


本書について
　本書は，IT パスポート試験や基本情報技術者試験のシラバスが求める表計算ソフトのスキル

を，世の中で広く普及している Microsoft Excel 2010 を使って学べるように工夫しています。

サンプル： 節ごとに，冒頭に Excel を使ったサンプルを示し，これを実際に作成しながら必要

なスキルを身につけられるようになっています。

： シラバスに記載されている表計算ソフトの仕様を記述しています。

編末問題： 問題は編末に用意されており，「基本」と「応用」に分かれています。「基本」は，おお

よそ各節ごとに用意されており，各節の中で学んだ内容を確認するための問題です。

「応用」は，各章ごとに用意されており，その章までに学んできた内容を使った問題

です。

1　セルと式の説明

　〔サンプル1.1 の説明〕
①�　ワークシートのセル B2～
B6 には，各メニューの売価

が入力されています。セル

C2～C6には，各メニューの

販売数量が入力されていま

す。

②�　ホットコーヒーの売上は，式“売上＝売価×販売数量”を使って，ワーク
シート中のセルD2で求めています。図 1.1 の右上の箇所に示すように，

　　　＝B2＊C2

ワークシートは，列と行と
で構成されるマス目の作
業領域です。マス目の一
つが，セルになります。ワ
ークシートの列と行のそれ
ぞれの位置は，列番号と
行番号で表します。
ワークシートの大きさは，
列が最大 256列で，行が
最大 10,000 行です。列
は，A，B，…，Z，AA，
AB，…，AZ，BA，BB，
…，BZ，…，IU，IVの 256

の列番号で表現されます。
セルの位置は，列番号と
行番号で表し，それをセ
ル番地といます。

注意
本書のサンプルで使用する
Excelデータは，
http://www.j ikkyo.co.

jp/download/

からダウンロードできます
（「基本情報技術者表計算」
と検索を行ってください）。
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サンプル 1.1

表計算ソフトの基本機能
　学習を開始する第 1章では，Excel を使って，表計算ソフトの基本知識につい
て学びます。具体的には，次のことを学びます。
　①　セルと式：列番号，行番号，セル番地，式，再計算，演算，セルの参照
　②　セルの複写と参照：相対参照，絶対参照
　③　丸め処理を行う関数：切上げ /四捨五入 /切捨て /整数部 /剰余の関数

