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本日の説明内容 

2 

 大学での「Tableau」ライセンス 
利用事例 

  

 データ整形・加工ツール 
Tableau Prep について 
 

 財務会計分析について 
 

 Tableau 新ライセンス体系 
私なりの解釈と解説  



BIツール「Tableau」の利用事例 
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 Tableau Desktop データ分析、可視化のための 
BI(ビジネスインテリジェンス)ツール 
  

 Tableau Public Viz(Tableauグラフ)公開 
用のクラウドサービス  ファクトブック用 
に米国の大学では広く使われている 
 

 Tableau Prep   
データ整形・加工ツール うまく使えばデータ分析 
前工程の負荷を軽減 
  

 Tableau Server グラフ 
やダッシュボードを、学内 
で共有するためのシステム 

 

テスト1 

テスト2 

GPA情報 



Tableau Desktopの利用① 
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Tableau 
Desktop 

ExcelやCSV取込 

PDFファイル出力 

Excelに出力 
(クロス集計された結果） 

PowerPointに貼る 

基本的で古典的な使い方 
(これでもかなり十分です） 

Tableau パッケージド
ワークブック 



グラフ例① ヒストグラム 

5 



グラフ例② 棒グラフ 

6 



グラフ例③ 箱ひげ図 
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グラフ例③ 箱ひげ図の見方 
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← 50パーセント(中央値) 

← 25パーセント(第1四分位数) 

← 最大値 
  (箱の長さ)×1.5 + 第3四分位数 

← はずれ値 

← 75パーセント(第3四分位数) 

← 最小値 
  (箱の長さ)×1.5 + 第1四分位数 

データの分布・ばらつきを比較するのに有効なグラフ 
各箱ひげに表示されている数字は中央値 
中央値は平均よりも異常値の影響を受けにくい 
(例：試験で寝ていて0点だった学生がいた場合は、平均に影響が出る） 

中央データの 
50パーセント 



Tableau Readerの利用 
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Tableau Desktop 

ExcelやCSV取込 
Tableau パッケージド 
ワークブックに出力 
 
Excelデータを内包した 
ワークブック。 
Excelデータの更新不可 

Windows/Macにインストールできる無料のリーダー 
Acrobat Readerみたいなイメージです 

ただし、中のデータ
をエクスポートでき
てしまうという、セ
キュリティ上のリス
クがあるので運用に
注意 

Tableau Reader 
(無料のリーダー) 



Tableau Desktopの利用② 
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PDFファイル出力 

Excelに出力 
(クロス集計された結果） 

PowerPointに貼る 

Oracle などのDBMSや、DWH(データウェアハウス)に直接接続 
(DB直接接続を許可してくれるベンダーは、 
 そう多くないので、接続できるケースはレアかと) 

Tableau 
Desktop 

Oracle
等 

Tableau パッケージド
ワークブック 

巨大なデータを扱う場合は、 
Hyper(.hyper)が有効 
百万件を超えるような 
レコードもさくさく 
集計・分析ができる 



Tableau Public の利用 
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Tableau 
Desktop 

Tableau 
Public 

（クラウド環境) 

Tableau Desktopによる分析結果を、 
Tableau Publicにパブリッシュ 
 
無料で公開できる 
米国の大学でファクトブックとして、
かなり利用されています 

Tableau Desktopで 
Vizを作成 



Tableau Public 活用事例 
交換留学 協定校マップ 
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・地理情報をどう持たせるか 

上智大学 協定校マップ 
http://www.sophia.ac.jp/jpn/global/global/exchange-partner 



データ整形・加工ツール 
Tableau Prep について 
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テスト1 

テスト2 

GPA情報 



Tableau Prepについて 
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・大学基本情報について 今回使用するデータの解説 

・ステップ① ユニオン  複数Excelファイルの統合 

・ステップ② データ洗浄 重複列の統合  

・ステップ③ ピボット データの転置 

・ステップ④ 複数テーブルの結合 

・ステップ⑤ 新データエンジンHyperの威力 

・ステップ⑥ Tableau DesktopでのViz作成 

・2019.1からの新機能 「縦もち」を「横もち」に  



Tableau Prep とは 
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Tableau社のデータ整形・加工ツール。Project Maestroというβ版だったのが、
2018年4月に製品名「Tableau Prep」としてリリースされた。 

