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01
本日ご紹介する
ツールについて



本日ご紹介するツール

Macro Converter AppSheetコネクテッド  シート

作業の自動化 大規模データへ
手軽にアクセス

エンドユーザー向けの
アプリを作成

メールの自動返信を行ったり、ユーザーの
手動操作を記憶し自動化するマクロの記録
機能のみならず、外部のシステムと連携する高度
なプログラムも実行可能。
オフィスソフトとのマクロコンバーターも
提供を開始いたしました。
（Macro Converter は Enterprise Plus edition のみと
なりますが、Apps Script はどのエディションでも
利用可能です。）

BigQuery 上に保管している
大規模データへのアクセスを
スプレッドシートから行う
ことができるようになります。
（Enterprise Edition にて利用可能です。）

ワークフローの設計、エンド
ユーザー向けのアプリの作成を
ノーコーディングで実施できます。
（Enterprise Plus 付属のEdition では、社内利用のみ
可能。社外公開するアプリの場合には、別途  AppSheet の
上位ライセンスが必要です。）
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02
手軽に大規模
データ分析ができる
コネクテッド シート
とは？



多くの組織にとって、ビッグデータのイン

サイトを見つけることは

簡単なことではありません

データの抽出、移動、結合は面倒です。

BI ツールは複雑になる可能性があり、多くの場合、

専門的なスキルセットが必要になります。

BI エキスパートへのリクエストは、ボトルネックを

解消して作成するのに数週間かかる場合があります。

非効率的なデータ分析プロセスは、機会を逃す

可能性があります。

前四半期の売り上げの地域ごと集計データってどこ
にありますか？マーケティング費用を最適化するため
にそのデータが必要なんですよね。

データに関するレポートを生成するには、
データ分析チームに依頼する必要がありますね。

それにはどれくらい時間がかかりますか？

このようなレポートには通常 6〜8 週間
かかります。

それでは遅すぎますね・・・



もし組織内の誰もがデータを

大規模に分析し、より多くの

情報や事実に基づいた

意思決定を行うことができたら・・



Google スプレッドシート + 
BigQuery で
テラバイトのデータを分析する

● 使い慣れたスプレッドシートで大規模の

データ分析が可能

● SQL の知識は必要なし

● AI を活用した新機能  をリリース予定

○ 自動データ入力  (Smart Fill 機能)
○ Smart Cleanup 機能

便利さ



BigQuery の高度なビックデータ分析機能とスプレッドシートの使いやすさが組み合わさりました

スプレッドシート

簡単に使用 & 
共有可能

慣れ親しんだ画面

簡単な分析

BigQuery※

ペタバイト級のデータ分析

複雑なクエリ

インサイトを得る

時間を増やせる 

コネクテッド
シート

スプレッドシートで何

十億行ものデータ

を、専門

知識なしで分析

Introducing
● 使い慣れたスプレッドシートで大規

模なデータ分析

● SQL の知識不要

● 費用対効果の向上

● データセキュリティの強化

Google スプレッドシート + BigQuery で
テラバイトのデータを分析する

※ BigQuery の利用料が発生します。



コネクテッド シート の
メリット

自動更新でデータを最新にキープ

チームとインサイトを共有し、

安全にコラボレーションする

シートから直接 BigQuery の
大きなデータセットにアクセスする  

使い慣れたシート分析機能を使

用してインサイトを得る

1

2

3

4



信頼できる

唯一の情報源

セキュリティと

パフォーマンスを

損なうことなく、シート内の

数十億行の BigQuery データに

直接アクセスします。

1



使い慣れたツールで

さらに多くのことを行う

ピボットテーブル、グラフ、

数式など、スプレッドシートで

既に使い慣れている機能を

使用して、データから

インサイトを解き放ちます。

2



最新のデータから

インサイトを得る

スプレッドシートでデータの自動

更新を設定することで、インサイ

トが最新の BigQuery  データに

基づいていることを確認できま

す。

3



安全なコラボレーションを

支援する

使い慣れたスプレッドシート

インターフェイスで、

インサイトを共有し、同僚、

アナリスト、またはその他の

利害関係者と安全に

コラボレーションします。

4



ビジネスとファイナンス戦略に効果を発揮

ユース ケース

ビジネス戦略
「2019 年と 2018 年のプロモーションを実行したときの 週間売上を比較したい」

「チームメンバーがインサイトを得られるようにデータを共有したい 、
　セグメント  レポート、予測など」

「過去、どの地域でどの製品の売上が良かったか、 自分で分析したい」  

