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データの追跡と並べ替え、
また、財務、数学、統計の各種の操作を実行するために、大勢の人が Microsoft Excel を使
用しています。Excel は、データ収集に非常に適したリソースであり、通常分析ツールキットに含まれています。
しかし、Excel がデータ作業を開始するのに役立つ多くの機能を備えている一方で、Tableau は柔軟かつ即応性のあ
る分析によって、データ処理をワンランク上に進化させることができます。
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Excel にデータを格納していますか?
そのデータを Tableau に統合してください。
長年使用されているスプレッドシートツールである Excel は、データのあらゆる詳細を追加、収集、保存するために使用さ
れています。
しかし、
さまざまなワークブックに散在している何百万行にもわたるデータ行を調べて、データストーリーを見
出すことは困難を極める作業です。何が何だか分からなくなり、焦点を当てるべきデータを探すのに何時間も費やしてしま
うこともあり得ます。
どうしたら、必要なデータが保管されているワークブックや、
ワークシート、
タブを特定できるでしょうか? そこに必要なデー
タがなかったらどうすればいいのでしょうか? また、Excel で保管されているデータが必要なデータストーリーの一部でし
かなく、残りは別のツールで保管されているとしたらどうしますか?
Excel はデータの保管に非常に適していますが、Tableau は、全く異なるように思えるワークシートやワークブックに保存さ
れているデータ、
さらには Excel に保存されていないデータであっても、すべてのデータを簡単に 1 つにまとめることがで
きます。サブテーブル、
ワークシート、
ワークブックの組み合わせからのデータを一度に素早く分析できるのです。
Tableau を使用することで、保持するデータの包括的なビューを 1 か所にまとめて見ることができるため、時間を節約で
きます。

Excel と Tableau：素晴らしいパートナーシップ

3

Excel でグラフやチャートを作っていますか?
Tableau を使用して、
チャートとよりインサイトに富んだビジュアラ
イゼーションを作成してください。
優れたスプレッドシートツールである Excel の機能は、数字の処理が中心です。数字は率直に意味が伝わる未加工の
データですが、
スプレッドシートで行を表示することは、データを掘り下げたり、分析を示したりするには魅力的な方法
とは言えません。
数字はユーザー、ユーザーの上司、そしてそのまた上司にとっても信頼できるデータです。Excel などのツールは、
数字をピボットして、分析結果を視覚的に表示するチャートを作成することはできますが、
フォローアップの質問には
十分に対応できません。
Excel では、分析結果を最も効果的に表示できるチャートを決定する前に、質問に対する答えについてある程度分か
っている必要があります。すべての分析タイプで、
このレベルの先見性を持つ人など存在するでしょうか。
どのチャート
を使用するか正しい決定を下したと思った後で、データが変化してしまう可能性もあります。分析に役立つ追加情報が
提供されている場合もあります。おそらく、
こうして作成されたチャートは、期待していたものや、質問に適切に答える
ものにはならないでしょう。
このような場合には、大抵、作業を最初からやり直す必要があります。
Tableau は、分析を視覚化することで、静的なチャートの域を超え、
より包括的なデータビューを実現します。
データのビ
ジュアライゼーションを簡単に調整できるため、
スプレッドシートレベルでの詳細や複雑な分析に精通していなくても、
あらゆる角度からデータを分析できます。
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Tableau moves beyond static charts by making your analytics visual, facilitating a more holistic
view of your data. You can effortlessly adjust visualizations of your data so you can freely
explore each angle—without needing to be intimately familiar with spreadsheet-level details or
complicated analyses.
最終的に、最も効果的なチャートとグラフの選択を決定付けるのはデータであり、その逆ではありません。Tableau のビジュア

Ultimately, your data informs the best chart and graph choices—not the other way around.

ライゼーションは、
教育やビジネスのプロフェッショナルにも愛用されており、
変化し続ける新しいデータを処理するために最
Tableau visualizations,
loved by academics and business professionals
alike, are optimized to
適化されています。
Tableaudata.
では関連性の高い最新のビジュアライゼーションを自然に創り出すとができます。
handle new andまた、
changing
They naturally promote fresh and relevant visualizations. By結果を表

putting emphasis on
the analysis rather
than on the chart to display
your results, you can focus
示するチャートではなく
、分析に重点を置く
ことで、答えを予測することよりも、
適切な問いかけをすることに注力できます。
less on predicting the answers and focus more on asking the right questions.
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Using Excel for calcs?
Try Tableau for calcs and even richer analytics

計算に Excel を使用していますか?
計算やより充実した分析に Tableau を使用してみてください。

You can use Excel’s formulas and functions, like LOOKUP or SUM, to perform a number of

calculations
onなどの
your Excel
data. の計算式や関数を使用すると、
And while it’s important データに対する各種の計算を実行できます。
that these tasks be convenient, you might
find
LOOKUP
や SUM
これらのタ
yourself needing to take your analysis to the next level—and fast.

