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文字列を
検索・置換するには

シート内にある特定の文字列
を検索したいときには、「検索」
機能を使いましょう。その際に
「置換」機能を使えば、検索した
文字列を別の文字列にまとめ
て置き換えることもできます。

29
Chapter 2

Section 

➡ 文字列を検索する

操作のポイント

シート内の文字列を検索する1

文字列を指定する2

★ 「家具の堀口」という文字列を検索します。

Dキー＋fキー
Dキーを押しながらfキーを押して
も、［検索と置換］ダイアログボックスが
表示され、検索を開始できます。

一部の文字列でも検索できる
［検索する文字列］には、「家具」や「堀口」
といったデータの一部だけを指定する
こともできます。

❶検索開始位置のセル（A1）を選択しておきます。 ❷［ホーム］タブをクリックして、

❸［検索と選択］→［検索］を
選択します。

❹［検索］タブが表示されます。

❻［次を検索］ボタンを
クリックします。

❺検索する文字列
「家具の堀口」を入力して、

本書の使い方・読み方
まずは、サクサクわかるシリーズの上手な使い方・読み方を紹介していきましょう。本書では、直感的にパソコンや
アプリケーションの操作ができるような構成になっています。操作手順に従っていくだけで、素早く・効率的にパ
ソコンやアプリケーションの操作がマスターできます。

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入ってい
ます。

★印の囲み
操作手順の最初に★印が付いた
囲みがある場合は、ここから読み
始めてください。操作を行うにあ
たり、重要な事柄や条件などが
書いてあります。

Sectionタイトル
各Sectionは「～するには」「～と
は」などの目的別に構成されてい
るので、やりたいこと・知りたいこ
とを簡単に探せます。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがって操作
をしていけば、素早く・簡単に操
作の仕方がわかります。
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　　　最初からすべてのSectionを
　　　順番に読んで完全マスター

本書は、基本的に見開き2ページで完結する各
Sectionで構成されています。Sectionを最初から
順番に読み進んでいけば、無理なくスムーズに操
作をマスターすることができます。
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Sec 29

検索されたセルが選択3

1件ずつ置換する
確認しながら1件ずつ置換するには、手
順1で［次を検索］ボタンをクリックしま
す。セルの内容を確認して、置き換える
場合は［置換］ボタンを、そうでない場
合は［次を検索］ボタンをクリックしま
す。

❼検索されたセルにジャンプしました。 ❽［次を検索］ボタンをクリックすると、
次々に検索結果のセルにジャンプします。

➡ 別の文字列に置き換える
置換後の文字列を指定する1

★ 「家具の堀口」を「堀口家具」にまとめて置き換えてみましょう。

まとめて置換された！2

すべての検索結果を一覧で見る
手順2で［すべて検索］ボタンをクリック
すると、「家具の堀口」という文字列を含
むすべてのセルが一覧表示され、最初に
見つかったセルにジャンプします。

❷［置換］タブを
クリックし、

❸［置換後の文字列］に
「堀口家具」を入力します。

❹［すべて置換］を
クリックします。

❺「家具の堀口」から「堀口家具」に
一括で置換されました。

❻置換された件数（4件）を
確認できます。

❶「家具の堀口」と入力されたセルを置換します。

　　　やりたいこと・知りたいことだけを
　　　読んで効率的にマスター

本書の各Sectionは「～するには」「～とは」などの
目的別に構成されています。自分のやりたいこと
や知りたいことだけを探して読んでいけば、効率
的に操作がマスターできます。

サ ク サ ク わ か る シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
Sectionのタイトルが入っています。

コラム
本書には以下の6種類のコラムが用意
されています。操作手順と併せてこれ
らのコラムを読むことで、より幅広い知
識が身に付きます。

知っておこう
一歩進んだ使い方や役立つ情報など
を紹介しています。

ここに注意!
操作のポイント・意味や間違いやすい
点、関連知識などを紹介しています。

こんな方法も
ショートカットや別の操作方法などを
紹介しています。

用語の説明
知っておきたい用語をわかりやすく説
明しています。

ここが変わった
新機能やバージョンによる違いについ
ての説明です。

間違えたら
操作を間違えたときなどの対処方法を
紹介しています。

その1 その2
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Chap 1

計算する

Excelって
どんなソフト？

Excelは表計算ソフトです。
Excelでできることと、Excel
を使うとどの点が便利になる
のかを紹介します。

01
Chapter 1

Section 

操作のポイント

表を作る

★ 今まで手書きやワープロソフトで作成していた表が、
Excelを使うと簡単に作成できます。

★Excelで作成した表では、集
計や複雑な計算も簡単に行えま
す。また、一度数式を入れておけ
ば、データを修正したときに自動
で計算しなおしてくれます。
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データベースとして利用する

