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優れたダッシュボードに出会うと、今まで何故それを使わずにやってこれたのか、わからなくなるも

のです。 

なぜでしょうか? それは、綿密に設計されたダッシュボードこそが、分析の基盤となるからです。 

同じ情報量でも、すべての情報源を 1 つにまとめて管理すれば、より速やかにビジネスの意思決定

を下すことができます。 

よくできたダッシュボードはメッセージと指標が明確で、意味が色によって強調され、必要な情報が

どれも指先一本で表示できます。では、こうした期待に応えることができる、自分の組織に最適な

ダッシュボードはどのようにして作ればよいのでしょうか。 

それを突き詰めると、慎重な計画、情報に基づいたデザイン、賢明な取捨選択という 3 点が重要に

なります。

https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/how-build-culture-self-service-analytics
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慎重な計画
1. ユーザーを知る 
優れたダッシュボードとは、それを使うことを意図されたユーザーにとってしっかりと役立つもの

です。これは偶然にできるものではありません。誰のためにデザインしているのかを、自問自答して

みてください。主なパフォーマンス指標を見るのに 15 秒しかかけられない忙しい営業担当者でしょ

うか、それともダッシュボードの画面を何時間も眺めて、四半期業績を検証するチームでしょうか。

誰に使ってもらおうとしているのか知るだけでなく、扱う内容とデータに関するユーザーの専門知識

レベルを知ることも重要です。そのユーザーにとっては、どのような種類の手掛かりやラベリングが

必要、または不要なのでしょうか。

いろいろなメッセージや疑問がわき出てくるかもしれませんが、ダッシュボードはいつでも作成し、

追加することができます。最初はシンプルに始めるのが一番です。

世界の観光産業の売上
に関する概要情報を見
るというタスクを与えら

れた財務チームも、こ
のダッシュボードなら
簡単に使うことができ

るでしょう。
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2. ディプレイのサイズを考慮する
デスクトップモニター向けのダッシュボードを作

成しても、ユーザーがスマートフォンで閲覧する

のであれば、あまり満足してもらうことはできない

でしょう。ユーザーがどんなデバイスを使ってダッ

シュボードを見るのか、前もって調査するようにし

ましょう。 

ダッシュボードのサイズを設定する場所は、左側の

ダッシュボードペインの ［サイズ］ にあります。

ユーザーが様々なデバイスでダッシュボードを表示

する可能性がある場合は、以下のような機能が使 

えます。 

• サイズ自動調整機能: [サイズ] を [自動] に設定

することができます。これにより Tableau は、

ブラウザのウィンドウサイズに応じてダッシュ

ボードの縦横の寸法を自動的に調整します。

ダッシュボードのビューが少なく、ビューが非

常にシンプルで、大きく拡大できる場合に有効

なアプローチです。 

• サイズ設定機能: [範囲] サイズ調整機能を使うこ

とができます。この機能により、ダッシュボー

ドに予測可能な 2 つの「ブレイクポイント」 

を設定できます。 

デバイスデザイナーを使って、特定のスクリーンサイズ (スマートフォンやタブレットなど) に合わ

せてレイアウトを作ることも可能です。これによって、同じダッシュボードをさまざまなデバイスで

表示させることができます。 

デバイスデザイナーを使うと、画面表示を自在に調整できるほか、[範囲] とは違ってビューとオブ

ジェクトを異なるレイアウトで利用することができます。詳しくは、オンラインヘルプの「ダッシュ

ボードデバイスレイアウトの作成」をご覧ください。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#dashboards_dsd_create.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#dashboards_dsd_create.html
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3. 読み込みを速くするよう考慮する
世界一優れたダッシュボードでも、読み込みに時間がかかりすぎれば効果は半減することでしょう。

