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C編まえがき

　A編の「補筆版まえがき」に「Excel 2007への対応」として、リボン形式に対する注記を施す趣旨を説明していますが、注記のみでは対応しきれない部分も生じま
す。例えばグラフの作成などは、以前の場合は「グラフ作成ウィザード」を使用してグラフを作成していましたが、2007以降はウィザードが無くなりました。作製
方法が全く変更されたのです。
　このような「注記」のみでは対応しきれない事項のみ「C編（リボン編）」として記載しました。急ごしらえですので意に沿わない部分もあるとは思いますが参考
にして頂ければと思います。
　私が使用しているExcelは2007です。以後2010、2013と後続版が発売されていますが、これらについては詳しくは承知しておりません。したがって2007版での記載
であることを御承知下さい。
　このまえがきを記載している少し前、マイクロソフト社が来年（平成27年）半ばにウィンドウズ10を発売すると発表致しました。この場合はOfficeも新たなバー
ジョンが発売されることでしょう。
　筆者も次期パソコンおよびOfficeは購入するつもりでおります。それをもとに、もし余力が残っていたら本書の全面改定を行うかもしれません。その折には何ら
かの方法でお知らせいたします。
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１．旧エクセルボタンのリボン上における表示場所



１．旧エクセルボタンのリボン上における表示場所

ホーム-右 ホーム-右
またはデータ-中 またはデータ-中

数式－左（ホーム-右） リボンに無い
挿入-左

リボンに無い
データ-右

Officeボタン 挿入-右
ページレイアウト-左
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リボンに無い ホーム－左

表示-左（枠線のチェックで切り替え）
[ホーム]タブのフォン
ト、配置、数値の右下 表示－右
にある小さな矢印を押
す ホーム-中

リボンに無い
ホーム-中

　それぞれのボタンがリボンのどのタブに配置され、その中のどの位置にあるかを示す。例えば「ホーム-右」は［ホーム］タブの
中程に表示されていることを示す。

4



２．ページ設定

　Excel 業務を始めるにあったっては、あらかじめ大まかなページ設定をしておく必要があります。
　Excel 2007 以降は[ページレイアウト]というリボンが新たに設けられました。

２．１　用紙サイズの設定

　[サイズ]というボタンをクりッ
クすると右のような用紙サイズの
候補が表示されます。
　希望の用紙を選択します。
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２．２　用紙の向きの設定

　[印刷の向き]というボタンを押して用紙の縦
か横かを選択します。

２．３　余白の設定

　[余白]ボタンをクリックすると
右の設定画面が表示されます。
　最初の段階では標準を選んでお
けばよいでしょう。
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２．４　詳細なページ設定

　最終的には[ページ
設定]ダイアログを表
示して設定します。

　この小さな矢印をク
リックすると右の
ページ設定ダイアログ
が表示されます。。

　使用方法については
A編24ページで述べて
います。

3．　写真（図）の挿入

３．１　挿入の方法

　[挿入]タブ→[図]をクリックすると、[図の挿入]ダイアログが表示されます。
　希望のフォルダが表示されるとは限りません。「エクスプローラ」の操作法に従って写真（図）
の挿入されているフォルダを探します。
　「エクスプローラ」についてはA編1ページにおいても述べています。
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　フォルダが表示されていなけれ
ばフォルダ表示ボタンをクリック
する。

　望みの写真ファイル
が表示されたらそれをが表示されたらそれを
クリックして挿入ボタ
ンをおす。
　または写真ファイル
をダブルクリックする。
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３．２　写真（図）サイズの変更

　写真（図）が挿入されます。
　写真が挿入されると同時に[図ツール]の[書式]という新たなリボンが表示されます。 [問題]
　Excel2003までは挿入された写真の上で右クリックしてさまざまな設定を行っていましたが、200 　写真（図）に対してそれぞれのボタンを操作
7以降は、この[書式」リボンで種々の設定を行うのが便利と思われます（もちろん右クリックでも し写真がどのように変化するか確認してくださ
可能）。 い。
　サイズの変更は右端にあるサイズの項に望みの値を入力します。

３．３　写真（図）のグループ化

　写真などの図形が複数ある時に
それらの図形を一体化し一つの図
形として扱うと便利なときがあり
ます。
　まず、複数の図形を同時に選択
します。複数同時選択のためには
[Ctrl]キーを押しつつ図形をクリ
ックします。
　二つの写真が同時に選択された。
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　「書式」リボンの右側にある［ ［問題］
グループ化］ボタンを押し下段に 　[挿入］→［図形］で様々な図形を
表示される［グループ化］ボタン 挿入してください。
を押します。 　それらの図形をグループ化して一つ

の図形にしてください。
　また図形のグループ化解除をしてく
ださい。

　二つに分かれていた図形が一つ
として表示されます。
　二つの写真が一つの図形になり
ます。

　図形の分解は［グループ化」→
［グループ解除］です。
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３．４　写真（図）の重なりの変更

　写真（図）を複数挿入すると後
から挿入された写真（図）が重な
りとして上に来ます。
　この順序を変更することができ
ます。
　

　例えば下にある図形を選択しリ
ボンみぎにある［材全面へ移動］ ［問題］
→［最前面へ移動］を押すと選ん 　「グループ化」や「重なり」の設定
だ図形が最前面に出ます。 は右クリックでも可能です。
　［背面へ移動］などそれぞれの 　右クリックでの作業方法も確認して
場で使い分けると希望の重なり順 みてください、どちらを選ぶかは、そ
に変更できます。 れぞれの好みにもよります。

