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3大特典のご案内
　　　シリーズはますます進化中！

「できるサポート」では書籍で解説し

ている内容について、電話などで質

問を受け付けています。たとえ分か

らないことがあっても安心です。

レッスンで解説している操作をすぐ

に試せる練習用ファイルを用意して

います。好きなレッスンから繰り返し

学べ、学習効果がアップします。

操作を「聞ける！」
できるサポート

操作が「見える！」
できるネット1分動画

すぐに「試せる！」
練習用ファイル特典1

特典3

特典2
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デ
ー
タ
入
力

1件目のデータを入力する1
ここではtキーとvキーを
使い分けてデータを入力する

ここでは全角文字で番地を入力するが、ルールに
応じて半角文字で入力してもいい

❶セルB4 ～Ⅰ4に
データを入力

❷tキーを押す

住所の番地などは、全角文字と半角文
字のどちらでも入力できますが、後で
データベースを利用するときに、これ
らが混在するとうまく活用できないこ
とがあります。あらかじめどちらの文
字で入力するかルールを決めておきま
しょう。

住所などを入力するときは
入力方法のルールを
決めておく

tキーを押すと右のセルがアクティ
ブセルになりますが、左のセルをアク
ティブセルにするときは、s＋t
キーを押します。

s＋tキーで
左に移動できる

手順3でセルB6にデータを入力し、
tキーを押すとテーブルが拡張され
ます。このとき［オートコレクトのオ
プション］ボタンが表示されます。こ
のボタンを利用すると、データの入力
やキー操作によってテーブルが自動拡
張されたとき、後から設定の取り消し
が可能です。［オートコレクトのオプ
ション］ボタンをクリックして、［テー
ブルの自動拡張を元に戻す］をクリッ
クすれば、テーブルの自動拡張を取り
消せます。また、［オートコレクトのオ
プション］ボタンの［自動的にテーブ
ルを拡張しない］をクリックすれば、
再度同じ操作をしたときにテーブルが
自動拡張されなくなります。ここでは
設定を変更しないので［オートコレク
トのオプション］ボタンをクリックせ
ずに操作を進めましょう。別の操作を
すると［オートコレクトのオプション］
ボタンは自動で非表示になります。

セルの右下に表示される
ボタンは何？

3件目のデータを入力する3
テーブルは広がらず、セルB6が
アクティブセルになった

❶セルB6に「3」と入力

自動的にテーブルが広がり、セル
C6がアクティブセルになった

❸セルC6～Ⅰ6に残りの
データを入力

❷tキーを押す

2件目のデータを入力する2
自動的にテーブルが広がり、セルB5が
アクティブセルになった

❸セルC5～Ⅰ5
にデータを入力

❹vキー
を押す

セルにデータを入力し、tキーを押して
右のセルに続けてデータを入力する

❶セルB5に
「2」と入力

❷tキーを
押す

※詳しくは2ページへ
一部のレッスンには、解説手順を見られ
る動画を用意。画面の動きがそのまま見
られるので、より理解が深まります。動
画を見るにはスマートフォンでQRコー
ドを読み取るか、以下のURLにアクセス
してください。

https://dekiru.net/exceldb2016/

動画一覧ページを
チェック！

動画だから分かりやすい！

詳しくは……
16ページをチェック！

詳しくは……
316ページをチェック！



まえがき
　オフィスにパソコンが普及し始めてから相当な期間が経った現在、すでに社内には相当量のデー
タが蓄積されてきています。さらにはインターネットの普及でさまざまなデータが手に入りやすく
なるなどの状況を受けて、「ビッグデータ」という言葉が注目されるなど、「データベース」を活用
する機運が非常に高まっています。
　ただ、「データベース」と聞くと、「何だか難しそう」という印象を持つ方も多いかもしれません。
確かに「レコード」や「フィールド」といった概念的な用語が出てくるので、取っつきにくさを感
じることもあるでしょう。しかし、「データベース」は決して難しくありません。Excelを使ってい
るなら、これまで作っていた住所録や売上表などと、それほど違いはないのです。これまで、単な
る「表」として利用していたデータが、そのまま「データベース」として使える場合もあります。
必要なのは、Excelでデータベースとして扱うためのルールをほんの少し知るだけです。
　「データベース」という概念を知ることで、これからの表作りが変わり、作業効率がアップするこ
とが少なくありません。例えば、「住所録」を作成するとき、A4用紙に印刷した際に見やすいように、
2行で1件分のデータを入力してレイアウトするというケースを見かけます。ところが、こうした表
はデータベースとして利用できないため、特定のデータを探すのに手間取ったり、このデータをほ
かに活用するのが難しくなったりします。元のデータがデータベース形式ではないために、集計を
行うのに難しい関数を入力しなければならなくなり、余計な労力と時間がかかるケースが非常に多
いのです。このような場合も、「Excelでデータベースを扱う」という視点を持つだけで、Excelを
活用するスキルが数段上がるのは、間違いありません。
　ところが、それらのデータをいざ活用するという段になって、思うように利用できないケースが
よくあります。これは、Webページのデータがうまく貼り付けられなかったり、CSV形式で受け取
ったデータが正しく読み込めなかったり、そもそも元のデータそのものが適切な形式で入力されて
いなかったりするなど、さまざまな問題が考えられます。そこで、本書ではこれらのデータを問題
なく活用できるようにする方法の解説に数多くのページを割きました。もちろん、蓄積されたデー
タベースを効率よく活用する方法も具体的に紹介し、さらに効率よくデータベースを扱うことがで
きるようになるために、マクロの利用方法を紹介しています。

　昨今では、「ビッグデータの処理にExcelは向かない」というような意見も聞きますが、私はむし
ろ逆だと考えています。基幹システムなどで蓄積された膨大なデータから、必要なデータだけを
Excelで取り込み、使い慣れたExcelの機能で、集計や分析などを素早く行う。このような使い方が、
よりいっそう広まっていくのではないでしょうか。それらを行うためのエッセンスのすべてが、こ
の本に詰まっています。本書を活用していただくことで、皆さんがより上手にデータを活用できる
ようになることを願っています。