どのユーザーも忙しいので、待ち時間が長いとストレスになってしまいます。 

フィルタリングは、読み込みが遅くなる原因となります。分析対象データの量を狭める上では効果的

ですが、クエリのパフォーマンスにも影響するのです。例えば、［除外］ フィルターは ［保持のみ］ 

フィルターよりも読み込みを遅らせる傾向があります。これは、［除外］ フィルターが保持しておき

たいデータだけでなくディメンションに対応するあらゆるデータをフィルタリングするためです。 

詳しくは、 Tableau Desktop オンラインヘルプの「データを慎重にフィルターする」をご覧ください。

「Tableau 操作の順序」を知っておくことも、読み込み時間の短縮化に役立ちます。

プロのヒント: ダッシュボードの作成者として最も大切な決断は、最初のビューを作成する前の準備段

階からもう始まっています。扱うデータについて、よく把握するための時間をとるようにしましょう。

データに関して確認すべき点や、データのスマートな取り扱い方のヒントについては、「データベー

スレベルでデータを把握する」ならびに「データのテストと抽出の使用」をご覧ください。 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#perf_filter.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#order_of_operations.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#perf_data.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#perf_extracts.html
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情報に基づいたデザイン
4. スイートスポットを活用する 
デジタルコンテンツを見る人の大半は、本能的にまず、画面の左上にあるコンテンツから目を通します。

この視線追跡ヒートマップは、一般的な人の視線の動きのパターンを示したものです。 

さらに詳しい情報は、視
線追跡に関する当社の

ホワイトペーパーをご覧
ください。

ダッシュボードの主な目的さえ分かれば、このスイートスポットを活かすことができます。最も重要

なビューは、ダッシュボードの左上に置くといいでしょう。
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5. ビューと色の数を制限する 
ありがちなのが、張り切って関連するビューを何もかもダッシュボードに詰め込みたくなることです。

しかし、たくさん追加しすぎると全体像が損なわれてしまいます。一般的には、ビューは 2 枚か 3 枚に

とどめておきましょう。それ以上にスコープを広げる必要がある場合は、ダッシュボードの数を増やし

てください (あるいは、ストーリーを使用します)。 

以下は、各州の利益性を示すダッシュボードの改善前と改善後です。右側の改善後のダッシュボード

では、最も大事な情報のみを残しています。 

ビューを作りすぎるのと同様、多くの色を使いすぎてしまうこともあるので注意しましょう。色を正

しく使用すると、ユーザーも分析を効率よく行えるようになります。色を使いすぎるとユーザーの視

覚的な負担が大きくなり、分析に時間がかかったり、分析が不可能になることもあります。

次のビューでは、左側の図にあるインターネット利用率の変化を示す傾向線が、コントラスト不足の

ためにまったく見えなくなっています。右側のようにシンプルな色使いの方が、傾向線がくっきりと

見えます。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#stories.html
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6. インタラクティブ性を強化して発見を促す 

ダッシュボードは、ビューを並列表示し、

データを対比分析する機能を備えているかど

うかで、機能性の優劣が決まります。フィル

ターは、分析の効率を高め、ユーザーを集中

させることができます。 

例えば、一番重要なビューを、ダッシュボー

ド上の別のビューのフィルターとして機能さ

せることが可能です。このためには、ビュー

のショートカットメニューから [フィルターと

して使用] を選択します。 

データのタイプに合わせて様々なフィルターカードを表示することもできます。例えば、複数選択

チェックボックス、択一式ラジオボタン、ドロップダウンリストといった形でフィルターを表示でき

ます。検索ボックスを含めたり、フィルターのタイトルを編集してデータの操作法を明確に示すこと

も可能です。 

ハイライトもまた、強力な機能として活用できます。ハイライトが有効になっている場合、1 つの

ビューで特定のデータを選択すると、別のビューで関連データがハイライトされます。 

ハイライトに関するさ 
らに詳しい情報は、 

オンラインヘルプの 
「ハイライトアクション」

をご覧ください。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#actions_highlight.html
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7. 最大値から最小値までの書式設定 
作成したもののルック & フィールを変更するには、「最大値から最小値まで」のワークフローを使