「営業チームとファイナンス  データを共有して、収益データは営業担当者と共有したい」

ファイナンス / 
営業戦略

既存 Office ツールにてワークフローを持っている  - 
スプレッドシートでの作業や詳細なデータを操作するのが得意

情報を広く共有する必要がある  - ダッシュボードとインサイト

SQL に習熟していない  - Google Cloud  への移行や  Office からの移行を検討



03業務の自動化に役立つ
Google Apps Script とは？



Apps Script とは

Google Apps Script は JavaScript を

ベースとしたスクリプト言語で、

Google サービスやサードパーティ  

サービス全体のタスクを自動化して

ウェブアプリケーションを構築する

簡単な環境を提供します。



ウェブ上の開発環境

script.google.com



ウェブ上の実行環境

script.google.com



メニューを追加

メニューアイテムとして

Google Docs、Sheets、Forms などに

追加が可能

Forms

Sheets

Docs



カスタム関数

の作成



デプロイの種類
● ウェブアプリ

● 実行可能な  API

● アドオン

● ライブラリ



新しい IDE のリリース
● App Script ダッシュボード

● サイドメニューから簡単にスクリ

プト、設定、トリガー  間を移動

● オートコンプリート

● リアルタイムログ



活用例

ワークフロー

リソース管理

自動化

レポーティング

3rd パーティ連携

ドメイン管理

文書承認フロー、購買申請

時間管理、ヘルプデスク、プロジェクト管理

カレンダー連携、メール連携、複雑な表計算

ダッシュボード、レポート

CRM、会計システム、販促システム、人事システム

ユーザー管理 /作成/削除など



デモ：Google ドキュメントから Natural Language API を呼び

出して使用する

（組み込みスクリプト）

Google ドキュメント

文字の選択

文のセンチメント（感
情）返す

NL API を叩いて感情分析、
ハイライトする



マクロ コンバーターを利用して 
Excel マクロ を Google シートに変換

Microsoft Excel マクロで使用される

VisualBasic for Applications（VBA）コードをGoogle 

スプレッドシートで機能する

AppsScript コードに変換

http://www.youtube.com/watch?v=CUKAUFoa86M&t=70


04
ノーコードで
本格アプリが
作れる AppSheet とは？



1. データを接続 2. アプリをカスタマイズ 3. アプリをデプロイ

どこのデータからでも構築

便利さ

AppSheet コード記述なしで誰でもアプリを作成



AppSheet アプリを

Google Workspace と
直接連携する

スプレッド  シート

アプリから直接

スプレッドシート

データを作成、

読み取り、更新、削除する

フォーム

データ取り込み機能で

フォーム機能を拡張する

ドキュメント

お知らせなどのカスタム

テンプレートを作成する

ドライブ

アプリで使用するために

共有フォルダーの

データにアクセスする

カレンダー

既存のカレンダーの

イベントと連携、更新する

Meet

AppSheet から

直接 Meet を起動する



豊富な機能を持つアプリを簡単に作成

画像キャプチャ

位置情報ログバーコード、 QR コー
ド＆ NFC タグ
のスキャン

通知送信オフライン様々なデバイス

署名 レポート作成 ダッシュボード
作成

ロジックの適用

e メール送信 プラットフォームの統
合



AppSheet で迅速な開発と成長を実現

解決

AppSheet を使用することで、BHI はロジスティクス、
プロジェクト、および従業員をデジタルで管理し、新しい課題やシナリオ
が発生したときにソフトウェアを簡単に構築することが可能になりました

課題

かつてユタ 州 バーナルにある
米国の建設会社であった BHI は、数
十の業界で 25 を超える州に
事 業 を 拡 大 してきました。 
BHI は、分散型の運用を管理し、数
百 もの 独 自 のプロジェクトを
迅速に立ち上げて実行する方法を必
要としていました。

既存の

ソフトウェアを  
AppSheet アプリに

替えることで、

 IT コストの 10% を
削減

あるアプリは

検査時間を  2 時間から  
6 分に短縮し、

月 $50,000 の削減に

貢献

2 年未満で  
100 を超える

アプリケーション  を開

発



AppSheet でアプリ開発を管理

ノーコード

不正なコードのリスクを
排除し、10 倍速い開発
サイクルで革新的な

労働力を強化

ビジビリティ

組織の課題と
ソリューションを明確に
把握し、シャドー  IT を

最小限に抑える  

コントロール

セキュリティ、
プライバシー、

ガバナンス ポリシーなど、組
織のルールを設定する



Thank you