図 1.1　売上を求める式の入力画面

〔売上を求めるワークシート 1〕

1.1 セルと式 （演習問題→p. 31）

　メニューにあるホットコーヒーなどの品目の売上を求めるワークシー

トです。ホットコーヒーの売上は，

　　売上 ＝ 売価 × 販売数量

の式で求めることができます。

章で学ぶ内容を簡単

に説明しています。

演習問題が掲載され

ているページ数を示

しています。

節で取り組むサンプ

ルを示しています。

本文で解説してい

る Excel の 操 作

等について，表計

算ソフトの仕様を

解説しています。

　本書のサンプルおよび演習問題で使用する Excel ファイルは，弊社 Web サイトからダウ

ンロードできます。

　http://www.jikkyo.co.jp/download/ で「基本情報技術者表計算」と検索してください。



まえがき

　国家試験である情報処理技術者試験の「IT パスポート試験」，「基本情報技術者試験」のシラバスでは，

それらが対象とする人材に対して，オフィスツールの活用能力を求めています。特に，その中でも表計

算ソフトについての活用能力を重視しており，次のような能力の習得を求めています。

　■ IT パスポート試験：表計算ソフトの基本機能を使ってデータ処理をすることができる。

　■基本情報技術者試験：�表計算ソフトをプログラム言語の一つと位置づけ，これを業務処理に適用す

ることができる。

　事実，仕事の中で，書類や資料を作成するために，集計処理やデータ分析といったデータ処理の作業

を Excel 等の表計算ソフトを使って行う機会は多く，表計算ソフトの基本操作が行えることは，働く

人にとって必要不可欠な能力になっています。また，IT の技術者については，表計算ソフトの機能を

カスタマイズして，簡単な業務アプリケーションを開発するといった能力が求められます。

　したがって，本書は，このような表計算ソフトについての活用能力の育成を目的としています。

　表計算ソフトについては，情報処理技術者試験で，その活用能力を測定するための専用の表計算ソフ

トの機能と用語を規定しています。ただ，この表計算ソフトは実際の PCで利用することができないた

め，求められる能力の実習を行うことができません。そのため，本書は，世の中で最も多く利用されて

いるMicrosoft 社の Excel を使って，「IT パスポート試験」や「基本情報技術者試験」のシラバスに準

拠した学習が行えるように配慮しました。すなわち，本書は，この学習を通じて，実社会で利用するこ

との多い Excel を業務に活用することができるようになり，併せて，「IT パスポート試験」，「基本情報

技術者試験」のシラバスが求めている能力を修得できるような構成になっています。

　また，本書は，サンプルとそれに対応する演習問題によって着実に学習できる構成になっており，特

に，サンプルと演習問題は Excel を使って実際の PC で実行できるようになっています。そして，

Excel と表計算ソフトの関係については，側注の解説で対比的に学習できるように工夫しています。な

お，Excel の初歩的な操作学習については，現在，高等学校の情報の授業や大学の情報リテラシーの授

業で行われています。そのため，本書では，Excel の初歩的な操作説明を最小限にとどめています。

　本書の学習が，Excel 等の表計算ソフトを使って，仕事で必要なデータ処理や簡単な業務アプリケー

ションの開発を行うスキルを身につけて頂くための一助になることを望んでおります。

平成 24年 早春の候

監修者

まえがき………�
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学 習 の ね ら い

本編では，Excelを使って
表計算ソフトの用語，機能および
関数などの基本知識について学びます。

第 編I 表計算ソフト基礎編

基本的な用語，機能

セルに関する用語……ワークシート，列番号，行番号，
セル番地，セル範囲，相対参照，絶対参照

値と式に関する用語……式，再計算，演算，文字列，
論理値，TRUE，FALSE

基本的な関数

丸め処理に使う関数……切上げ，四捨五入，切捨て
数値計算に使う関数……整数部，剰余，平方根，乱数
論理演算に使う関数……論理積，論理和，否定
統計に使う関数……合計，平均，最大，最小，順位，
母標準偏差，標準偏差

条件，個数や文字列処理に使う関数……IF，個数，条
件付個数，表引き，結合



1　セルと式の説明

　〔サンプル1.1 の説明〕
①�　ワークシートのセル B2～

B6 には，各メニューの売価

が入力されています。セル

C2～C6には，各メニューの

販売数量が入力されていま

す。

②�　ホットコーヒーの売上は，式“売上＝売価×販売数量”を使って，ワーク

シート中のセルD2で求めています。図 1.1 の右上の箇所に示すように，

　　　＝B2＊C2

ワークシートは，列と行と
で構成されるマス目の作
業領域です。マス目の一
つが，セルになります。ワ
ークシートの列と行のそれ
ぞれの位置は，列番号と
行番号で表します。
ワークシートの大きさは，
列が最大 256列で，行が
最大 10,000 行です。列
は，A，B，…，Z，AA， 

AB，…，AZ，BA，BB， 

…，BZ，…，IU，IVの 256

の列番号で表現されます。
セルの位置は，列番号と
行番号で表し，それをセ
ル番地といいます。

注意
本書のサンプルで使用する
Excelデータは，
http://www.j ikkyo.co. 

jp/download/

からダウンロードできます
（「基本情報技術者表計算」
と検索を行ってください）。
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サンプル 1.1

表計算ソフトの基本機能
　学習を開始する第 1章では，Excel を使って，表計算ソフトの基本知識につい
て学びます。具体的には，次のことを学びます。
　①　セルと式：列番号，行番号，セル番地，式，再計算，演算，セルの参照
　②　セルの複写と参照：相対参照，絶対参照
　③　丸め処理を行う関数：切上げ /四捨五入 /切捨て /整数部 /剰余の関数

図 1.1　売上を求める式の入力画面

〔売上を求めるワークシート 1〕

1.1 セルと式 （演習問題→p. 31）

　メニューにあるホットコーヒーなどの品目の売上を求めるワークシー

トです。ホットコーヒーの売上は，

　　売上 ＝ 売価 × 販売数量

の式で求めることができます。



式を記述する場合，式の
先頭には，“=”を付けない
ので注意しましょう。セル
D2の例では，
　　B2＊C2

となります。式“B2＊C2”
は，セル B2の値とセル
C2の値を参照して，かけ
算をするという意味です。
式中のセル番地は，セル
の値を参照することを意
味します。