★ Excelでは、大量のデータの管理も簡単です。表から必要な
データだけを抽出したり、見やすいように並べ替えたりすること
ができます。

グラフを作る

★ Excelの表があれば、すぐにその内容をグラフで表示できます。
Excel 2013では、さまざまな種類のグラフを作成でき、色やデザインも豊富です。

Office 2013の利用に
必要な環境とは
Office 2013を利用するには、左表のよ
うな環境が必要になります。

OS Windows 7、Windows 8の32ビットまたは64ビット版OS
本体 1GHz以上のx86プロセッサ搭載マシン
メモリ 1GB RAM（32ビット）、または2GB RAM（64ビット）
ハード ディスク 3.5GB
ディスプレイ 1,024×576ピクセル以上の解像度
ディスク装置 DVD-ROMドライブ
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Chap 1 Excelを起動・終了
するには

Excelの起動と終了の方法を
見てみましょう。Windows 8.1
では基本的に、起動は［スター
ト］画面から行い、終了は、［閉じ
る］ボタンで行います。

02
Chapter 1

Section 

➡ Excelの起動

操作のポイント

［スタート］画面で下向き矢印をクリックする1

［アプリ］一覧でExcelをクリックする2

★ Windows 8.1でExcelを起動してみましょう。

❶［スタート］画面で
下向き矢印をクリックし、

❷［アプリ］一覧で［Excel 
2013］をクリックします。
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Sec 02

Excelが起動した！3
❸Excelが起動しました。

しばらく作業しないときは
最小化しておく
しばらくほかの作業をし、あとでExcel
での作業を再開したいときは、その都度
Excelを終了すると、また起動しなけれ
ばならず面倒です。その場合は、Excel
の［最小化］ボタンをクリックして❶、ウィ
ンドウを最小化しておけば邪魔になりま
せん。Excelを再度使うときになったら、
画面下にあるタスクバーのExcelのアイ
コンをクリックすれば元に戻ります❷。

❶ここをクリックすると最小化できます。

❷ここをクリックすれば元に戻ります。

Windows 7の場合
Windows 7の場合は、［スタート］ボタ
ンをクリックし、表示される［スタート］
メニューの［すべてのプログラム］をク
リックします。メニューの表示が切り替
わったら、［Microsoft Office 2013］→
［Excel 2013］の順にクリックします。

➡ Excelの終了
［閉じる］ボタンをクリックする1

Backstageビュー
［ファイル］タブをクリックすると表示さ
れる画面のことです。ファイルの基本操
作や印刷、Excelのオプション設定など
をBackstageビューで操作します
（P20参照）。

❶［閉じる］ボタンを
クリックします。

★ Excelを終了してみましょう。



014

E
xcel

の
基
本

Chap 1 ブックとシートの
関係とは

Excelではファイルを「ブック」
と呼び、その中の1枚1枚の表を
「シート」と呼びます。ブックとシ
ートの関係は、バインダーとそ
の中に綴じてある書類に似て
います。

03
Chapter 1

Section 

操作のポイント

シート（Sheet）とは

❶Sheet1が
表示されています。

❷ここをクリックすると、
Sheet2が表示されます。

★ 1枚の表がExcelの
「シート（Sheet）」に
当たります。

シートを切り替える
シートにデータを入力するには、入力し
たいシートを切り替えて手前に表示しま
す。シートを切り替えるには、シート見出
しのタブ部分をクリックします。ここで
は、「Sheet1」が表示されていますが❶、
「Sheet2」と書かれたタブをクリックす
ると、「Sheet2」が一番前に表示され、
「Sheet2」を編集できるようになりま
す❷。
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Sec 03