2016年3月　早坂清志
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公的機関のデータは著作権などを気に
せず安心して利用できます。ただし、
データの利用範囲や利用に関する注意
点などについてはWebページをよく確
認してください。このレッスンでは、
気象庁のWebページを表示して、
2015年5月の日ごとのデータを取得し
ていますが、日ごとだけではなく、年
ごと、3カ月ごと、時間ごとなどのデー
タも表示できます。

さまざまな区分で
気象データを
ダウンロードできる

関連レッスン

▶レッスン 14
ほかのブックのデータを
利用するには ································ p.70

▶レッスン 15
ほかのブックからワークシートを
コピーするには ····························· p.74

Webページのデータを表形式で
貼り付けて活用しよう
インターネット上には、さまざまなデータが存在します。元データ
の信ぴょう性や著作権などに注意しなければならないものの、これ
らのデータを有効に活用しない手はありません。表形式になってい
るデータならExcelに貼り付けることで、すぐに活用できますが、
Webページの表はさまざまな方法で作られています。また、Web
ブラウザーによっても動作が異なるため、Webページの表をその
ままExcelに貼り付けても、複数列のデータが1つのセルに入って
しまうなど、うまく行かないことがあります。
WebページをうまくExcelで活用するコツは、新規シートを用意し
て［貼り付け］と［貼り付け先の書式に合わせる］のオプションの
両方を試してみることです。どちらで貼り付けた方が、後の加工作
業が楽になるかどうかで貼り付け方法を変えましょう。

Webページからのコピー、貼り付け

Webページのデータを
利用するには16

Before

気象庁のWebページにある
表のデータを利用する

After

降水量と最高気温のデータだけを
コピーして、売り上げとの相関関
係を表せる

気象庁のWebページを開く1
ここではMicrosoft Edgeで気象庁の
Webページを表示する

Microsoft Edgeが
起動した

❶［Microsoft Edge］を
クリック

❷ここをクリックして
右のURLを入力

▼気象庁のWebページ
http://www.jma.go.jp/

レッスンで使う練習用ファイル
Webページからのコピー、
貼り付け.xlsx

キーワード
区切り位置 p.305
フィールド p.309

c＋C ·············コピー
c＋V ·············貼り付け

ショートカットキー

気象庁のデータの場合、雨が降らなかった日は「降水量」
に「--」と表示されています。このままのデータをグラフ
にすると、「--」は数値のゼロと見なされるので、データ
を折れ線などのグラフにしたい場合に、折れ線が横軸に
くっついてしまいます。このようなときは、セルに「#N/

A」と入力するといいでしょう。データを「#N/A」値に
すると、折れ線グラフではこの数値を無視して、次のデー
タまで線をまっすぐに描くようになります。なお、「#N/A」
とは、「Not Available」の略で、「入手不可」や「利用不可」
という意味です。

テクニック グラフ化するときは不明なデータを「#N/A」にしよう

降水量の測定ができなかった日の
データを「#N/A」に変更する

❸ほかのセルにも
「=NA（）」を入力

❶ここを
クリック

❷「=NA()」と
入力

フィールドのデータ形式の設定を間
違った場合、もう一度目的のフィール
ドをクリックして、データ形式を選択
し直します。

間違った場合は？

左ページのつめでは、
章タイトルで
ページを探せます。

本書は、大きな画面で操作の流れを紙面に再現して、丁寧に操作を解説しています。初めての人でも
迷わず進められ、操作をしながら必要な知識や操作を学べるように構成されています。レッスンの最
初のページで、「解説」と「Before・After」の画面と合わせてレッスン概要を詳しく解説している
ので、レッスン内容をひと目で把握できます。

関連レッスン
関連レッスンを紹介しています。関連レッスンを
通して読むと、同じテーマを効果的に学べます。

対応バージョン
レッスンの内容が、Excelのどのバージョ
ンに対応しているか確認できます。

解説

図解

操作の要点やレッスンの概要
を解説します。解説を読むだ
けでレッスンの目的と内容、
操作イメージが分かります。

レッスンで使用する練習用
ファイルの「Before」（操作前）
と「After」（操作後）の画面
のほか、レッスンの目的と内
容を紹介しています。レッス
ンで学ぶ操作や機能の概要が
ひと目で分かります。

レッスンで使用するExcelの
ファイル名を明記しています。
練習用ファイルのダウンロー
ド方法については、12ページ
を参照してください。

練習用ファイル
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気象庁のWebページを表示して、
2015年5月の日ごとのデータを取得し
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気象データを
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利用するには ································ p.70
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Webページのデータを表形式で
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の信ぴょう性や著作権などに注意しなければならないものの、これ
らのデータを有効に活用しない手はありません。表形式になってい
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ここではMicrosoft Edgeで気象庁の
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すると、折れ線グラフではこの数値を無視して、次のデー
タまで線をまっすぐに描くようになります。なお、「#N/A」
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テクニック グラフ化するときは不明なデータを「#N/A」にしよう

降水量の測定ができなかった日の
データを「#N/A」に変更する

❸ほかのセルにも
「=NA（）」を入力
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フィールドのデータ形式の設定を間
違った場合、もう一度目的のフィール
ドをクリックして、データ形式を選択
し直します。

間違った場合は？

※ここに掲載している紙面はイメージです。実際のレッスンページとは異なります。

手  順

右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。

手順見出し
「○○を表示する」など、1つの手順ごとに内容の見
出しを付けています。番号順に読み進めてください。

解説
操作の前提や意味、操作結果
に関して解説しています。

操作説明
「○○をクリック」など、それぞ
れの手順での実際の操作です。
番号順に操作してください。

必要な手順を、すべての画面と
操作を掲載して解説しています。

レッスン
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公的機関のデータは著作権などを気に
せず安心して利用できます。ただし、
データの利用範囲や利用に関する注意
点などについてはWebページをよく確
認してください。このレッスンでは、
気象庁のWebページを表示して、
2015年5月の日ごとのデータを取得し
ていますが、日ごとだけではなく、年
ごと、3カ月ごと、時間ごとなどのデー
タも表示できます。