図 1.2に示す列 Cの式を
表計算ソフトで表記した式
は，次のようになります。

表計算での
表記

加算： 10＋5

減算： 10－5

乗算： 10＊5

除算： 10/5

べき乗算： 10^ 5

優先順位： 10－5＊2

括弧： （10－5）＊2

表計算ソフトでも，乗算
記号は“×”ではなく“＊”
を，除算記号は，“÷”で
はなく“/”を，べき乗算の
記号は，“＾”を使いま
す。式には丸括弧“（”お
よび“）”を使うことがで
き，括弧内の計算が，優
先されます。式の先頭に 

“=”を付けない点以外
は，演算を使った式の書
き方はExcelと同じです。

という式で求めることができます。この場合，売価 250 円（セル B2）のホ

ットコーヒーが 56杯（セルC2）売れているので，

　　　250×56＝14,000

　となり，セルD2の計算結果は，図 1.1 で示すように 14,000 となります。

　セルD2の式のように，式中に記入したセル番地によって，そのセルの値を

参照することができます。

　ところで，セル D2に入力する式を，B2 や C2 というセル番地を使わない

で，直接数値を使って，

　　　＝250＊56

という式を入力しても，14,000 という売上を求めることができます。しか

し，この式をセルD2に入力した場合，例えば，ホットコーヒーの販売数量が

56 から 57 杯に増えても，販売数量に連動して，売上の値が 14,250 とは変

更されません。これに対して，式“＝ B2＊C2”の場合は，セル C2 の販売数

量の値が 56 から 57 に変更されると，それに連動して，売上の値も 14,250

と再計算されます。このように，再計算の機能は，Excel などの表計算ソフト

がもつ大変に便利な機能です。

2　演算の説明

　図1.2に示すように，

式には，四則演算，べき

乗算や括弧を使うことが

できます。図では，列B

に一般的な式の表記を示

しており，列 C には，

列 B の式を Excel で表

記した場合の例を示して

います。列 D は，列 C

の式を実際に実行した場合の結果を表示しています。

　なお，演算や括弧の優先順位は，

　　　（高い）括弧→べき乗算→乗除算→加減算（低い）

の順になります。

1　表計算ソフトの基本機能………�

図 1.2　式の記述例を示す画面



1　セルの複写と相対参照

　〔サンプル1.2 の説明〕
①�　セル D2 の売上を計算す

る式を，セル D3～D6 に複

写（コピー）して作成してい

ます。図 1.3 は，セルD2～

D6に入っている式を表示し

ています。

　この式の複写によって，図 1.4 に示すように，複写によってずれた行の数

だけ，式中のセル番地の行番号の数も変化します。同じように，複写によって

列方向に移動すると，ずれた列の数だけ，式中のセル番地の列番号が変化しま

す。セルを複写することで，セル中の式に含まれるセル番地が，移動した位置

の数だけ変化するこの特性を，相対参照といいます。

●図 1.3の詳説
セル D2 の式をセル D3

に複写すると，
セル D2の式：＝B2＊C2

↓
セル D3の式：＝B3＊C3

というように，セル番地
が B2 が B3 に，C2 が
C3に，それぞれの行番
号が変化することがわかり
ます。同様に，セル D4，
D5，D6でも，それぞれ
の式中に含まれるセル番
地について，行番号が，
4，5，6と変化していま
す。
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サンプル 1.2

