








「売上を伸ばしたい」「もっとお客様に来てほしい」「顧客満足度を上げたい」これ
らは、どの企業でも共通する課題といえます。

日常の業務で作成されるビジネスデータを、ただ蓄積していただけでは、顧客
のニーズを的確に把握したり経営戦略を策定することはできません。データは分析
して活用することで、はじめて価値を見出すことができます。本書では、データ分
析をExcelの機能を利用して行う簡単な手法とExcel VBAを使用して自動化する
方法を紹介しています。

たとえば次のような仕事を任された時、どのくらいの作業時間が必要でしょうか。

●重点的に販売する商品を見極めたいので、
　売上データを重要度別に分類してから色分けする
●業務改善につなげるために、Webサイトの訪問者から、
　売上に結びつくカテゴリーがひと目でわかるグラフを作成する
●アンケートを集計してその結果をA4 1枚の報告書にまとめてから印刷する

これらの作業を手作業ではなくExcel VBAを使用することで、処理を自動化し
て劇的に作業時間を短縮することができます。
VBAはプログラムを少しずつ書いては動作確認をしながら進められる構成なの

で、初めての方でも無理なく確実に習得できます。

すべてのExcelユーザーに幅広くご活用いただき、さまざまなビジネスシーンで
お役に立てれば、これほど嬉しいことはありません。

川上 恭子
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サンプルサイトを開くためのブラウザーを起動します。Windows 8では、スタート画面で［Internet Explorer］
のタイルをクリックします❶。Windows 7では、画面左下にある［スタート］ボタンをクリックし❷、［Internet 
Explorer］を選択します❸。

ブラウザーの、URLを入力する部分をクリックします❹。
下記のURLを入力し、 キーを押します❺。

ブラウザーを起動する

URLを入力する

解凍したファイルを開く際には、本書18ページ「開
発タブを表示する」と、31ページ「マクロを含む
ブックを開く」を参照して、開いてください。

ファイル開く際の注意

サンプルデータの使い方

http://book.mynavi.jp/support/bookmook/
vba_bunseki/

URL

1

2

4

 サンプルサイトが表示されたら、［サンプルデータをダウ
ンロード］をクリックするとダウンロードに進みます❻。初
めてダウンロードする場合は、［解説ページ］をクリックし
てダウンロード方法と解凍方法を確認してください❼。

ダウンロードする3

❼ ここをクリック
して操作を確認

❻ここをクリック
してダウンロード

❶Windows 
8ではここを
クリック

❸ ここを選択

❷ Windows 7で
はここをクリック

❺ URLを入力し、
キーを押す

❹ここをクリック
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Introduction データ分析のかんたん自動化に挑戦しよう！
01-01 マクロを利用する
01-02 マクロを実行する
01-03 マクロの保存とセキュリティ

CHAPTER

1

マクロを利用して
作業を自動化する



ビジネスのあらゆる場面に数値データがあふれています。ではその数値データを分析するとなると、どうやって扱って
いいのかわからないという声が聞こえてきます。せっかく年月をかけて蓄積したデータを活用しきれていないのは実に
もったいない話です。本書を通して膨大なビジネスデータを効率よく分析したり、視覚化する方法を習得できます。
データ分析についての説明はもちろんのこと、「データ分析ここがツボ！」として分析結果のコメントも記しているので
理解を深めながら読み進められます。

多くのビジネスデータはExcelを利用して管理していることが多いと思います。データを並べ替えたり、条件に合致し
たデータを抽出したりするデータベース機能やデータの集計等を駆使したり、時にはグラフを作成してデータを可視
化する場合もあるでしょう。マクロが使えるようになると、マウスやキーボードで数時間もかかる操作が、わずか数秒
か数分でできてしまいます。こんな便利な機能を使わない手はありません。マクロを使用してデータ分析をする一連
の操作を自動化してしまおうという欲張りなテーマが本書の目玉です。

本書では、データ分析の方法を説明しながら、マクロを使用してデータ分析を自動化して
アウトプットを作成するまでを丁寧に解説しています。マクロもデータ分析も
初心者という方に配慮してSTEPを追って操作ができるように書かれています。

データはあるのに分析しないのは宝の持ちぐされ

データ分析を自動化しよう

データはたくさん
あるけど・・・

データ分析を
マクロでやると便利！

分析するのって
どうすればいいの?

仕事の時間が短縮されて、
その分ほかのことができる

データ分析の
かんたん自動化に挑戦しよう!