さまざまな区分で
気象データを
ダウンロードできる

関連レッスン

▶レッスン 14
ほかのブックのデータを
利用するには ································ p.70

▶レッスン 15
ほかのブックからワークシートを
コピーするには ····························· p.74

Webページのデータを表形式で
貼り付けて活用しよう
インターネット上には、さまざまなデータが存在します。元データ
の信ぴょう性や著作権などに注意しなければならないものの、これ
らのデータを有効に活用しない手はありません。表形式になってい
るデータならExcelに貼り付けることで、すぐに活用できますが、
Webページの表はさまざまな方法で作られています。また、Web
ブラウザーによっても動作が異なるため、Webページの表をその
ままExcelに貼り付けても、複数列のデータが1つのセルに入って
しまうなど、うまく行かないことがあります。
WebページをうまくExcelで活用するコツは、新規シートを用意し
て［貼り付け］と［貼り付け先の書式に合わせる］のオプションの
両方を試してみることです。どちらで貼り付けた方が、後の加工作
業が楽になるかどうかで貼り付け方法を変えましょう。

Webページからのコピー、貼り付け

Webページのデータを
利用するには16

Before

気象庁のWebページにある
表のデータを利用する

After

降水量と最高気温のデータだけを
コピーして、売り上げとの相関関
係を表せる

気象庁のWebページを開く1
ここではMicrosoft Edgeで気象庁の
Webページを表示する

Microsoft Edgeが
起動した

❶［Microsoft Edge］を
クリック

❷ここをクリックして
右のURLを入力

▼気象庁のWebページ
http://www.jma.go.jp/

レッスンで使う練習用ファイル
Webページからのコピー、
貼り付け.xlsx

キーワード
区切り位置 p.305
フィールド p.309

c＋C ·············コピー
c＋V ·············貼り付け

ショートカットキー

気象庁のデータの場合、雨が降らなかった日は「降水量」
に「--」と表示されています。このままのデータをグラフ
にすると、「--」は数値のゼロと見なされるので、データ
を折れ線などのグラフにしたい場合に、折れ線が横軸に
くっついてしまいます。このようなときは、セルに「#N/

A」と入力するといいでしょう。データを「#N/A」値に
すると、折れ線グラフではこの数値を無視して、次のデー
タまで線をまっすぐに描くようになります。なお、「#N/A」
とは、「Not Available」の略で、「入手不可」や「利用不可」
という意味です。

テクニック グラフ化するときは不明なデータを「#N/A」にしよう

降水量の測定ができなかった日の
データを「#N/A」に変更する

❸ほかのセルにも
「=NA（）」を入力

❶ここを
クリック

❷「=NA()」と
入力

フィールドのデータ形式の設定を間
違った場合、もう一度目的のフィール
ドをクリックして、データ形式を選択
し直します。

間違った場合は？
HINT!

レッスンに関連したさまざま
な機能や、一歩進んだ使いこ
なしのテクニックなどを解説
しています。

テクニック
レッスンの内容を応用した、
ワンランク上の使いこなしワ
ザを解説しています。身に付
ければパソコンがより便利に
なります。

ショートカットキー
知っておくと何かと便利。複
数のキーを組み合わせて押す
だけで、簡単に操作できます。

キーワード
そのレッスンで覚えて
おきたい用語の一覧で
す。巻末の用語集の該
当ページも掲載してい
るので、意味もすぐに
調べられます。

間違った場合は？
手順の画面と違うときには、
まずここを見てください。操
作を間違った場合の対処法を
解説してあるので安心です。
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Excelをデータベースとして活用して
業務の効率化・改善に取り組もう！

Before
テーブル化していない表では、データの
検索や集計、分析を効率的に行えない

その1
納品書などの帳票データをデータベース化して
検索・集計・分析しやすくしたい

Excelは、「表計算」ソフトとして、今や仕事
になくてはならない存在になっています。と
ころが、「納品書を作成して印刷する」という
ように、単に「計算が便利な表作成ソフト」
として利用されているケースが多いようです。
昨今では、「ビッグデータ」という言葉が流行
しているように、データの収集や活用という
ことが重視されています。しかし、納品書の
ような形式のままでは、貴重なデータを十分
に生かすことができません。次ページでは、
「データベース」の概要とデータベースのメ
リットを紹介します。
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After

フィルター機能による絞り
込みで、目的のデータをす
ぐに抽出できる →第8章

関数やスパークラインという機能
を利用して、集計結果を分かりや
すくまとめられる →第5章

「データベース」と言うと難しそうですが、Excelでは
簡単なルールを守りながら一覧表の形式で入力するだ
けで、表を「データベース」として利用できるように
なります。データをデータベース化すれば、商品の売

り上げが多い日だけを調べたり、商品ごとの集計表を
あっという間に作成したりすることができるようにな
ります。さらに、売り上げの傾向なども分析して、そ
の結果を簡単に見やすく視覚化できます。

ピボットテーブルを利用
して、多角的にデータを
分析できる →第11章

１．複雑な数式を利用しなくても、簡単に集計できる

2．目的のデータをすぐに探せるようになる

3．過去のデータを分析して、傾向などを分析できる

こんなことができるようになる！
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その2

基幹システムのデータをExcelで利用したい

中規模クラスの企業では、売り上げなどの重
要なデータを専用の基幹システムで扱う場合
もあります。基幹システムは信頼性が高いで
すが、小回りが効きません。宝となるせっか
くのデータが「あらかじめ決められた形式で
しか出力できない」というケースが多いもの
です。しかし、CSVというデータ形式でなら
出力できる場合が多く、Excelでも読み込めま
す。Excelがインストールされたパソコンがあ
れば、自分なりの視点でデータの集計や分析
が気軽にできるようになります。