　サンプル 1.1で示した売上を求めるワークシートに対して，メニュー

にあるホットコーヒー～アイスティの全品目について，各売上が計算で

きるようにしたワークシートです。

〔売上を求めるワークシート 2〕

図 1.3　売上計算の式を表示した画面

複写で 1行ずれ
ると式中のセル
番地の行番号も
一つずれる。

図 1.4　相対参照を説明する画面

1.2 セルの複写と参照 （演習問題→p. 31）



　ところで，この相対参照による変化によって，セルD3の式は，アイスコー

ヒーの売価（セルB3の値）とアイスコーヒーの販売数量（セルC3の値）をかけ

算する式となっており，アイスコーヒーの売上を求めることのできる適切な式

になっていることがわかります。このように，相対参照の特性を使うことで，

都合のよい複写を行うことが可能になります。

2　絶対参照

　相対参照に対して，複写によってセル番地の値を変化させない絶対参照があ

ります。図 1.5 は相対参照と絶対参照の違いを説明するための画面で，複写

した式の変化がわかるように，各セル中の式を表示しています。

　図 1.5 は，セル B1 の式をもとに，セル B1～E5 の範囲に式を複写したも

のです。セルB1の式は，

　　　＝A1＋A$1＋$A1＋$A$1

となっており，式中のセル番地の列番号や行番号の前に，A$1，$A1，$A$1

というように，記号“$”がついており，絶対参照を行う場合には，この記号

“$”を使います。図 1.5 によって，次のことがわかります。

　�①�　行番号の固定（例 A$1）：セル番地の行番号の前に記号“$”を付けるこ

とで，複写の操作によっても参照する行番号を固定することができます。

　�②�　列番号の固定（例 $A1）：セル番地の列番号の前に記号“$”を付けるこ

とで，複写の操作によっても参照する列番号を固定することができます。

　�③�　セル番地の固定（例 $A$1）：セル番地の列番号と行番号のそれぞれの前

に記号“$”を付けることで，複写の操作によっても参照するセル番地を

固定することができます。

　このように，参照するセルを変化させたくない箇所に記号“$”を付けるこ

とで，複写の操作を行っても参照するセル番地の列番号，行番号またはその両

方を固定することができます。

●図 1.5の詳説
①　行番号の固定：セル
B1の式中の A1は，複写
したセル B2～B5の式の
中で，A2～A5と列番号
が変化しているのに対し
て，セル B1 の式中の
A$1は，複写したセルB2

～B5 の式中で，行番号
が変化していないことがわ
かります。
②　列番号の固定：セル
B1の式中の $A1は，複
写したセル C1～E1の式
中で，列番号が変化して
いないことがわかります。
③　セル番地の固定：セ
ルB1の式中の $A$1は，
複写したすべてのセルの
式中で，セル番地が変化
していないことがわかりま
す。

1　表計算ソフトの基本機能………�

図 1.5　相対参照と絶対参照を説明する画面



1　ROUND 関数━関数　四捨五入

　〔サンプル1.3 の説明〕
①�　各品目の売価が，消費税を含んだ内税の価格であるとすると，売上にも消

費税が含まれています。すなわち，売上は5％の消費税を含んでいるので，

　　　税引き売上＝売上÷1.05

　�というように，売上を 1.05 で割れば，消費税を割り引いた税引き後の売上

を求めることができます。ホットコーヒーの場合，税引き売上は，

　　　14,000÷1.05＝13,333.333…

　�となり，1円以下（小数点以下）を含んだ値となります。消費税の計算では，

1円以下については，その値を四捨五入，切上げ，切捨てのいずれの処理を

してもよいことになっています。図 1.6 では，セル E2のホットコーヒーの

税引き売上を，

　　　＝ROUND（D2/1.05,0）

　�という式により求めています。式中の ROUND 関数は，四捨五入の計算を

注意
関数の呼び方について，表
計算ソフトでは，例えば，四
捨五入の関数という意味の
表記を「関数四捨五入」とい
うように「関数」を前に付けて
記載します。しかし，Excel

の場合は，そのマニュアルな
ども含めて，習慣 的に
「ROUND関数」というように
「関数」を後に付けて表記し
ているため，本書もExcel

の説明では，「関数」を後に
付けて記載することにします。
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サンプル 1.3