接続できるデータソース(Extract) 
 
Microsoft Excel 
テキストファイル 
 
Amazon Redshift 
My SQL  PostgreSQL 
Oracle    など 

データ整形・加工ツールとは、データ
ソースとの接続・加工・出力の工程を、
GUIで操作できるソフトウェア。 
一連のプロセスを保存できるので、 
繰り返し再利用できる。 



大学基本情報について  (今回使用するデータ) 
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独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構のサイトにて、平成24年度から平成30年度の
国公立大学・短期大学から提供された基礎的な情報について掲載されております。 

http://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html 



大学基本情報 データ分析前の準備について 

1
7 

非表示の行がある 

> ※データ行の直上にセル結合をしていないラベルを非表示 
> にて用意しております。データ分析等の際にご活用ください。  

分析用のデータ行を表示させ、不要な行は削除する。 



ステップ①-1 ワイルドカードユニオン 
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同じデータ形式のファイルを、
結合しデータ加工に展開するこ
とができる。 
 
大学改革支援・学位授与機構の 
「大学基本情報」のように、 
毎年同じデータ列で公開されて
いるものを、複数年度統合する
場合にかなり便利である。 
 
ただし、年によって項目名が変
わっていたりする場合に、 
要注意。 
 
 
※Tableau Interpreter が進化 



ステップ①-2 ワイルドカードユニオン 
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出身高校の所在地県別入学者数データを使用 
 
データ形式は、基本は同じだが、 
いくつか注意点があり、 
そこは工程ごとに触れます。 

各ブックには、年度のシートにデータがある。 
( 説明を分かりやすくするため、今回シート名はその年度に変更しています） 
「凡例」というシートは、ユニオンの工程で取り除く。 



ステップ①-3 ワイルドカードユニオン 
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Tableau Prepを立ち上げ、 
「出身高校の所在地県別入学者数2018」の
Excelブックを選択 

複数シートがあるうち、 
「2018」のシートを選択 



ステップ①-4 ワイルドカードユニオン 
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ワイルドカードユニオンを選択後、 
ファイル名の一致パターンで 

「出身高校の所在地県別入学者数*」と

いうワイルドカードを指定 
          ↓ 
同一フォルダにあるExcelブック(ファイル)が 
対象となるが、「凡例」というシートも含まれて
しまう。 

シートの一致パターンに 

「201*」という 

ワイルドカードを指定 
     ↓ 
「凡例」というシートが 
除外されたのを確認し、 
『適用』ボタンを押すと 
ユニオンが完了 



ステップ②-1 データ洗浄 重複列の統合 
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ステップを追加すると 
学校名のNULL(空)が多いこ
とに気づく。 
 
この手のツールを使うときは、 
レコード数のカウントが重要 

その原因は、 
 
「大学名」と「学校名」 
 
という名称の違い 
 
 
※「昼夜別」という列の
位置にも注目 



ステップ②-2 データ洗浄 重複列の統合 
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「大学名」と「学校名」を 
「ctr」キーで選択し、 

「フィールドのマージ」 
を選ぶ 

列が統合されれば、 
この工程は完了 
（NULLがなくなる） 
 
※今回のデータでは、
「年度」と「性別」に
も注意 



ステップ③-1 ピボット データの転置 
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「横もち(Wide型)」のデータを、「縦もち(Long型)」に変換をする。このデータ
加工をしないとBIツールを活用できない、といっても過言ではないくらい、重要な
工程。ピボットの画面でも、各項目の件数がプレビュー表示されるのがとても便利。
(Excelデータ加工やBIツール上では、 分からなかった。） 

横もちのデータを、そのままBIツールに
もっていくと、そのままディメンション
とメジャーに展開がされるため、わけが
わからなくなる。  

Tableauでつまずきがちな壁 



ステップ③-２ ピボット データの転置 
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集計対象のデータが入っている
「列」をピボットに入れる 