Before

After

CSVファイルをExcelに
取り込み、Excelで集計や
分析ができる →第4章

１．CSV形式のデータなら、Excelで開くことができる

２．“0”始まりのデータでも、元データの表記を崩さずに取り込める

３．Excelで読み込めば、自由に集計や分析ができる

こんなことができるようになる！
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その3

大量のデータをまとめて編集・整形したい

せっかく集めたデータも、データの表記が統
一されていなかったり、余計な文字まで入力
されていたりと、そのままでは利用できない
ことが多いものです。そのような場合でも、
Excelの置換機能や文字列関数を利用するこ
とで、再入力する必要がなく、データを適切
な形に統一できます。さらにマクロを利用す
れば、ファイルを開いてデータをコピーし、
ウィンドウを閉じるといった複数の操作を記
録して、クリック1つで複数の操作を自動で実
行できます。

After

Before

マクロで操作を記録すれば、
何ステップもの操作をワン
クリックで実行できる
 →第12章

１．置換の機能を利用すれば、表記揺れなどを簡単に統一できる

２．関数で文字列の変換や結合、条件による集計ができる

３．マクロを利用すれば、作業の自動化を実現できる

こんなことができるようになる！
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本書では、レッスンの操作をすぐに試せる無料の練習用ファイルを用意しています。Excel 2016/2013/2010/
2007の初期設定では、ダウンロードした練習用ファイルを開くと、保護ビューで表示される仕様になってい
ます。本書の練習用ファイルは安全ですが、練習用ファイルを開くときは以下の手順で操作してください。

練習用ファイルの使い方

▼	練習用ファイルのダウンロードページ
http://book.impress.co.jp/books/1115101126

Excel 2016/2013/2010/2007で は、イン タ ー
ネットを経由してダウンロードしたファイルを開く
と、保護ビューで表示されます。ウイルスやスパ
イウェアなど、セキュリティ上問題があるファイル
をすぐに開いてしまわないようにするためです。
ファイルの入手時に配布元をよく確認して、安全
と判断できた場合は、［編集を有効にする］ボタン
をクリックしてください。［編集を有効にする］ボ
タンをクリックすると、次回以降同じファイルを開
いたときに保護ビューが表示されません。

何で警告が表示されるの？

フォルダーの内容が
表示された

❸開きたい練習用ファイルを
ダブルクリック

練習用ファイルをダウン
ロードして展開しておく

❶ファイルの保存場所を
選択

❷開きたい章番号の
フォルダーをダブル
クリック

練習用ファイルは、
章ごとにフォルダー
分けされている

ファイルを編集できる
状態になる

❹［編集を有効にする］を
クリック

練習用ファイルが保護
ビューで表示された

この状態では、ファイルを
編集できない

60

効
率
よ
く
デ
ー
タ
を
入
力
す
る

準
備
編 

第
3
章

レッスン

レッスンで使う練習用ファイル

選択リストの切り替え.xlsx

対応バージョン

20132016 2010 2007

関連レッスン

▶レッスン 9
入力モードを自動的に
切り替えるには ····························· p.44

▶レッスン 12
入力する値を一覧から
選択するには ································ p.56

選択リストの内容を切り替える
レッスン12では、［データの入力規則］ダイアログボックスを使って、
商品コードをリストに表示できるようにしました。選択リストを使
うと、リストの中から選択して入力できるようになるので、入力が
とても簡単になります。ところが、コードの選択肢が多いと、たく
さんの項目の中からスクロールして項目を探さなくてはいけなくな
るため、とたんに入力するのが面倒になってしまいます。そこでこ
こでは、「コピー用紙」「メディア」「事務機器」といった商品の「種
別」を選択すると、［コード］フィールドに、該当する商品コード
しか表示されないように設定してみましょう。選択リストを表示す
るには、レッスン12と同様に［データの入力規則］ダイアログボッ
クスを利用しますが、［データの入力規則］ダイアログボックスでは、
リストの内容を切り替えられません。そこで、ここでは「名前」と
INDIRECT関数を活用する方法を紹介します。

選択リストの切り替え

商品種別によって選択リストに
表示するコードを変更するには13

Before

After

キーワード
選択リスト p.307
データの入力規則 p.307
名前 p.308

リストは便利だが、
表示項目が多いと
選ぶのが面倒

「種別」に応じた商
品コードのみを表
示するように設定
すれば、選択の手
間が省ける

練習用ファイルを利用するレッスンに
は、練習用ファイルの名前が記載して
あります。



Excelは計算するためのソフトウェアだと思っていません
か？　しかし、Excelをデータベースとして利用すれば、
データの活用範囲が大きく広がります。この章では、
Excelの表をデータベースとして扱うための基本的な考え
方を紹介します。データベースの作成を始める前に、まず、
この章を読み進めてください。

●この章の内容
❶
❷
❸

データベースの特徴を知ろう················ 18
データベースの作り方を知ろう············· 20
データの種類を確認しよう···················· 22

第1章

Excelで効率的に
データを管理しよう
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レッスンで使う練習用ファイル
このレッスンには、
練習用ファイルがありません

関連レッスン

▶レッスン2
データベースの
作り方を知ろう······························ p.20

▶レッスン3
データの種類を確認しよう············ p.22

必要な情報がすぐに見つかる！ 活用できる！
「データベース」とは、目的のデータをたくさん集めて整理し、効率
よくデータを管理できるようにしたものです。例えば、「名刺」のデー
タを管理することを考えてみましょう。Excelにデータを入力すると
きに「データベース」を意識していないと、「見ため」を重視してペー
ジ1枚に収まるようにレイアウトしてしまいがちです。しかし、見た
めを重視して名刺のデータを入力してしまうと、必要なデータを検
索したり、複数の人が個別に管理している顧客の住所を1つにまとめ
る必要が出たときに、非常に手間がかかってしまいます。「データベー
ス」を意識し、表形式で名刺のデータを入力しておけば、「同じ会社
の人」を一瞬で探し出せる上、表形式のデータからあて名ラベルを
印刷するなど、1つのデータをさまざまな用途に活用できるようにな
るのです。

