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どんなビッグデータでも一定の構造
があれば解析は簡単

Excel で視覚的に作られたデータは
解析が困難
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4枚省略



つぶやいたものを
上原哲太郎先生が
まとめてくださった
（2013-03-10）。
25万ビュー達成

http://togetter.com/li/469017



佐々木俊尚さんも

http://togetter.com/li/469143



『日経ウーマン』
が「美文書作りに
は「方眼紙」シー
トを使う」を掲載

http://wol.nikkeibp.co.jp/article/
column/20130523/153361/
http://matome.naver.jp/odai/
2136948486965928001



「Excel方眼紙」の
 悪夢
http://
jibun.atmarkit.co.jp/
ljibun01/rensai/
tabecho/15/01.html



https://www.jsps.go.jp/j-‐grantsinaid/16_rule/index.html (平成24年度)





法務省「登記事項証明書」http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-‐2.html



















1行目とA列は
入力禁止？

昔のリストの
名残り

http://togetter.com/li/
545100





正しい Excel 作法
↓

データベースの正規化

データベースを教えるのに
RDBMS 使わなくても
Excel でいいのでは？



簡単に導出できる列は省くのが原則

「男」「女」があれば「計」は不要
（わざと冗長にするほうがよい場合も）
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セル結合
＞＜;



厚労省通知（2012-03-30)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000249w0.html
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セル結合が
なくなった(^^)



第1正規形：
　セル結合しない
　一つのセルに複数の内容を入れない



正規化：
　一つの内容は一つの場所に
　(one fact in one place)







CSVにすると罫線・セル結合が消え
意味がとれなくなる

一つの行を取り出すと意味がとれな
くなる



フィルハンドルを
ドラッグ

主キー



データをそのまま選択し「散布図」を描く
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テーブル
（旧リスト）



ピボットテーブル（この場合はあまり意味がないけれど例示のため）



ネ申 Excel にしないために…

　Excel でデータベースの考え方を教える
　Excel で「手順的な自動処理」を体験させる