CHAPTER 1
Introduction
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ERROR

現状の分析ができたら、提案をして最終的には意思決定につなげるという重要な目的があります。そのためには“人に
見せる”ものを作成する必要があります。
データを分析して結果を出したら、報告書や提案書のかたちにしてまとめなければなりません。つまり表現して伝えな
ければ無意味になってしまいます。人に見せることを意識したデータを作成するのに時間をかけている場合がほとん
どではないでしょうか。分析結果を報告書にして印刷するまでをマクロを使用して自動化すれば仕事の効率化が図れ
ます。

より実践的な現場で役に立つようにわかりやすいサンプルデータを使用しているので、データ分析を理解しながら、マ
クロのこともわかるように解説しています。また、マクロ初心者にもわかりやすいようにプログラム1行ずつに対応す
る説明を付けました。
プログラムの知識が無くても、ほとんどの操作は「マクロの記録」という機能で簡単に自動化できます。しかし、グラフ
の作成などはプログラムの内容を少し理解する必要があります。何故エラーになるのか等にも触れていますので、ど
なたでも最後までくじけずにゴールできます。

分析結果は”見せる”もの

プログラムで挫折しないしかけ

提案資料に使うから
わかりやすくまとめて

印刷して

うまくいかなくて、
エラーばかりだ。
もうくじけそう…

マクロを使って
自動化しているので、
すぐにできたの

順を追ってやったら
できた！

今からですか？
かなり時間がかかります

プログラムを作る工程が
わかりやすい

マクロを使うと

STEPごとに進むと

C
H

A
P

TER
 1

マ
ク
ロ
を
利
用
し
て
作
業
を
自
動
化
す
る

015



■インストールの必要がない
Excelのマクロ機能は標準で備わっています。そのため、わざわざソフトをインストールすることなく使用できます。

■同じ作業を繰り返し行う場合
たとえば、大量のデータを抽出してグラフに表すなど、データの内容が変わっても、作業は同じ場合など、何度も繰り
返し行う作業は、その手作業で行う流れをマクロとして記録しておけば作業の効率が格段にアップします。

■ミスを減らす
人間が行う作業には、ミスがつきものです。大量のデータを並べ替えたり集計したりする場合や複数の細かい作業が
ある場合など、思わぬ間違いを起こすことがあります。ミスが起これば当然思うような結果は得られません。一度マク
ロに記録した操作は、確実に実行されるので、人為的ミスは決して起こりません。

■誰がやっても同じ結果
Excelに不慣れな人であっても、マクロとして記録した作業を実行すれば正確な処理ができます。どのような人が行っ
ても間違いが起きなければ、やり直しの手間が省けて時間を効率よく使えます。

Excelのマクロの機能を利用すると、さまざまな操作を自動的に実行することができます。
キーボードやマウスで行う操作や、複雑な処理などをあらかじめマクロとして登録しておき、必要なときに
呼び出して実行します。マクロを利用して作業を自動化すると、さまざまな場面でメリットが生まれます。

マクロを利用するCHAPTER 1
01-01

マクロを利用するメリット

毎日行う作業 マクロを使用すると

処理の速さが向上

省力化
仕事の効率が向上

作業時間短縮

劇的に
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Excelどのような操作を自動的に実行したい内容を、あらかじめ考えておきます。操作の内容が固まったら、一連の操
作を確認してからマクロを記録します。マクロの記録が開始されると、間違った操作も記録されてしまうので注意が必
要です。

記録したマクロは、あとから確認したり修正することができます。また、マクロを作成するには、このほかにプログラム
のコードを直接書いて作る方法もあります。詳しくはCHAPTER 2で解説しています。

マクロの記録をするデータを準備します。
マクロの作成や編集に必要な［開発］タブを表示します。
マクロを記録する手順を確認します。

マクロの記録を開始します。

マクロに記録する操作を行います。
※この操作がすべて記録されるので、操作を間違えないように注意します。

マクロの記録を終了します。

マクロの開始から終了までの操作が、マクロとして記録され
ました。

マクロを記録する流れ

記録の準備

マクロの記録を開始

マクロに記録する操作の実行

マクロの記録を終了

操作した内容がマクロとして記録
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マクロを記録したり編集したりするためには［開発］タブにあるボタンを利用します。初期設定では［開発］
タブが表示されていないので、マクロを利用する前に［開発］タブを表示します。