1
データベース

データベースの
特徴を知ろう

●データベースを使わない情報整理

きちんと整理していないと、目的の
名刺をすぐに探せない

データとして保存していても、データベース化して
いないと、必要な情報をすぐに探し出せない

対応バージョン

20132016 2010 2007
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1

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

データベースを専用に扱うソフトウェ
アには、Excelのほかに、Accessがあ
ります。ExcelとAccessとの一番大き
な違いは、扱えるデータ量の違いと考
えるといいでしょう。数十万件もの
データを扱うことが想定される場合
は、Accessなどのデータベースソフ
トを利用しましょう。Excelで入力した
データは、後からデータベースソフト
に移行できます。まずはExcelでデー
タの管理を始めてみて、限界が生じて
からデータベースソフトを利用すると
いう運用方針でも十分です。

データベースソフトとの
違いとは

住所録や集計表など、データをさまざま
な形に加工して出力できる

●データベースを使った情報整理

データベースがあれば、思い通り
にデータの抽出や集計を実行で
き、目的のデータを効率よく活用
できる
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レッスンで使う練習用ファイル
このレッスンには、
練習用ファイルがありません

ほかのブックやワークシートにある
データをコピーして利用する

データを集める3つの方法
データベースには、取引先の情報を管理する、商品の売り上げを集
計するなど、さまざまな目的がありますが、「データを集めて管理し、
必要な情報を利用する」ことは共通です。データを集める方法には、
データを手入力する方法、ほかのブックやワークシートからデータ
をコピーする方法、ほかのファイルからデータを取り込む方法の3
つがあることを覚えておきましょう。
ただし、データを手入力するときは、「株式会社大化事務機」と「（株）
大化事務機」などの名称や表記をそろえる必要があります。また、
ほかのブックやワークシート、ファイルからデータを集めるときに
は、文字種や半角文字、全角文字などが混在しないようにデータを
整えることも必要です。データを効率よく入力する方法については、
第3章以降で詳しく解説します。

関連レッスン

▶レッスン 8
同じデータを連続して
入力するには································· p.40

▶レッスン 14
ほかのブックのデータを
利用するには································· p.70

▶レッスン 18
CSV形式のデータを
Excelで利用するには····················· p.86

データの収集

データベースの
作り方を知ろう2

データベースとして利用できるように
ワークシートにデータを入力する

CSV形式のデータをExcelに
取り込んで利用する●完成したデータベース

対応バージョン

20132016 2010 2007
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2

デ
ー
タ
の
収
集

各データベースの間に空白行や空白列
を設ければ、1つのワークシートに複
数のデータベースを作成できますが、
「1つのワークシートには1つのデータ
ベース」という使い方にした方がデー
タを管理しやすくなります。
また、1つのデータベースとして扱え
るのは、1つのワークシートに入力さ
れているデータになります。売り上げ
のデータなどは、月ごとなどに別シー
トに分けるのではなく、1年分を1つの
ワークシートにまとめて入力しておく
と、集計時にデータの扱いが簡単にな
ります。

ワークシート1つに
1つのデータベースを
作成しよう

「フィールド」と「レコード」がデータベースの要！
データベースとは、行や列に入力したデータの集まりです。下の画
面にある「顧客住所録」のデータベースを見てください。個人情報
1件分のデータを1行で入力し、各フィールド（列）に「氏名」「郵
便番号」「住所」などの項目を一覧にしています。データベースでは、
1行のまとまりを「レコード」、1列のまとまりを「フィールド」と
呼びます。そして、先頭の1行目には、各フィールドの「フィール
ド名」（項目名）を入力します。この行のことを「フィールド行」
や「列見出し」と呼びます。これら全体のデータの集まりが「デー
タベース」となるので、それぞれの名称を覚えておきましょう。
なお、データベースのセル範囲のことをExcelでは「テーブル」と
呼びます。

◆テーブル
フィールドとレコードで構成される表形式のデータの一覧。
並べ替えや抽出など、データベースの操作に欠かせない機能
が用意されている

◆レコード
データベースに含まれる1件（行）のデータの集まり。
レコードの内容に対して抽出や集計を行う

◆フィールド行
各フィールドのフィールド名（項目名）を表す行。セルや文字列に
書式を設定してレコードと区別できるようにする

◆フィールド
管理する内容を表す1列のまとまり。1つのフィー
ルドには、同じ意味を持つデータを入力する
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練習用ファイルがありません

データの種類を何にするかが、とても大切
普段、データを入力するときに「データの種類」（データ型）の違
いについては、あまり意識していないかもしれません。なぜなら、
私たちには「100」でも「100円」でも、同じ「100」という量
を示していることが分かるからです。ところが、セルに「100円」
と入力すると、Excelは入力されたデータを「文字列」として扱い
ます。計算に利用できる「数値」と計算できない「文字列」とでは、
まったく別の種類のデータとなるのです。また、日付を
「20160401」と入力すると、Excelは「8けたの数値」と理解し
ます。「今月の売り上げを集計したい」というときに、日付の条件を
指定できないというトラブルは「データ型の違い」が原因です。デー
タベースを構築する前に下の画面と表を参考にして、データをどの
ような種類（データ型）として扱うのかを意識するようにしましょう。