ブックに表示される
シート数を増やす
新しいブックでは、既定でシートが3枚
表示されますが、初期設定を変えればこ
の枚数を変更できます。［ファイル］タブ
をクリックして表示されるBackstage
ビューで［オプション］をクリックし、表
示される［Excelのオプション］ダイアロ
グボックスで、［基本設定］を選択します
❶。続けて［ブックのシート数］の数値を
変更し❷、［OK］ボタンをクリックしま
す❸。次にブックを新規作成したときか
ら、シートの枚数が設定したとおりに変
更されます❹。なお、現在のブックにシ
ートを追加する方法はSection 12を参
照してください。

❶ここをクリックし、

❷ここの数を
「6」に変更して、

❸ここをクリック
します。

❹新しいブックには
6枚のシートが表示
されます。

ブック（Book）とは 

★ 1枚あるいは複数のシート
をまとめたものを「ブック
（Book）」と呼びます。
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Chap 1 Excelの画面を
見てみよう

Excelの基本画面について、各
部の名称を確認しましょう。併
せて「セル（マス目）」の構造も
理解しておきます。

04
Chapter 1

Section 

操作のポイント

Excelの基本画面

［ファイル］タブ
タブの中でも、ファイルの
基本操作や印刷を行うときに
クリックします。

クイックアクセスツールバー
よく使う操作を登録できます。

タイトルバー
ブックのファイル名が
表示されます。

リボン
ここからExcelの
操作を選びます。

シート
Excelで表や
グラフを作成する
領域です。

ステータスバー
操作の説明やシートの状態が
表示されます。

画面表示ボタン
作業に応じて画面の
表示モードを切り替えます。

ズームスライダー
シートの表示倍率を
変更できます。

タブ
目的の操作を
行うときに
クリックします。

グループ
操作はいくつか
のグループに分
類されています。
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操作を行うセル

セルの構造

Excelの起動直後に
新規シートを表示する
Excelを起動した直後に新しいシートを
表示するには、［ファイル］タブをクリッ
クして表示されるBackStageビューの
［オプション］をクリックし、表示される
［Excelのオプション］ダイアログボック
スで、［基本設定］を選択します❶。［起動
時の設定］で［このアプリケーションの
起動時にスタート画面を表示する］のチ
ェックを外して❷、［OK］ボタンをクリ
ックします❸。

列
縦方向の並びのことです。
「A」「B」「C」･･･という
「列番号」で位置を表します。

行
横方向の並びのことです。
「1」「2」「3」･･･という
「行番号」で位置を表します。

セル番地
行番号と列番号を組み合わせた「番地」でセルの位置を示します。
B列の3行目なら「B3」となります。

アクティブセル
現在操作の対象となっているセルのことで、
太枠で囲まれます。

ポインター
マウスの場所を示します。
操作によって形が変わります。

セル
マス目のことです。
ここにデータを入力します。

名前ボックス
アクティブセルのセル番地が
表示されます。

アクティブセルの行番号は
色が変わります。

数式バー
アクティブセルのデータや
数式が表示されます。

フィルハンドル
ここをドラッグすると
セルのデータをコピーしたり、
連続データを入力したり
できます。

アクティブセルの列番号は
色が変わります。

❶ここをクリックして、

❷ここのチェックを
外します。

❸ここをクリックして、
設定画面を閉じます。



018

E
xcel

の
基
本

Chap 1

リボンを使うには
操作は、画面上部の「リボン」か
ら選びます。すべての基本とな
るリボンの使い方をはじめにマ
スターしましょう。

05
Chapter 1

Section 

➡ 操作の選択

操作のポイント

タブを選び操作を選択する1
★ リボンの使い方の例として、「印刷タイトル」を設定してみましょう。

操作が実行された！2

機能のヒントが表示
リボンでボタンの上にポインターを合
わせると、機能の説明が表示されます。
慣れないうちは、これを確認してからボ
タンをクリックすると失敗を防げます。

❶［ページレイアウト］タブを選択して、

❷［印刷タイトル］を
クリックします。

ダイアログボックス起動ツール
リボンの各グループの右下に表示され
た ボタン（ダイアログボックス起動
ツール）をクリックしてもダイアログボ
ックスが表示されます。関連のダイアロ
グボックスを、手早く開きたいときに便
利です。

❸印刷タイトルを設定する
ダイアログボックスが開きました。
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➡ リボンの最小化

