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Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

This presentation contains forward-looking statements about the company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and other 
operating and non-operating results, including revenue, net income, diluted earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue 
growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, the one-time accounting non-cash charge that was incurred in connection with the 
Salesforce.org combination; stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth and sustainability goals. The 
achievement or success of the matters covered by such forward-looking statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize 
or if any of the assumptions prove incorrect, the company’s results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make.

The risks and uncertainties referred to above include -- but are not limited to -- risks associated with the effect of general economic and market conditions; the impact of 
geopolitical events; the impact of foreign currency exchange rate and interest rate fluctuations on our results; our business strategy and our plan to build our business, including 
our strategy to be the leading provider of enterprise cloud computing applications and platforms; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing services; the 
seasonal nature of our sales cycles; the competitive nature of the market in which we participate; our international expansion strategy; the demands on our personnel and 
infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations, including as a result of acquisitions; our service performance and security, including the 
resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security breaches; the expenses associated with new data centers 
and third-party infrastructure providers; additional data center capacity; real estate and office facilities space; our operating results and cash flows; new services and product 
features, including any efforts to expand our services beyond the CRM market; our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses, joint ventures, 
services, technologies and intellectual property rights; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment 
portfolio; our ability to realize the benefits from strategic partnerships, joint ventures and investments; the impact of future gains or losses from our strategic investment 
portfolio, including gains or losses from overall market conditions that may affect the publicly traded companies within the company's strategic investment portfolio; our ability 
to execute our business plans; our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies, including delays related to the integration of Tableau due to regulatory 
review by the United Kingdom Competition and Markets Authority; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; our ability to protect 
our intellectual property rights; our ability to develop our brands; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; our dependency on the development 
and maintenance of the infrastructure of the Internet; the effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on 
the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data privacy, cross-border data transfers and import and export controls; the valuation of our 
deferred tax assets and the release of related valuation allowances; the potential availability of additional tax assets in the future; the impact of new accounting pronouncements 
and tax laws; uncertainties affecting our ability to estimate our tax rate; the impact of expensing stock options and other equity awards; the sufficiency of our capital resources; 
factors related to our outstanding debt, revolving credit facility, term loan and loan associated with 50 Fremont; compliance with our debt covenants and lease obligations; 
current and potential litigation involving us; and the impact of climate change.

Further information on these and other factors that could affect the company’s financial results is included in the reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K and in other filings it 
makes with the Securities and Exchange Commission from time to time. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of the 
company’s website at www.salesforce.com/investor.

Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.

Forward Looking Statement



ハンズオンで使用する環境について

• このハンズオンでは Tableau Online (https://online.tableau.com/) を使用します。

• 参加人数の都合上、サイト名は参加者によって異なります。

• この環境は 2020 年 9 月 11 日 (金) まではそのまま使用することができます。

• ただし、この環境で作成したものは他の参加者が閲覧、操作、編集が可能な状態になります。
(削除はできません)

• そのため、オープンデータ以外のデータを使用した場合は保存しないでください。

https://online.tableau.com/


Tableau Online へのアクセス有効化①

サイト名

• イベント申し込みに利用した
メールアドレスにTableau

Onlineからの招待メールが
届きます。

• 見当たらない場合は、迷惑
メール フォルダーを確認し
てください。

• 「Join Now」 をクリックします



Tableau Online へのアクセス有効化②

• Tableau Onlineのページが

表示されたら、氏名とパス
ワードを入力します。

• どちらもご自身の覚えやす
いものを使用してください。

• 入力できたら「Let’s Go」をク
リックします。



本日のデータ



自己紹介

尾崎直子 (おざき なおこ)

• Tableau Software (Salesforce.com) 所属

• Lead Solution Engineer (プリセールス)

• 大学の専攻: 栄養学

• 趣味: 洋裁

• 2019 年 The 4th Big Data Analysis Contest 
Certified Data Scientist



Tableau Software について

・本社シアトル。11ヵ国、19都市にオフィス

・創業者の一人がDisney PIXAR創業メンバー

・約1,000,000人の学生がTableauを利用

・190,000名のコミュニティフォーラムと500＋のTableauユーザグループ

・140＋の新機能を2018年には追加

1997年 スタンフォード大学で発足
⇒アメリカ国防総省の ”誰でもデータがわかるようにする”ことを目的としたプロジェクト支援



Tableau導入実績

Media

Telecommunications & Technology Business Service

Manufacturing

Financial Service Retail & Consumer Goods

Energy & Transportation OEM

Public Sector 
Education & Healthcare



「世界で最も貴重な資源は、
もはや石油ではなく、データである」

資料: 安宅和人「データ時代に向けたビジネス課題とアカデミアに向けた期待」応用統計学セミナー2015.5.23 
(http://www.applstat.gr.jp/seminar/ataka.pdf) 

新しい
リソース

起きる変化

産業⾰命
(18~20世紀)

