティング

● 属人化

○ レポート担当の日々のオペレーションに依存しない

SQL サブマート方式と比べて

● IT 部門・ビジネス部門でのミスコミュニケーション

● 依頼から実現まで長いリードタイム

○ ビジネス部門だけで完結する

● サブマートが乱立

○ 代わりにデータ加工  スプレッドシート  が乱立する可能性あり



各方式の比較

Excel 手作業方式 SQL サブマート方式 コネクテッド  シート +
データポータル

方式

設定コスト  / 
スピード感

◎ × ◎

運用の手間 × × ○

安定性 × ◎ ○

リアルタイム性 × ○ △

ガバナンス × ○ △

SQL のサブマートとコネクテッドシートの方式を要件によって使い分ける
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まとめ

データマート（BigQuery）とBI ツール（データポータル）の間にコネクテッド  シートを置くことで

● データマートの作成がSQLを書かずにスプレッドシートでできる（ → BI ツールフル活用）

● 迅速さ・自動化・非属人化という対立しがちな要素をすべて満たすことができる

基幹システム

データウェアハウス

データレイク層 DWH 層 マート層 BI ツール

リッチなレポーティングのため
の最終加工・整形

コネクテッド 
シート



Thank you