用します。これによって作業が早まり、誤って変更を上書きすることを防ぐことができます。 

書式設定の視点から見ると、ダッシュボードは以下のような階層で構成されています。 

1. テーマ

2. ワークブック

3. ワークシート

4. ビューの部品

まずは正しいテーマを使用しているかどうか確認しましょう (Tableau では最新のもっとも優れたバー

ジョンがデフォルトです)。[書式設定] > [ワークブック テーマ] と進み、テーマを 1 つ選択します。 

次のステップはワークブックレベルの書式設定です。ここで、ワークブック全体の各フォントとタイ

トルを設定します。

最後にワークシートレベルに移動してから、ビューの個々の部品の書式設定を保存します。 

ダッシュボードの見栄えを手早く新しいものに変更する方法や、独自のフォントや色を使う方法につ

いては、オンラインヘルプの「ダッシュボードのリブランド」をご覧ください。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#formatting_rebrand.html
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ダッシュボードの改善
8. ストーリー内のストーリーである「ツールヒント」を活用する 
主なデザイン作業が終わったら、ツールヒントを見てみましょう。ツールヒントを使うと、ストー

リーをダッシュボード上で一層効果的に伝えることができます。 

Tableau はビューのツールヒントを自動的に作成しま

すが、[ワークシート] > [ツールヒント] をクリックす

ることで簡単にカスタマイズできます。

例えば、右側の図は Web サイトのページビュー数を

表示している、あまり上手に作成されていないツール

ヒントです。

もっとも重要なビューをダッシュボードの左上に置く

のと同様に、ツールヒントのもっとも重要な要素も画

面の上部に持ってきましょう。 

これが修正後のツールヒントです。

プロのヒント: ちょっとしたストーリーを語るために

ツールヒントを使う人もいます。例えば、これは石油

掘削装置に関するツールヒントです。

このアプローチをとる場合は、ビュー内のどのデータとも矛盾しないように構文を作る必要があります。

例えば、「As of 10/15/2002, Italy had 1 oil rigs. (2002 年 10 月 15 日時点でのイタリアの石油掘削機は 1 台)」

となってしまうようなツールヒントを作ってはいけません。
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9. 不要なものを除去する
ここで一度振り返り、自分のダッシュボードを見たことがない人の視点で見直してみましょう。どの

要素にも、明確な用途がなければなりません。タイトル、凡例、軸のラベルに不要なものがあれば削

除しましょう。 

1 つのダッシュボードに 2 つ以上のカラーパレットを使わないようにします。例えば、データが数量

や範囲を示している場合は、カラーパレットを 1 つだけにするのが理想的です。

改善前 改善後

プロのヒント: ダッシュボードにもっと余白が必要な場合は、浮動のレイアウトの使用を検討しま

しょう。この場合は、ダッシュボードを特定のサイズに固定し、浮動のアイテムが定位置から動かな

いようにする必要があります。ダッシュボードのサイズが変化すると (例えば [自動サイズ調整] の利

用したときなど)、浮動のアイテムが望む位置に表示されなくなる可能性があります。

タイルレイアウト フローティングレイアウト

サイズ調整に関するそ
の他のヒントは、 

「ダッシュボードのサ
イズとレイアウト」をご

覧ください。

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/help.htm#dashboards_organize_floatingandtiled.html


12

10.ダッシュボードをテストする 
最終テストの一環として、ラベルが読みやすい向きに表示されていることを確認します。

ダッシュボード内の項目名をすべて確認しましょう。どれも同じ文体で書かれていて、大文字小文

字の使い方が一貫していますか? 例えばボランティア活動に関するダッシュボードで、あるビューを

「寄付履歴を追跡」と名付けた場合は、別のビューも「寄付履歴を検索」という具合に同じ文体で書

く必要があります。「寄付履歴検索画面」としてはなりません。

最後に、ダッシュボードを公開する前に、必ずユーザーになったつもりでダッシュボードを使ってみ

ましょう。プロジェクト成功の鍵は、テストにあります。ダッシュボードを使う人の気持ちになって

みることで、強化点や改善点が見えてくるはずです。
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ダッシュボード作成でしてはいけないこと
ここまではダッシュボードに関するベストプラクティスを説明してきましたが、ダッシュボードの作