★ リボンはわかりやすい反面、場所を取ります。
使わないときは、最小化しておくとよいでしょう。

［リボンを折りたたむ］ボタンをクリックする1

リボンが最小化された！2

タブをダブルクリックで最小化
現在選択されているタブをダブルクリ
ックしても、リボンを最小化できます。

❶リボンが場所をとっています。

❷［リボンを折りたたむ］ボタンを
クリックします。

リボンの表示方法を細かく変更
Excel 2013では、リボンの表示方法を
次の3段階に変更できます。［リボンの表
示オプション］ボタン をクリックし❶、
表示される選択肢から［リボンを自動的
に非表示にする］を選択すると、タブも
含めてリボンが非表示になります❷。こ
の場合、タイトルバーをクリックすると、
一時的にリボンが表示されます。［タブの
表示］をクリックすると、ウィンドウには
タブだけが表示されます❸。この場合
も、タブをクリックすると一時的にボタ
ンが表示され、コマンドを選択できます。
リボンを完全に再表示するには［タブと
コマンドの表示］を選択します❹。

❶ここをクリックします。

❸これを選択すると、
タブだけが表示されます。

❹これを選択すると、
元のようにリボンが表示されます。

❷これを選択すると、リボン全体が非表示になります。

❸リボンが最小化されました。

リボンを元に戻す
元に戻すには、いずれかのリボンのタブ
をダブルクリックします。
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Chap 1 新しいファイルを
作成するには

Excelではファイルのことをブ
ックと呼びます。新しいファイル
を作成するには、新規のブック
を作成します。Excelを起動し
たままブックだけを閉じる方法
もあります。

06
Chapter 1

Section 

➡ 新規ブックを作成

操作のポイント

［新規］を選択する1
★ すべてのブックが閉じられた状態のExcelで、新しいブックを作成します。

新規ブックが作成された！2

❶［ファイル］タブを
クリックします。

❷［新規］を選択して、

❸［空白のブック］を
クリックします。

❹新規ブックが作成されました。

❺ブックの名前が表示されます。保存するときに
わかりやすい名前に変更できます。

起動直後は
スタート画面になる
初期設定では、Excelを起動するとスタ
ート画面が表示され、最初の操作を選択
する必要があります。新規にファイルを
作成するには、［空白のブック］をクリッ
クします。



021

新
し
い
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
に
は

Sec 06

➡ ブックを閉じる

★ Excelは終了させたくない場合、開いているブックだけを閉じます。

［閉じる］を選ぶ1

現在のブックが閉じた！2
❸ブックが閉じました。

［閉じる］ボタン
画面右上の［閉じる］ボタン をクリッ
クすると、複数のブックを開いている場
合は、現在表示されているブックだけが
閉じます。ブックを1つしか開いていない
場合は、Excel自体が終了します。

❶［ファイル］タブをクリックし、 ❷［閉じる］を選択します。

ダウンロードしたテンプレート
を元にブックを作成する
新規ブックを作成する際、Microsoftの
ホームページからさまざまなテンプレー
トを無料でダウンロードし、そのテンプ
レートを元に新規ブックを作成すること
ができます。それには、Excelのスター
ト画面で［オンラインテンプレートの検
索］をクリックし、キーワードを入力して
Eキーを押します❶。利用したいテン
プレートをクリックし、続けて表示される
画面で［作成］ボタンをクリックします❷。

❶ここにキーワードを入力して、
Eキーを押します。

❷利用したいテンプレートをク
リックし、［作成］ボタンをクリッ
クすると、テンプレートを元に
新規ブックが作成されます。
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Chap 1 ファイルを
保存するには

最初に保存するときと、いったん
保存したファイルを開いて編集
したときでは、操作が違います。
SkyDriveにファイルを保存
する方法についてはSection 
116を参照してください。