［開発］タブを表示する

❶［ファイル］タブをクリックし、
❷［オプション］をクリックします。

❸［リボンのユーザー設定］をクリックし、
❹［開発］にチェックを入れて、
❺［OK］をクリックします。

❻［開発］タブが表示されるので、クリックしてリボンを表
示します。

マクロの機能はExcelにはじめから備わっ
ている機能です。インストールなどの必要はありま
せん。

［表示］タブの［マクロ］ボタンをクリックしても、 
マクロの記録など一部の機能を実行できます。

Excelのマクロ機能

［表示］タブからも
マクロを記録できる

STEP
1

●❷

●❸ 

●❹

●❺

●❻

HINT

HINT

サンプル 01-01
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［マクロの記録］機能を利用して、担当者の売上合計の多い順に並べ替える操作を「売上の多い順」という
マクロ名を付けて記録します。

一連の操作をマクロで記録する

❶［開発］タブをクリックして、
❷［マクロの記録］をクリックします。

❸［マクロの記録］ダイアログボックスが表示されるので、
❹［マクロ名］の文字を削除して「売上の多い順」と入力し
ます。
❺［OK］をクリックします。

❻表中の任意にセルを選択して、
❼［データ］タブをクリックし、
❽［並べ替え］をクリックします。

［マクロの記録］ダイアログボックスの
［OK］をクリックすると［マクロの記録］ボタンは
［記録終了］ボタンに変わります。［マクロの記録］
をクリックした直後の操作から［記録終了］ボタンを
クリックするまでがマクロとして記録されます。

マクロの記録

ステータスバーのボタン
［開発］タブを表示すると［マクロの

記録］ボタンや［記録終了］ボタンはステータ
スバーにも表示されます。このボタンをクリッ
クしてもマクロの記録と終了が可能です。
❶［記録開始］
❷［記録終了］

STEP
2

HINT

HINT

●❶ 

●❷ 

●❷ 
●❶ 

●❸ 

●❹ 

●❺ 

●❻ 

●❼ 

●❽ 
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❾［並べ替え］ダイアログボックスが表示されるので、
10［最優先されるキー］は「売上合計」を選択します。
11［順序］は［降順］を選択します。
12［OK］をクリックします。

13売上合計の金額が多い順に並べ替わったことを確認
します。
14［開発］タブをクリックして、
15［記録終了］ボタンをクリックします。

［マクロの記録］ダイアログボックスの［説明］ボックス
には、マクロに記録する操作の内容などを入力します。入力した
内容はコメントとして記録されます。また、説明は省略すること
が可能です。
❶［マクロ名］は初期設定で「Macro1」「Macro2」などの名前
が付けられています。
❷［説明］に入力した内容はコメントとして保存されます。

マクロの説明

［並べ替え］ダイアログボックスの［先頭行
をデータの見出しとして使用する］にチェックを付
けると、先頭の行を列見出しとして判断して並べ替
える行から除外されます。

フィールドを見出しにする

ひらがな、カタカナ、漢字のいずれかでな
ければなりません。先頭に数字は利用できませんの
で注意が必要です。また「_（アンダースコア）」以
外の記号や空白を含めることもできません。

マクロ名を付けるルール

POINT

●10 ●11 

●12 

●15 ●14 

●13

●❾ 

HINT

POINT

●❷ 

●❶
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❶［最優先されるキー］は「社員ID」を選択し
ます。
❷［順序］は［昇順］を選択します。
❸［OK］をクリックします。

❶［はい］をクリックすると、これから記録する
マクロに置き換えられます。

マクロで並べ替えたデータは、［元に戻す］ボタンをクリックしても戻すことができません。並べ替えを行うデータには
元に戻すことを考慮してあらかじめ連番などを挿入しておくといいでしょう。
社員IDの順に並べ替える操作をマクロに記録します。
［データ］タブの［並べ替え］をクリックして、以下のようなダイアログボックスを表示します。

マクロに記録する操作を間違えた場合は［開発］タブの［記録終了］ボタンをクリックして、一旦記録を終了してから、
もう一度はじめからマクロを記録します。このとき同じマクロ名を付けると、既存のマクロと置き換えるかどうか確認す
るダイアログボックスが表示されます。