関連レッスン

▶レッスン 4
テーブルを作成するには················ p.26

▶レッスン 11
セルの選択時にメッセージを
表示するには································· p.52

▶レッスン 14
ほかのブックのデータを
利用するには································· p.70

▶レッスン 42
期間内のレコードを
抽出するには······························· p.188

データ型

3 データの種類を
確認しよう

フィールドを利用する目的を
考えてデータ型を検討する

同じように見えるデータであっても、直接入力する値や
日付、計算に利用する数値など、さまざまな種類がある

フィールドの例 データ型 データ型を決める目安

No 数値型 レコードの番号を表す。並べ替えの基準にすることが多い。文字列型では正しく並べ替えができない

日付 日付型 期間を指定して集計するなど、日時の計算に利用するため、文字列型や数値型などは避ける

得意先 文字列型 全角文字や半角文字、英数字など、さまざまな文字種の入力が考えられるときは文字列型に設定する

コード 文字列型 全角文字や半角文字、英数字など、さまざまな文字種の入力が考えられるときは文字列型に設定する

商品名 文字列型 全角文字や半角文字、英数字など、さまざまな文字種の入力が考えられるときは文字列型に設定する

単価 数値型 数量と掛け合わせたり、平均値を求めたりするなど、数値計算に利用するときは数値型に設定する。通
貨記号やけた区切り文字はセルの書式を変更して設定する

数量 数値型 数値計算に利用するフィールドは数値型に設定する

金額 数値型 単価と同様に、集計などの数値計算に利用するフィールドには数値型を設定する。通貨記号やけた区切
り文字は、セルの書式を変更して設定する

●上のデータベースで利用しているフィールドとデータ型の例

c＋1··········［セルの書式設定］
ダイアログボックスの表示

ショートカットキー

対応バージョン

20132016 2010 2007
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セルの表示形式が［標準］のとき、「西
暦/月/日」の形式で「2016/4/1」と
入力すると、日付データとして入力さ
れると同時に［日付］の表示形式が自
動的に設定されます。Excelでは日付
を1900年1月1日を「1」として数える
「シリアル値」という連番で管理して、
表示形式によって日付として表示しま
す。日付を扱うときには、まず、この
点を理解しておきましょう。「シリアル
値」については、レッスン�のテクニッ
クで解説します。

日付とシリアル値の関係
データ型によってデータの表示や扱い方が変わる！
通常、セルに「001」と入力すると、「1」だけが表示されます。
これは、電卓で「0、0、1」とボタンを押しても、「1」となるの
と同じ理屈です。しかし、伝票番号などを「001」のように表示
したいこともあるでしょう。これをExcelで実現するには、2通り
の方法があります。1つは「1」という数値のまま、セルの表示形
式で「見ため」を変える方法です。見ためだけを変更するので、「何
番以降」というように数値の大きさで検索条件を指定できます。も
う1つが、「文字列」として入力する方法です。あらかじめセルの
表示形式を［文字列］に設定しておけば、セルに「001」と表示
できるようになります。ただし、「文字列」として扱われる数値は、
数値の大小で検索条件を指定しても正しい結果が求められないとき
があるのです。このように、同じデータを入力するときに、「『数値』
の方がいいのか『文字列』の方がいいのか」をあらかじめ考慮して
からデータ型を設定しましょう。

●データ型による表示の違い

◆数値型
「001」は「1」に
変換される

◆文字列型
「001」がそのまま
表示される

◆日付型
「001」が日付を表すシリアル値として
判断され、該当する日付が表示される

セルの表示形式を変更して、数値型の
データの先頭に「0」を付加する

❷c＋1キーを
押す

❶表示形式を設定する
セルを選択

●セルの表示形式の変更方法

［セルの書式設定］ダイアログ
ボックスが表示された

❸［表示形式］タブ
をクリック

❹［ユーザー定義］
をクリック

❺「000」
と入力

❻［OK］を
クリック

［サンプル］に「001」
と表示された

●セルの表示形式による見ための違い

数値型の場合、標準の表示形式
では「0」を先頭に付加できない

セルに表示形式を設定すれば、
見ためを「001」にできる

データは「1」のままなので、計算や
並べ替えの基準に利用できる
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この章のまとめ

Excelで作った名簿などで、一人分のデータ
を2行にレイアウトしているケースをよく見
かけます。きれいで見やすいのですが、その
ようなレイアウトの表は、そのままではデー
タベースとして利用できません。データの抽
出や並べ替えを行う際、Excelでは1行単位
のまとまりを基準にしているためです。「デ
ータベース」としてExcelを使うには、レッ
スン❷で解説したように、1件分のレコード
を1行に入力するのが基本です。商品の売り
上げを分析する集計表を作成したり、Word
と連携して住所録からあて名ラベルを印刷し
たりするためには、データベースを意識して
表を作成しましょう。

また、レッスン❷で紹介したデータを集める
3つの方法のように、ほんの「ひと工夫」で
データの入力が楽になります。データ型や表
示形式もデータの活用には欠かせません。
とはいっても、難しいことは何もありません。
ふりがなの有無やデータの重複をチェックす
るテクニックを使えば、大量のデータの入力
や加工が素早くできるようになります。第2
章以降では、データを「集める」「整える」「活
用する」ためのテクニックを紹介します。大
切なデータを十分に活用できるように、1つ
ずつ基本を理解して「データベース使い」を
目指しましょう!

●入力の基本を守れば、データベースは簡単！

データベースは
簡単に作れる！

「データベースの流儀」に合わせ
てデータを入力すれば、Excel
で大切なデータを活用できるよ
うになる



表形式のデータを
テーブルに変換する
この章では、データを1から入力し、並べ替えや抽出がし
やすくなるように、表を「テーブル」に変換します。テー
ブルとは、Excel 2007から用意されている機能で、デー
タベースを格段に使いやすくできるのが特長です。既存の
表やデータベースがすでにある場合も、まずはテーブルに
変換してみましょう。

●この章の内容
❹
❺
❻

テーブルを作成するには···········································26
テーブルのデザインを変更するには························30
テーブル名を変更するには·······································32

第2章
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レッスン

レッスンで使う練習用ファイル

テーブルの作成.xlsx

4 テーブルを作成するには

Before

テーブルの作成

データベースの一歩は「テーブル」から
レッスン❷で紹介したように、データベースを効率よく管理するた
めには、表記や文字種の統一といったテクニックが必要になります。
Excel 2016/2013/2010/2007でデータベースの機能を十分
に活用するために「テーブル」の機能を利用しましょう。表形式で
入力したデータをテーブルに変換すると、1行ごとに色が塗り分け
られてデータが見やすくなります。レコードの追加時は、自動的に
書式が適用され、必要な数式がコピーされるので、データ入力の手
間を軽減できます。また、「フィルター」の機能を利用して、条件
に合致するデータを瞬時に絞り込めるので便利です。