• 内燃機関
• 石炭と石油
• 電気⼯学

・⼈間と家畜を⾁体労
働、⼿作業から開放
する

情報産業⾰命
（現在）

• ビッグデータ
• ⾼い計算能⼒
• 情報科学の進化

・⼈間を⾯倒な数字⼊⼒
や情報⼊⼿、情報処理
作業から開放する

・データが企業の資産に



We help see and understand data

人がデータを見て理解できるようになることを支援する

people



データを視覚的に捉え、
膨大なデータを素早く、正しく理解し、

適切な行動を促すツールです

は、



脳に伝達される情報の90% は “Visual”

人間の意思疎通の93% は “Visual”
人間の脳は文章に比べ

Visual が6 万倍早く伝達



問題：この数字の中に 5 はいくつあるでしょう？

145868436623459824546703

985321256772398302153667

239405128343667356332233

982102245622613598211267
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データの整形 レポート作成 分析 共有データベース

従来のデータ分析といえば

面倒!!!!



データの整形 レポート作成 分析 共有データベース

102％

Tableau なら

一気通貫！簡単！きれい！

データ準備
Tableau Prep Builder

ビジュアル分析
Tableau Desktop

情報の共有・展開
Tableau Server/Tableau Online



Tableau はデータバリューチェーンを統合可能な唯一のソリューションです
Organization-wide 

deployments

各種データソース

データ準備
Tableau Prep Builder

ビジュアル分析
Tableau Desktop

情報の共有・展開
Tableau Server/
Tableau Online

誰もが簡単に使える
データ準備ツール

誰もが簡単に使える
ビジュアル分析ツール

ダッシュボードを
組織全体で共有

Tableau 
カタログ

345以上のデータから
結合/ブレンディング

情報
トレーサビリティ



３つのデータ活用層への最適なTableauライセンスをご用意

IT 専門家

データ閲覧者

データ活用者

Tableau Server
※Webブラウザで利用

ダッシュボード

データカタログ

クラウド

ビッグデータ

DBMS

セキュリティ

データ提供

分析

閲覧
自動配信



行政サービス x データ
～神戸市様 ＆ 京都府様の例～

データと分析で時代の変化をリード



神戸市様では現在、関心度の高い定額給

付金につき、申請率や申請数の推移、さら

には地域別での件数の可視化の実現に向

けて取り組まれております。

また、申請に対する給付状況も可視化し、

住民への情報公開を積極的に実施すること

により、業務の効率化に加え住民サービスの

向上にも取り組まれております。

自治体様が保有する各種行政データを、

Tableau を使用して迅速にかつ効率的に可

視化することにより、給付金に留まらぬ各種

事業において、業務の効率化はもとより、政

策分析精度の向上、ひいては住民サービス

の向上を目指せます。

https://www.city.kobe.lg.jp/a06448/kyufu

kin/kyufukin.html

特別定額給付金申請状況の可視化

https://www.city.kobe.lg.jp/a06448/kyufukin/kyufukin.html


オープンデータの公開

多くの自治体での取り組みがあるように、

京都府でも自社HPにオープンデータポータル

を作成し公に開放している

地域の課題の見える化をTableauで

数あるオープンデータから「京都府の今」を視

覚的に伝えるべく地域の課題をTableauの地

図+αで見える化

⇒Tableau Publicギャラリーで公開

https://www.datastore.pref.kyoto.lg.jp/

京都府オープンデータポータルサイト

https://www.datastore.pref.kyoto.lg.jp/


京都府オープンデータポータルサイト

■クマ目撃情報■犯罪発生状況/自転車盗の発生状況



ハンズオン





マイナンバーカード交付状況

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/






データ自体はたくさんあったので



まとめました！(まとめ方は最後にご紹介します)



本日のゴール



QA・その他お知らせ



ハンズオンで使用した環境について

• このハンズオンで使用した Tableau Online は実際の環境です。

• 参加者の皆様には Creator の権限をお渡ししています。

• 参加人数の都合上、サイト名は参加者によって異なります。同じ所属組織の方でも別のサイ
トの場合があります。

• この環境は 2020 年 9 月 11 日 (金) まではそのまま使用することができます。

• ただし、この環境で作成したものは他の参加者が閲覧、操作、編集が可能な状態になります。
(削除はできません)

• そのため、オープンデータ以外のデータを使用した場合は保存しないでください。

• 必要に応じて、適宜ファイルはダウンロードしておいてください。

• その他お困りのときはご連絡ください。



■長期トライアル貸し出し

Tableauトライアルライセンス1ヶ月貸し出しします

※通常は2週間でのご利用です

■Tableau Doctor

お客様の実務データを使って Tableau コンテンツを作成した
場合に不明な点を対面でディスカッションしながら解決する
プログラム。
1人当たり 30 ~ 60 分枠で実施
※コロナウィルスの終息まではリモート対応となります

本日ご参加いただいた方向けに



ご連絡は下記まで

営業 小島

kkojima@tableau.com

技術営業 尾崎

nozaki@tableau.com

mailto:kkojima@tableau.com
mailto:nozaki@tableau.com