　サンプル 1.2のワークシートで求めた各品目の売上に対して，消費税

を除いた売上（列 Eの“税引き売上”）と消費税（列 F）が計算できるよう

にしたワークシートです。

〔税引き後の売上を求めるワークシート〕

図 1.6　税引き後の売上を求める計算式

1.3 丸め処理を行う関数 （演習問題→p. 32）



行う関数です。セル E2の式をセル E3～E6に複写しています。

②　消費税については，

　　　消費税＝売上－税引き売上

　という計算で求めることができます。したがって，セル F2の式は，

　　　＝D2－E2

　となり，この式をセル F3～F6に複写しています。

　関数の表記は，ROUND（…）というように，ROUND という関数名（関数の

名前）と括弧“（”および“）”によって構成されます。そして，括弧の中に，計

算に使う値や，計算の条件を記入することで，関数は，それに従って計算して

くれます。関数の括弧内に記入する，計算に使う値や条件のことを引
ひき

数
すう
といい

ます。

　ROUND 関数の場合は，括弧内に，四捨五入したい値と四捨五入する桁の

位置を示す値を引数として記入します。セル E2の例では，

＝ROUND（D2/1.05,0）

0 の場合は，小数第 1 位
の桁以下を四捨五入する。

セルD2の売上を1.05 で
割った値を四捨五入する。

という処理を行うことになります。すなわち，D2/1.05 の計算結果

13,333.333…に対して，小数第 1位の桁以下 0.333…が四捨五入され，この

関数の結果は 13,333 となります。

　小数第1位以外の桁位置で四捨五入する場合の例は，次のようになります。

　　　＝ROUND（1234.5678,2）

　　　　：�桁の位置を示す引数の値が 2 の場合は，小数第 3 位の桁以下

0.0078 が四捨五入され，結果は 1234.57 となります。

　　　＝ROUND（1234.5678,－2）

　　　　：�桁の位置を示す引数の値が－2 の場合は，第 2 位の桁以下

34.5678 が四捨五入され，結果は 1200となります。

　このように，桁の位置を示す引数の値は，…，－2，－1，0，1，2，…と

いう順で，…，第 2位，第 1位，小数第 1位，小数第 2位，小数第 3位，…

を表します。

2　ROUNDUP 関数，ROUNDDOWN 関数━関数 切上げ，切捨て

　図 1.7 は，図 1.6 での四捨五入を行う ROUND 関数の代わりに，切上げの

ROUNDUP 関数と切捨ての ROUNDDOWN 関数を使った処理の例を示して

四捨五入を行う関数とし
て，
　四 捨五入（算術式 ,桁
位置）

を使います。引数の与え
方は，Excel の ROUND

関数と同じです。

ROUND関数では，桁の
位置を示す引数を省略す
ることができます。例えば，
＝ROUND（1234.5678）
の場合，結果は 1235と
なります。すなわち，桁
の位置を示す引数を省略
した場合，小数第 1位の
桁を示す値 0が省略され
たことになります。
なお，表計算ソフトの関
数四捨五入については，
桁の位置を示す引数を省
略することはできません。
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います。

　図1.7の上に示す画面は，ROUNDUP関数を使った例で，セルE2の式は，

　　　＝ROUNDUP（D2/1.05,0）

となっており，D2/1.05 の計算結果 13,333.333…に対して，小数第 1位の

桁以下 0.333…を切上げて，結果は 13,334 となります。

図 1.7　切上げと切捨てで税引き売上を求める二つの画面

　図 1.7 の下に示す画面は，ROUNDDOWN 関数を使った例で，セル E2 の

式は，

　　　＝ROUNDDOWN（D2/1.05,0）

となっており，D2/1.05 の計算結果 13,333.333…に対して，小数第 1位の

桁以下 0.333…を切捨てて，結果は 13,333 となります。

3　INT 関数，MOD 関数━関数 整数部，剰余

図 1.8　整数部を取り出す関数と余りを求める関数を使った例
＝INT（A5/C5） ＝MOD（A5,C5）

　数値の整数部分を取り出す INT 関数と剰余を求めるMOD関数を使うこと

で，図 1.8 に示すように，割り算の商と余りを求めることができます。

　図 1.8 のセル E5には，

　　　＝INT（A5/C5）

切上げと切捨てを行う関
数として，
　切上げ（算術式，桁位置）
　切捨て（算術式，桁位置）
を使います。それぞれの
引数の与え方は，Excel

の ROUNDUP 関数およ
び ROUNDDOWN 関数
と同じです。

数値の整数部分を取り出
す関数と剰余を求める関
数として，
　整数部（算術式）
　剰余（算術式 1,

　　算術式 2）
があります。それぞれの引
数の与え方は，Excel の
INT 関数および MOD 関
数と同じです。
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