関連レッスン

▶レッスン 1
データベースの特徴を知ろう··········p.18

▶レッスン 2
データベースの
作り方を知ろう······························ p.20

▶レッスン 3
データの種類を確認しよう············ p.22

▶レッスン 6
テーブル名を変更するには············ p.32

フィールド 入力するセル 列幅の目安

No セルB3 4.5（41ピクセル）

会社名 セルC3 19.13（158ピクセル）

部署名 セルD3 8（69ピクセル）

役職名 セルE3 8（69ピクセル）

氏名 セルF3 11（93ピクセル）

郵便番号 セルG3 8.38（72ピクセル）

住所 セルH3 32.38（264ピクセル）

ビル名等 セルⅠ3 20（165ピクセル）

c＋T··············テーブルの作成

ショートカットキー

フィールド名を入力しただけでは
データベースの機能を使えない

After

テーブルに変換すると、「フィルター」などの
機能を使えるようになる

●このレッスンで作成するテーブルのフィールド
キーワード
データベース	 p.307
テーブル	 p.307
フィールド	 p.309

対応バージョン

20132016 2010 2007
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次のページに続く

表のタイトルを入力する1
練習用ファイル［テーブルの作成.xlsx］
を開いておく データベースの用途に応じて、必要に

なるフィールドを用意します。このと
き、全体の「通し番号」となるフィー
ルドを最初に用意しておきましょう。
例えば、［会社名］や［氏名］のフィー
ルドを基準に並べ替えを実行しても、
「通し番号」のフィールドを対象にす
ることで、いつでも入力順にデータを
並べ替えられるので便利です。この
レッスンの例では、手順2で入力して
いる［No］が通し番号のフィールドに
なります。

「通し番号」のフィールドを
用意しておく

手順2では、フィールド名の確定に
tキーを使っています。vキーを
使うと、データを入力している下のセ
ルがアクティブセルになりますが、
テーブルにフィールド名やデータを入
力するときはtキーの方が便利で
す。一番右端のフィールドにデータを
入力した後で、tキーを押すと、次
のレコードの先頭にアクティブセルが
移動します。詳しくは、レッスン❼を
参照してください。

tキーでデータの入力が
簡単に

❶セルB1を
クリック

❸vキーを2回
押す

❷「【得意先住所録】」
と入力

セルB3がアクティブ
セルになる

表をテーブルに変換する3
フィールド名を入力した
表をテーブルに変換する

表をテーブルに変換するので、フィールド名
が入力されているセルを選択する

❷［挿入］タブ
をクリック

❸［テーブル］
をクリック

❶セルB3を
クリック

No 会社名 部署名 役職名 氏名 郵便番号 住所 ビル名等

セルB1に表
のタイトルが
入力された

ここでは、［No］［会社名］［部署名］［役
職名］［氏名］［郵便番号］［住所］［ビ
ル名等］のフィールド名を入力する

フィールド名を入力する2

セルB3〜Ⅰ3にフィールド
名を入力する

❶「No」と
入力

❷tキー
を押す

セルB3にフィールド名が
入力された

❸前ページの表を参考に続けて
フィールド名を入力
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手順3のように、フィールド名を入力し
たセルを選択すると、手順4のように
テーブルに変換するセル範囲が自動的
に選択されます。すでにデータが入力
されている場合は、入力済みのレコー
ドを含めたセル範囲が選択されます。
点線で囲まれたセル範囲が意図と異な
る場合は、以下の手順でテーブルに変
換するデータ範囲を変更しましょう。

テーブルに変換する範囲を
変更するには

表をテーブルに変換すると、フィール
ド名の右側にフィルターボタン（ ）
が表示されます。フィルターボタンを
使えば、条件を指定して特定のレコー
ドだけを表示したり、データを並べ替
えたりすることができます。詳しくは、
第7章と第8章で解説します。

フィールド名の右に
表示されるボタンは何？

手順5で、［先頭行をテーブルの見出し
として使用する］のチェックマークを
付けずにテーブルを作成してしまった
ときは、［元に戻す］ボタン（ ）を
クリックして、手順3から操作をやり
直してください。

間違った場合は？

意図した範囲が選択されていない
ので選択範囲を変更する

B3〜Ⅰ3をドラッグして選択

意図した範囲を選択できた

テーブルに変換する範囲を確認する4
すべてのフィールド名が点線
で囲まれていることを確認

［テーブルの作成］ダイアログ
ボックスが表示された

点線で囲まれたセル範囲が絶対参照で
ここに表示される

セル範囲の選択を解除する6
表をテーブルに
変換できた

セルB3を
クリック

テーブルを作成する5
先頭行をテーブルのフィールド名
として利用する

❷［OK］をクリック

❶［先頭行をテーブルの見出し
として使用する］をクリックし
てチェックマークを付ける

注意	［先頭行をテーブルの見出し
として使用する］にチェックマー
クを付け忘れると、「列1」「列2」
のようなフィールド名が追加され
てしまうので、必ずチェックマー
クを付けるようにしてください
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例えば［部署名］と［役職名］など、
入力するデータの長さを同じにする
フィールドでは、同時に列幅を調整す
ると便利です。複数のフィールドを同
じ列幅にするときは、列番号をドラッ
グして複数の列を選択した状態で操作
しましょう。なお、列の境界にマウス
ポインターを合わせたままダブルク
リックすると、データの長さに応じて
自動的に列幅が調整されます。