スクは利便性が重要となりますが、その一方で分析を次のレベルへと迅速に引き上げる必要がある場合があります。

In addition to a smart calculation language, Tableau has a number of built-in features to help you
スマートな計算言語に加えて、
Tableau
データを誰もが使用できる構造と形式にするための機能が組み込まれてい
get your data in a structure
andには、
format
you and others can use. These analytics allow you and
ます。
これらの分析により、
思い通りのデータ探索が可能になります。
外れ値の迅速な認識と分離、
隠れたパターンの発見、
others
to explore data
at will. Quickly reveal and isolate
outliers, discover hidden
patterns, show

geographical locations,
see
trends, and model the future
so you can anticipate results.
地理的位置の表示、
傾向の確認、
未来のモデル化が可能になり、
結果を予測することができます。
With Tableau, you can analyze your data without worrying about your data becoming corrupt, or

Tableau を使用すれば、データの破損や、作成した計算式のどれかを誰かが誤って削除したために数週間分、数か月分

losing weeks or months of work because someone accidentally deleted one of your formulas. Your

の作業を失ってしまうような事態を心配することなく、データを分析できます。Tableau は、元のデータソースに書き込み

data is safe, because it never writes back to your original data source. Tableau lets you find every

を行うことがないため、
データの安全性が保たれます。
Tableau
あらゆる観点から質問を見つけて、
容易かつ自然
angle of inquiry, effortlessly
and organically
askingなら、
questions
and letting the answers
lead you to
に質問を投げかけ、
その答えによって新たな驚くべきインサイトを導き出すことができます。
new and amazing
insights.
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Sharing Excel reports?

Excel
レポートを共有していますか?
Try
sharing
and collaborative exploration with Tableau

共有とコラボレーションに Tableau を使用してみてください。。

When
it comes time to share the results
of your analysis PDF
in Excel
with others,
you
can share
Excel で分析結果を他の人と共有する場合、
物理的なレポートまたは
を使用できます。
しかし、
共有した人からのフォロー
aアップの質問に対応したり、
physical report or PDF.
But what if you want to allow
others to ask follow-up
and
データをより掘り下げて操作したり
したい場合はどうでしょ
うか。Excelquestions
スプレッドシートで共有や
interact
with the data? Sharing or inviting
others 事前の注意が必要であり、
to collaborate on your
Excel spreadsheets
他のユーザーとのコラボレーションをするには、
追加の設定、
ときにはサードパーティーのプラグイ
requires a level of additional configuration, precautions, and sometimes even third-party
ンが必要となることもあります。

plugins.

Tableau
には、組織の分析サイクルに欠かせないステップとしてコラボレーションが組み込まれています。
With
Tableau,
collaboration is built in as an integral step in your organization’s cycle データの共有やコラ
of analytics.
ボレーションのために、
新たな設定や追加機能は必要ありません。
Tableau
Onlinewith
により、
データは Web
There
are no additional
configurations or add-ons required
toServer
shareとorTableau
collaborate
data.
上で一元的に利用可能となります。
ビジュアライゼーションもダッシュボードも簡単にパブリッシュして、
コラボレーションする他
With
Tableau Server and Tableau
Online, your data is centrally available on the web.
Simply

publish
and share visualizations and dashboards with the people you want to collaborate with.
のユーザーと共有できます。
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まとめ
Excel と Tableau を一緒に使用することで、
データ分析をワンランク上に進化させることができます。静的なスプレッドシー
トやチャートの制約から抜け出し、
まったく新しいインタラクティブなデータ分析、
インサイトの世界を発見して、誰もがデー
タを自由に操作できるようにしてください。
データを Excel に保管しているなら、Tableau を使用してすべてのデータを 1 つにまとめてみてください。チャートやグラフ
の選択に迷った場合には、Excel ではなく Tableau でインサイトに富んだインタラクティブなビジュアライゼーションを作成
してください。計算の記述に嫌気がさしている場合は、Tableau のドラッグ & ドロップ分析を使用して、
より難易度の高い質
問への答えを引き出してみてください。
レポートを送信するのではなく、Tableau で共有されたデータやダッシュボードを使
ったコラボレーション、反復分析、探索を行うことにより、分析レベルを引き上げてください。
簡単な質問に答える、他の人と共同作業する、分析を企業全体で利用できるようにするなど、
どんな場合でも Tableau を使
用すれば、データからインパクトのある分析結果を生み出すことができます。
無料トライアル版をすぐにダウンロードするか、Tableau が提供するすべての製品をご覧ください。

Tableau について
Tableau は、人々と組織がさらにデータドリブンになるのを支援する、エンタープライズ対応の完全な統合ビジュアル分析
プラットフォームです。オンプレミスでもクラウドでも、
また Windows でも Linux でも、Tableau はテクノロジーへの既存
の投資を生かし、お客様のデータ環境の変化と成長に合わせた規模の拡張が可能です。お客様の最も貴重な資産であるデ
ータと人材の力を解き放ちます。

その他のリソース
スプレッドシートではできない 5 つのこと
アナリストのための Tableau のページ
Tableau ブログ
Tableau コミュニティに参加する
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