成時に犯しやすい間違いについても簡単に紹介します。

1. 1 つのダッシュボードであまりにもたくさんの質問に答えよう
とする 
ダッシュボードを作成していると、つい望みが高くなり、すべてのビジネス課題を網羅した詳細なリ

アルタイムのダッシュボードを作って多くのドリルダウンオプションをユーザーに提供したくなりま

すが、ダッシュボードのスコープをきちんと守らずにユーザーに便宜を図ろうとしてはなりません。

また、クリック 1 つで新しいダッシュボードが作れるということを忘れないでください。

2. 誰にも理解できない指標を使用する 
自分にしか理解できない指標やラベルを使用していませんか? ユーザーがどのようなレベルの専門知

識を持っているのか、常に意識するようにしましょう。設計の初期段階で試作版を作り、ユーザーに

見てもらうと、こうした間違いに早く気づくことができます。

3. 重要でないグラフィックやウィジェットでダッシュボードが
乱雑になる 
派手で複雑なグラフィックやウィジェットをダッシュボードに使わないようにしましょう。ダッシュ

ボードをカスタマイズすることに夢中になりすぎると、ユーザーに素早く情報を与えるというダッ

シュボードの本来の目的を、不要なオブジェクトによって妨げることになります。ダッシュボードの

デザインは常にシンプルにするよう心掛けましょう。

4. ユーザーの視点でダッシュボードを見ない 
ユーザーの視点に立ち、ユーザーの使っているデバイスでダッシュボードを眺めてみると、調整や工

夫の必要な点が分かります。テストは、必ずいい成果をもたらしてくれます。

5. ユーザーと一緒にチェックしない 
ダッシュボードの展開は 1 回きりで終わる作業ではありません。ユーザーダッシュボードがうまく機能

している部分や機能していない部分を必ずユーザーと一緒にチェックしましょう。ダッシュボードに表

示される指標や質問が的はずれだったり時代遅れだったりすると、ユーザーに使ってもらえません。

よく考慮して計画し、情報に基づいたデザインをし、少し改善点を加えることで、ダッシュボードは

期待通りの働きをします。しっかりと練られたダッシュボードがあれば、ビジネスリーダーもナレッ

ジワーカーも、リアルタイムで質問に答えられるようになり、インサイトに基づいて行動することで

真のイノベーションをもたらすことができます。
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Tableau について
Tableau Software のミッションは、お客様がデータを見て理解できるように支援することです。

Tableau を利用すれば、簡単に情報を分析してビジュアル化し、共有することができます。 すでに世

界で 15,000 社を超えるお客様が Tableau を導入し、オフィスや外出先で簡単にデータ分析を行って

います。また、無料のデータビジュアル化ツールである Tableau Public を利用して、数万人のお客様

がデータをインタラクティブな Viz (ビジュアライゼーション) としてブログや Web サイトで共有し

ています。 ぜひ無料トライアル版をダウンロードしてお試しください。

その他のリソース
無料トライアル版ダウンロード

トレーニングビデオ： ビジュアル分析入門 トレーニング

Tableau Desktop を使えるようになるために

関連ホワイトペーパー
必要なチャートとグラフとは? 

分析を定義する

説得力ある情報提供で相手の心をつかむダッシュボードの構築方法 

セルフサービス分析の文化を築く方法

その他のリソースを見る
製品デモ 

無料トレーニングビデオ

コミュニティ&サポート

 使用事例 

ソリューション

Tableau および Tableau Software は、Tableau Software, Inc. の商標です。その他の社名および製品名は各社の商標です。
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https://www.tableau.com/ja-jp/learn/demos
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/training
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