［マクロの記録］ダイアログボックスの［マクロの保存先］は、［作業中のブック］と［個人用マクロブック］、［新しいブック］
を選択できます。

［元に戻す］操作ができない

マクロの記録中に操作を間違えたら

マクロの保存先

マクロの保存先

作業中のブック
現在使用しているブックにマクロが保存されます。
マクロを保存したブックを開いているときにマクロ
を利用することができます。

個人用マクロブック
Excelを起動すると自動的に開かれます。どのブッ
クを開いているときにでも利用することができます。

新しいブック
新規ブックを作成してそのブックにマクロが保存さ
れます。

●❶ ●❷ 

●❸ 

●●❶ 
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記録したマクロを実行する方法はいくつかあります。［マクロ］ダイアログボックスを利用する方法や
ショートカットキー、クイックアクセスツールバー、また、ボタンを作成して
マクロを割り付ける方法などがあります。

マクロを実行する01-02
CHAPTER 1

記録したマクロを実行して、正しく動くかどうか結果を確認します。ここでは、［売上の多い順］のマクロを
実行して表のデータを並べ替えてから、［社員ID順］のマクロを実行して並べ替えを元に戻します。

［マクロ］ダイアログボックスからマクロを実行する

❶［開発］タブの［マクロ］ボタンをクリックします。

❷［マクロ］ダイアログボックスが表示されるので、
❸「売上の多い順」を選択して、
❹［実行］をクリックします。

❺売上金額の多い順にデータが並べ替えられました。

開いたファイルのメッセージバーに［セキュ
リティ警告］が表示された場合は［コンテンツの有
効化］をクリックしてマクロを有効にします。詳細は
P.30を参照してください。

マクロを有効にする

A + *キーを押しても、［マクロ］ダイアログ
ボックスを表示することができます。

ショートカットキーから［マクロ］
ダイアログボックスを表示する

STEP
1

POINT

●❷ 

●❸ 

●❺ 

●❹ 

●❶ 

サンプル 01-02

HINT
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❻［開発］タブの［マクロ］ボタンをクリックします。

❼［マクロ］ダイアログボックスが表示されるので、
❽「社員ID順」を選択して、
❾［実行］をクリックします。

10社員IDの順に並べ替えられて、データが元の順番に戻
りました。

一度記録したマクロは何度でも呼び出し
て実行することが可能です。頻繁に行う操作は、マ
クロに記録しておくと業務の時間短縮ができます。
また、正確に実行されるのでミスが起きないという
メリットもあります。さまざまな業務をマクロに記録
して作業の効率を高めることが可能です。

マクロは何度でも実行できる

［マクロ］ダイアログボックスのマクロ名を
ダブルクリックしても、マクロを実行できます。

ダブルクリックで実行する

POINT

HINT

●❻ 

●❼ 

●❽ 
●❾ 

●10 
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記録したマクロをショートカットキーに割り当てて実行することができます。ここでは［売上の多い順］のマ
クロをショートカットキーD + d に割り当てます。

ショートカットキーからマクロを実行する

❶［開発］タブの［マクロ］ボタンをクリックして、［マクロ］ダ
イアログボックスを表示します。
❷ショートカットキーに割り当てるマクロを選択して、
❸［オプション］をクリックします。

❹［マクロオプション］ダイアログボックスが表示されます。
❺ショートカットキーを入力して、
❻［OK］をクリックします。
❼［マクロ］ダイアログボックスの［閉じる］ボタン を
クリックします。

❽設定したショートカットキー（ここではD + d）を押
すと、
❾マクロが実行されて売上金額の多い順にデータが並
べ替わります。

マクロを記録するときに表示される［マ
クロの記録］ダイアログボックスからショートカット
キーを設定することもできます。

マクロの記録時に指定する

STEP
2

●❷ 

●❸ 

●❺ 

●❻

●❾ 

HINT

●❶ 

●❹ 
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試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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劇 的 にプレゼンが 変 わ る!
目からウロコのテクニックが満載
ちょっとしたPowerPointのテクニックで、いつものプレゼ
ンが劇的に変わります。たとえばスライドがゴチャゴチャし
ている場合、「4分割は魔法のレイアウト! 4つに区切れば
必ずスッキリする」のように、本書は“今日から使える”75
個ものテクニックを紹介。スライドデザイン／文字／色使
い／表／グラフ／図解／写真・イラスト／動き／プレゼン
本番のカテゴリで、それぞれ使えるテクニック・押さえてお
くべきポイントを解説します。