フィールドの列幅を
簡単に調整するには

列の幅を調整する7
フィールドの内容に合わせて列の幅を調整する

❶B列とC列の境界にマウス
ポインターを合わせる

マウスポインター
の形が変わった

❷そのまま左に
ドラッグ

ドラッグ中に表示されるポップ
ヒントで列の幅を確認できる

テーブルの見ためを整える8

D列とE列が同じ列幅で
広がった

❶列番号D〜 Eを
ドラッグして選択

❷E列とF列の境界にマウス
ポインターを合わせる

❸そのまま右
にドラッグ

マウスポイ
ンターの形
が変わったフィールドの列幅を

調整できた
❶手順7を参考に、ほかの
フィールドの列幅を調整

フィールド名をセルの中央に配置する

フィールド名がセルの中央に
配置される

❸［ホーム］タブ
をクリック

❹［中央揃え］を
クリック

❷セルB3〜Ⅰ3を
ドラッグして選択

列幅は、［幅：4.50（41ピクセル)］の
ように表示されます。「4.50」はその
列幅で表示できるおおよその半角文字
数、「41ピクセル」は画面を表示する
点の最小単位を示しています。

列幅を示す単位について

列幅はぴったり正確にそろえなくても
構いません。26ページの表に表示され
ている数値を参考に、おおよその列幅
を設定してください。

列幅の調整は目安でOK
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レッスン

レッスンで使う練習用ファイル

テーブルスタイル.xlsx

5 テーブルのデザインを
変更するには
テーブルスタイル

好みに応じて配色を変更できる
テーブルに変換すると、初期設定ではセルに青系の色が塗られ、デー
タを入力していくと、1行ごとに見やすく色が塗り分けられます。
テーブルの作成時に設定される配色は、「テーブルスタイル」と呼
ばれています。テーブルスタイルにはさまざまな色や罫線の組み合
わせがあり、一度にテーブルのデザインを変更できます。また、テー
ブルスタイルは、テーブル全体の設定として適用されるので、後で
行を挿入または削除しても、書式が崩れたりすることはありません。
自分の好みに応じて配色を選びましょう。

「テーブルスタイル」を選ぶことで、テーブルの
デザインを簡単に変更できる

関連レッスン

▶レッスン 4
テーブルを作成するには················ p.26

▶レッスン 12
入力する値を一覧から
選択するには································· p.56

テーブルにデータを入力し
た後でも簡単にデザインを
変更できる

キーワード
テーブル	 p.307

対応バージョン

20132016 2010 2007
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テーブルスタイルの一覧を表示する1
ここでは、テーブルの
デザインを変更する

好みのスタイルを選択する2
ここでは、テーブルの見ためを
黒っぽいスタイルに変更する

スタイルにマウスポインターを合わせると、
一時的に設定後の状態が表示される

［テーブルスタイル（中間）15］を
クリック

❷［テーブルツール］の［デザイン］
タブをクリック

❶セルB3を
クリック

テーブルのデザインを変更できた3
テーブルのデザインが［テーブルスタイル
（中間）15］に変わった

［テーブルツール］の［デザイン］タ
ブには、［テーブルスタイルのオプショ
ン］の設定項目が用意されています。
例えば、このレッスンの練習用ファイ
ルで［最初の列］にチェックマークを
付けると、先頭列となるB列の色が変
わります。

先頭列や最終列に
色を付けるには

❶［テーブルツール］の［デザイン］
タブをクリック

❸［クイックスタイル］をクリック

❷［最初の列］をクリックして
チェックマークを付ける

Excel·2007から、ブック全体のフォン
トや配色などをまとめて設定する
「テーマ」という機能が搭載されまし
た。例えば、新しいブックを作成する
と［Office］というテーマが自動で適
用されます。［テーブルスタイル］の
一覧に表示される配色も、テーマに
沿った色なので、テーマを変更するこ
とで配色を変更できます。テーブルス
タイルの配色を変更するには、［ペー
ジレイアウト］タブの［配色］ボタン
をクリックして表示された一覧から配
色を選びましょう。
なお、Excel·2016/2013とExcel·2010·
/2007では、用意されている配色が若
干異なります。

テーブルスタイルの
一覧にない配色に
設定するには

最初の列の色が
変わった
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レッスンで使う練習用ファイル

テーブル名.xlsx

6 テーブル名を
変更するには
テーブル名

名前でセル範囲を参照できる
「テーブル名」とは、テーブル内のセル範囲を、分かりやすい名称
で参照できるようにする機能です。新規に作成したテーブルには、
テーブル名が自動的に付けられます。レッスン❹で作成したテーブ
ルにも、実は「テーブル1」という名前が付いています。これは、
Excelがテーブルを「データベース機能を持つ意味のあるデータの
集まり」と判断した結果です。テーブル名を使うことにより、デー
タの内容が明確になるばかりでなく、ほかのワークシートのセル範
囲を簡単に指定したり参照したりすることができます。このレッス
ンでは、「テーブル1」というテーブル名を「得意先一覧TBL」に
修正します。なお、テーブル名を使ったセル範囲の参照については、
レッスン⓬で詳しく解説しています。

「テーブル名」を使えば関数も分かりやすくなる
テーブル名を使うと、下の例のように引数のセル参照が簡単になり
ます。特に、「ワークシートを参照する数式の入力」が楽になります。
詳しくは、レッスン�を参照してください。

=IF(C3="","",VLOOKUP(C3,Sheet1!B3:H13,2,FALSE))

指定するセル範囲が
複雑で分かりにくい

=IF(C3="","",VLOOKUP(C3,得意先一覧TBL,2,FALSE))

「得意先一覧TBL」と入力するだけで、
特定のセル範囲を指定できる

［Sheet1］シートのセルB3〜H13に
「得意先一覧TBL」とテーブル名を付け
ておく

関連レッスン

▶レッスン 4
テーブルを作成するには················ p.26

▶レッスン 12
入力する値を一覧から
選択するには································· p.56

▶レッスン 29
コードの一覧から商品名や
単価を取り出すには····················· p.134

●テーブル名を利用しないときのセル参照

●テーブル名を利用したセル参照

キーワード
関数	 p.304
テーブル	 p.307
名前	 p.308
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