　背面の図形が最前面に出た。
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４．ワードアートの挿入

　「ワードアート」という飾り文字を挿入する機能がありますが、Excel 2007になって、そのデザ
インや操作方法が一新されました。
　ワードアートという機能を活用することで、Excel画面を華やかにすることができます。

４．１　文字の挿入

　［挿入］タブの右方にある［ワードアート］
ボタンをクリックすると、下方に飾り文字の見
本が表示されます。（右図）
　希望の文字パターンを選び、それをクリック
すると「ここに文字を入力」という文字の挿入
を促す表示がでます。（下図）

　ここで、例えば「ワードアートの文字挿入」と
インプットします。
　結果は次の通りとなります。
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４．２　文字列形状の変更

　上記の時、その枠を変更しても、 （注）Excel2007だけで、以降のバージョン
枠の形状が変化するだけで文字も では改善されているかも知れません。
追随して形状を変更しません。
　枠と文字を一体化して変更させ
るため以下の設定を行います。
　［書式］タブ→［文字の効果］
→［変形］→「形状」欄左上の
「四角」をクリックします。

　以後は望みの文字形状を選んで
ください。

［問題］
　種々の形状を選択して、文字の形状
がどう変化するか試して下さい。

４．３　文字色、枠書式の変更

　文字の枠線や塗りつぶしの色など種々の設定
が出来ます。

　枠の線や塗りつぶしの設定が種々出来ます。
　枠の線や塗りつぶしを削除し文字のみにする
ことも出来ます
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５．　グラフの挿入

　Excel2003から2007への変更に当たり、グラフの作成方法も大きく変わりました。2003まではグラ
フの作成は「グラフウィザード」画面により作成していましたが、2007では新たにリボン方式にな
りました。
　基本操作B編「グラフの作成」の項で使用したデータ例をここでも使用して、リボン方式によるグ
ラフの作製法を説明します。

５．１　単一グラフの作成

①グラフの選定
　グラフ化したいデータの内容を最大限に表示するグラフの
形式はどのようなものか検討します。
　例えば「例1」のデータの場合について考えてみます。地域
別に男女の値を表示するのには、棒グラフが良いでしょう。
さらに男女の値を積み上げれば、それが合計となり、わざわ
ざ合計値をグラフ化する必要がありません。
　棒グラフの「積み上げ」でグラフを作成することにします。

②グラフの作成
　上図のように、行、列のタイト
ルを含み男女の値を選択します。
　次いで、［挿入」リボンの［グ
ラフ］の［縦棒］をクリックする
と縦棒グラフの種類が表示されま
す。［積み上げ縦棒］をクリック
します。

　グラフが自動的に作成されます。
　この場において［グラフのスタ
イル］を設定しグラフの色を変更
することができます。

　同時にグラフ編集用の［デザイ
ン］「レイアウト」「書式」の3種
のリボンが自動的に作成されます。
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③グラフのレイアウト

　グラフのレイアウトは［レイア
ウト］リボンで詳細設定ができま
すが、その前に［デザイン］リボ
ンのまま概略の設定をしておくの
が後の作業を容易にすると思いま
す。
　［グラフのレイアウト］欄の右

方、下方にある［¯▼］ボタンを
クリックすると「グラフレイアウ
ト全体」が表示されます。
　この中で、自分の意図する目的
を表示するレイアウトを選ぶわけ
ですが、通常はグラフタイトルや
凡例、軸ラベルなどのある形式を
選ぶのが良いと思われます。
　例えば「レイアウト8」を選択す
ると右のようにレイアウトしたグ
ラフとなります。
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④グラフのレイアウト詳細設定

　リボンを［レイアウト］に切り
替えると、グラフのレイアウトを
目的に合わせて様々に変更できま
す。

　
５．２　複数軸グラフの作成５．２　複数軸グラフの作成

　例3のように異なる性質の値を一つのグラフで表現する場合
二つの軸（単位）を用意する必要があります。
　少し特殊な技法が必要になります。
　「回数」を棒グラフで、「金額」を折れ線グラフで表示す
るようにします。
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①一次グラフの作成

　データ範囲を選択し
グラフを挿入します。
　一次グラフとして棒
グラフで表示しました。
　回数、金額とも同じ
軸で表示されているた
め回数はほとんど隠れ
ています。

②第2軸の設定
　回数を示す新たな軸
をグラフの右に作る設
定をします。
　［レイアウト］リボ　［レイアウト］リボ
ンをクリックし、左に
ある「現在の選択範囲」
の右にある▲ボタンを
押すとグラフの要素が
表示されます。

　今問題にしているの
は「回数」なので「系
列”回数”」を選びま
す。
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　「現在の選択範囲」
が「系列”回数”」と
なりますので、その下
の「選択対象の書式設
定」をクリックします。

　［データ系列の書式
設定」ダイアログが表
示されます。
　最初「主軸」にある
チェックマークを「第
2軸」に変更し「閉じ
る」ボタンを押します。

　グラフの第2軸（右）
に［回数」の軸が表示
されます。
　また、回数の棒グラ
フも拡大表示されます。

③表示グラフの変更
　表示グラフの内、一つの種類を
変更します。
　今回の事例では金額を折れ線グ
ラフに変更します。
　棒グラフの金額を示す図の上で
［右クリック]→[系列グラフの種
類変更]→[折れ線]→[OK]とします。
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　第2軸が設定され、グラフの一つ
が折れ線となりました。
　後は単一グラフの項で示したレ
イアウトの変更などでグラフの体
裁を整えます。
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