魅せるPowerPoint
テクニック

マイナビ出版
野々山美紀（著者）
240 ページ
価格：2,138 円（PDF）

プレゼン
テーション

企画立案やスライド作成など、
ブレゼンを行う前に検討すべきポイントを解説

Excelの機能をフル活用して効率
化＆高速化！
請求書を発行したり、売上管理を行ったりと、仕事のさま
ざまなシーンで使うエクセルは、煩雑で時間がかかる作業
が多いもの。でもエクセルには、そうした面倒な作業を効
率化する機能がたくさん用意されているのです。本書は「複
数シートを別々に作業するのが大変」「表の体裁をすばや
く整えてスッキリ見せる」「ピボットテーブルでパパッと集計
する」などのシーンに分けて、身につければ作業時間を減ら
せる時短テクを解説します。

テキパキこなす！ 
ゼッタイ定時に帰る 
エクセルの時短テク121 
インプレス
尾崎裕子・タトラエディット（著者）
128 ページ
価格：972 円（PDF）

表計算・
ワープロソフト

すぐに試したい
時短テクニック

を

数多く用意。面
倒な作業を

効率化しよう

とっつきやすいイラストで、読み手の理解をサポート!

スライド作りの
カギは、

レイアウト、カ
ラーリング、

図解作成



資料の見栄えがアップ ! 
幅広く役立つWord 解説書
表計算・
ワープロソフト

Excelデータ分析の手法を
わかりやすく解説 !

表計算・
ワープロソフト

広告のプロが明かす
プレゼンが“通る”理由
プレゼン
テーション

Access 2016を初歩から
幅広く理解できる1冊 !

初心者にもわかりやすく
Access VBAを網羅的に説明

Access・
FileMaker
ほか

複雑な計算はExcel 任せ !
実務に統計の手法を活かす
表計算・
ワープロソフト

速効 !ポケットマニュアル
 Word 基本ワザ＆仕事ワザ
2016＆2013＆2010＆2007

Word を使い、いかにして相手に伝わる文書にす
るか、魅せるデザインに仕上げるか……。それに
はセンスが必要に思われるかもしれませんが、実
はちょっとしたコツで見栄えのいい資料が作成で
きるようになります。 

マイナビ出版
速効 !ポケットマニュアル編集部（著者）

192ページ　価格：842 円（PDF）

Excel2013/2010 限定版
データを「見える化」する
Excelデータ分析大事典

社内で埋もれている大量のデータは、可能性を秘
めています。何らかの法則を引き出せれば、厳し
い競争から抜け出すチャンスになります。本書は
主にピボットテーブルとグラフを駆使して、新たな
分析手法を実行します。

シーアンドアール研究所
寺田裕司（著者）

312ページ　価格：2,722 円（PDF）

プロフェッショナルプレゼン。
相手の納得をつくる

プレゼンテーションの戦い方。
博報堂の名クリエイティブディレクターが、35 年
のキャリアで培ったプレゼンの方法を公開。「フ
レーズ主義」の企画書、「シンボリックデータ」
の使い方など、納得をつくり出すプレゼンのやり
方を書き下ろしました。

インプレス
小沢正光（著者）

208 ページ　価格：1,337 円（EPUB）

速効 !図解 
Access 2016 総合版
Windows 10/8.1/7 対応

Access は概念が難しいソフトです。本書は用語
の意味から解説し、データベースの基本が理解で
きます。テーブルの設計・作成をはじめ、クエリ、
フォーム、レポート、マクロの作成・応用まで順
を追って説明しています。

マイナビ出版
国本温子（著者）

496 ページ　価格：2,138 円（PDF）

Access VBA 逆引きハンドブック

Access VBA の機能を目的から探せる「逆引き」
構成になっている一冊です。各機能は豊富なプロ
グラミング例を使い、初心者にもわかりやすく、
かつ網羅的に解説しました。Access VBA の基
礎についても説明しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

873 ページ　価格：3,694 円（PDF）

できるやさしく学ぶExcel 統計入門
難しいことはパソコンにまかせて仕事
で役立つデータ分析ができる本

統計は「難しそう」と敬遠されがちですが、複雑
な計算はパソコンが行ってくれます。そこで本書
は、問題解決のために何をすべきか、どういう手
法で統計の結果を求めるかを豊富な図解とイラス
トで丁寧に解説します。

インプレス
できるシリーズ編集部（編集）、羽山博（著者）

240 ページ　価格：1,620 円（PDF）
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