ピボットで転置したフィールド名
は、変更すると後工程でわかりや
すくなる 例）ピボット1 → 人数 



ステップ④ 複数テーブルの結合 
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複数のテーブルを結合する場合は、 
マッチングするキー項目名に注意。 
 
Tableau上での結合のポイントは 

「先入れの左」 



ステップ⑤ 新データエンジンHyperの威力 
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Output(データの出力)： 
データの出力形式は3種類 
①.hyper (Tableau 新データエンジン) 
②.tde (Tableau データ抽出) 
③csvファイル 
 
Hyper とは(Tableau社Webより) 
Hyper は、大規模で複雑なデータセットで
のデータ取得および分析的クエリ処理を高
速に行うために開発された Tableau の新し
いインメモリデータエンジンテクノロジー
です。Tableau 10.5 に搭載されている 
Hyper は、大量のデータの多角的な分析を
数秒で実行でき、クエリの処理速度は最大 
5 倍、抽出作成の速度は最大 3 倍高速にな
ります。 抽出やクエリのパフォーマンスが
向上し、これまでよりもさらに大規模な
データセットに対応したことで、ビジネス
のニーズに応じてデータを抽出できるよう
になります。  

※このHyper実装のために、Tableau Desktopは 
 64ビット版のみの提供となった・・・ 



ステップ⑥ Tableau DesktopでのViz作成 
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Hyper出力後は、
Tableau Desktopで
のViz(グラフ)作成
に。 
 
「人数」のデータ形
式の変更、ディメン
ションからメジャー
への変更をする 
 
割れてしまっている
学校名は、 
Desktopの機能で
「グループ」をつく
ると、まとめること
ができる 



Tableau Prep 2019.1からの新機能  
「縦もち」を「横もち」に  
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Tableau Prepの新バージョン2019.1より、「縦もち(Long型)」 のデータを、
「横もち(Wide型)」に並び替える機能が追加された。 

横もち(Wide型) 
縦もち(Long型) 

メジャー(集計対象)を複数もてる
ことで、散布図の作成が可能に。 



Tableau Serverの利用 

30 

Tableau 
Desktop 

Tableau 
Server 

(学内に構築) 

Tableau Desktopによる分析結果を、 
Tableau Serverにパブリッシュ(アッ
プロード) 
 
Tableauによる分析結果を、Webブラ
ウザで共有できる 
データをダウンロードさせない、と
いったセキュリティをかけられる 
 
使う人数で金額が変わり、構築含める
と数百万円かかります 

Tableau Desktopで 
Vizを作成 



財務会計分析について 

31 



Tableau 新ライセンス体系 
私なりの解釈と解説 
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Tableau 新ライセンス体系 
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https://www.tableau.com/ja-jp/pricing/teams-orgs 
Tableau社Webより引用 2019年3月現在 



appendix:【分析者九カ条】  
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１）ビジネスの現場に出よう、ビジネス担当者とコ
ミュニケーションをしよう 
データ分析の三種の神器、「チャンス」と「ヒント」と 
「ゴール」は、ビジネスの現場に眠っている。他組織の人
とコミュニケーションをする機会をどんどん作り、ビジネ
スや業務を広く深く知り、アイデアを聞き出す意欲をもつ。 
 

２）整理整頓を心がけよう 
エクセルを使う場合に、心がけるべき点 
 ①データと計算式は、混在させずに分ける。 
 ②計算式のパラメータは直接セルに入力せず外出しする。 
 ③データには、単位をつける。 
 ④数式には、数年後に振り返っても理解できるように 
  注釈をつける。 
 ⑤シート間のリンクやファイル間のリンクは、 
  一方向のツリー構造とする。 
 ⑥不要になったデータや数式は消す。 
 ⑦ファイル名称は、それを見れば何のファイルかわかる 
  ような名称にする。 
 