07
Chapter 1

Section 

➡ 名前を付けて保存

操作のポイント

［名前を付けて保存］を選択する1
★ 最初に保存する例として、作成した表を［ドキュメント］
フォルダーに「売上」というファイル名で保存します。

分かりやすい名前を付ける2

❶［ファイル］タブを
クリックして、

❺保存先のフォルダーに
［ドキュメント］を指定して、

❻ファイルの名前「売上」を入力し、

❼［保存］ボタンをクリックします。

❷［名前を付けて保存］を選択します。

❸［コンピューター］を
クリックして、

❹［参照］をクリックします。
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Sec 07

上書き保存された！2

ファイルを保存できた！3
❽ファイルが保存されました。

❾タイトルバーにファイル名が
表示されます。

❷ファイルが上書き
保存されました。

➡ 上書き保存

★ いったん保存したファイル開いて編集した後、保存します。

［上書き保存］ボタンをクリックする1

Dキー＋sキー
Dキーを押しながらsキーを押して
も、上書き保存ができます。また、［ファ
イル］タブをクリックし、［上書き保存］を
選択しても同様です。

❶クイックアクセスツールバーの
［上書き保存］ボタンをクリックし
ます。
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Chap 1 保存したファイルを
開くには

［ファイル］タブから開く方法と、
ファイルのアイコンをダブルク
リックする方法があります。な
お、Excel 2003以前のファ
イルを開くには、Section 09
を参照してください。

08
Chapter 1

Section 

操作のポイント

［ファイル］タブから［開く］を選択する1

開きたいファイルを選択する2

★ 例として、［ドキュメント］フォルダーに保存した「売上」というファイルを開きましょう。

Dキー＋oキーで開く
Dキーを押しながらoキーを押して
も、［ファイルを開く］ダイアログボック
スを表示できます。

起動直後にファイルを開く
Excelを起動した直後に表示されるスタ
ート画面でファイルを開くには、画面
左側の［他のブックを開く］をクリックし
ます。

❶［ファイル］タブをクリックして、

❷［開く］を選択します。

❸［コンピューター］を
クリックして、

❹［参照］をクリックします。

❺ファイルを保存した場所
［ドキュメント］を選びます。

❻開くファイル「売上」を選択して、

❼［開く］ボタンをクリックします。

➡ ［ファイル］タブから開く
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Sec 08

➡ アイコンをダブルクリックして開く
アイコンをダブルクリックする1

ファイルが開いた！2

ファイルが開いた！3

★ ファイルアイコンをダブルクリックして開く方法もあります。

❷アイコンをダブルクリック
します。

❶ファイルを保存した
フォルダーを開き、

❽ファイルが開きました。

最近使ったファイルを
すばやく開くには
［ファイル］タブをクリックして、［最近使
ったブック］を選択すると❶、Back
stageビューに過去に開いたファイルの
一覧が表示されます。ここからファイル
名をクリックすると、頻繁に使用するフ
ァイルをすばやく開くことができます
❷。

❶ここをクリックし、

❷ここのファイル名をクリックしてファイルを開けます。

❸ファイルが開きました。
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Chap 1 下位バージョンの
Excelファイルを
操作するには

Excel 2007以上のファイル
を2013で開いた場合、互換性
があるため通常どおりに編集
できますが、2013と互換性の
ない2003形式のブックは「互
換モード」で開きます。

09
Chapter 1

Section 

➡ Excel 2003形式のファイルを開く

操作のポイント

［ファイル］タブの［参照］ボタンをクリックする1
★ Excel 2003で作成したブックを開きましょう。

ファイルが開いた！2

❶［ファイル］タブをクリックし、
［開く］を選択して、

❸［参照］をクリックします。

❹［ファイルを開く］ダイアログ
ボックスでファイルを選択し、
［開く］ボタンをクリックします。

❷［コンピューター］を
クリックします。

❺Excel 2003のファイルが
開きました。

❻タイトルバーには［互換
モード］と表示されます。
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Sec 09

➡ Excel 2003で利用できるファイル形式で保存する
97-2003形式で保存1

★ Excel 2013で作成したファイルを2003で利用できる形式に変換しましょう。

互換性チェック画面が開く2

2003形式で保存された！3

❶保存先のフォルダーを選択して、

❷ファイル名を入力します。

❸ファイルの保存形式に［Excel 
97-2003ブック］を選択して、

❺2003にはない機能や配色が再現されないという警告が出ます。

❼Excel 2003では、2003に
ない機能や書式は再現されず、近
い色に置き換えて表示されます。

❻［続行］ボタンをクリックして保存します。

❹［保存］ボタンをクリックします。

ファイルを再びExcel 2013で開くと、
表示は元通りになります。
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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。
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