３）なぜ？なぜ？なぜ？ 
分析する目的を見つける → 分析問題を決める → データを
集める → 分析手法を選択する → 分析結果を得る → 分析
結果をグラフで表現する、という「分析ストーリ」に求め
られるのは、一貫性があり、論理的であり、結論的であり、
有意義であること。すべての局面において、常に「なぜ」
を意識すること。 
 

４）データをビジュアル化しよう 
統計値だけを見ていると、誤った解釈をする可能性がある。 
データのビジュアル化は、スクリーニング(異常値発見)に 
役立つ。 

5）他人のデータを疑おう 
他人のデータを活用する場合には、その妥当性を吟味する
習慣が必要。また、その他人のデータは、誰がどういう 
目的で収集したのか確認をする。 
 

６）Simple is better 
馴染みのない専門用語を用いた説明や、複雑な計算式は、 
読む気がうせるだけ。 
説明も報告書も、単純明快なもののほうが良い。 
 

７）ざっくり計算 
分析ソフトウェアが出力する値やグラフを鵜呑みにするの
は危険。「なぜ、この分析結果になるのか」分析者が暗算
し、追求する姿勢が必要。 
 

８）文章を書こう 
データ分析の結果について、文章だけでビジネス担当者を
納得させてみましょう。 
文章を練っていくプロセスで、抽象的な理解から具体的な
理解へ、断片的な理解から全体的な理解へ、表面的な理解
から本質的な理解へ進化するはず。 
 

９）うまくいかなければ、目的に立ち戻ろう 
データ分析をすれば何でも問題を解決できるわけではない。
データ分析に使えるデータは限られている。 
データ分析で思ったような結果が得られなかった場合は、 
悪あがきせず目的に立ち戻る。目的を達成する別の手段を
考え、それを実現するための必要な分析課題と併せて逆提
案をすれば良い。 

「会社を変える分析の力 (河本 薫 著)」より引用 



appendix:Tableau 習熟度チャート 
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株式会社イノヴァストラクチャー作成 

Level1 
導入初期 
2週間以内 

Level2 
初心者 
導入初期 
3週間～1ヶ月以内 

Level3 
中級者 
導入初期 
2ヶ月～3ヶ月以内 

Level4 
上級者 
4ヶ月～ 

分析テーマ ツールの習熟 
実戦開始 
現状把握 

要因把握 
モニタリング環境構築 

パッケージ作成 
高速PDCAの実践 
KPI予測 

ぶつかる壁 
今まで作成していたExcel、
PPTグラフを再現できな
い 

・無駄なアウトプットを 
 作成 
・Tableau内の結合が 
 うまくいかない 

・データが重い 
・扱うテーブルを増やし 
 すぎてしまう 

・動的なダッシュボード 
 を作成したい 
・データ量増加、 
 同時接続 

主な解決策 
Input→集計→グラフ、
保存の最小限の機能を 
覚える 

・アウトプットは目的に 
 沿った最小限のものに 
 絞る 
・レコード数チェック 

・分析に必用なテーブル 
 を設計し、事前に集計 
 する 
・フラットテーブルを 
 作る 

・アクションの使用 
・高度な機能の使用 
・ETLツール使用 
・DB連携 

使い始める機能 

データインポート 
ディメンションと 
メジャーの違い 
クロス集計、度数分布表、
棒グラフ、散布図、 
円グラフ 
ファイルの保存 

クイックフィルター 
計算フィールド 
2軸のグラフ 
クロス集計のコピー 

データ抽出 
ダッシュボード 
パラメーター 
PDF化による共有 

アクション 
ストーリー 
DB連携 
R連携 
カスタムSQL 
Tableauサーバー 

Tableau10の便利な 新機能： 
クロスデータベース結合、ワイルドカードユニオン、クラスタリング分析、ハイライター 
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ご清聴、 
ありがとうございました。 
 
学校法人上智学院  

IR推進室 兼 情報システム室 相生 芳晴 

E-mail : Yoshiharu_Aioi@sophia.ac.jp 
https://public.tableau.com/profile/yoshiharu.aioi#!/ 

 


