
※総務省｜報道資料｜統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルールの策定
(soumu.go.jp)

各府省がe-Statに登録する機械判読可能な統計表を作成する上で留意すべき事項について取
りまとめ、統一ルールとして策定したもの。

そもそもExcelって、どう使えばいいのかわからない。謎のエラーがでて面倒くさい、怖い･･･な
ど、なんだかちょっと苦手だなと感じていたり、いろいろなお悩みがあると思います。

Excelは、ただ「表が作れる」だけじゃなく、自動で計算をしたりグラフを作ったり、分析がで
きたりと、使いこなせば業務効率がぐんとアップします。

✨今回のテーマ✨

Excelの入力ルールを統一しよう

データ利活用推進センターでは、データの有用性や重要性を発信するとともに、デジ
タル技術等を活用して、楽しく効率的に業務等に取り組めるようサポートします。
この通信では、主にExcelの使い方や統計データの紹介などをテーマに、日々の業務

にちょっと役立つ豆知識を発信します。
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そのための第一歩は入力ルールの統一です。
Excelの正しい入力方法について知り、普段の意識を変えていくところから始めてみませんか。
今回のコラムでは、総務省が発表した「統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統

一ルールの策定」(※) の中から、特に業務の参考になりそうなポイントをピックアップして解説し
ます。

■ １セル＝１データ
■ 数値データのセルの表示形式は「数値」とする
■ セルの結合禁止
■ 体裁を整えるためのスペースや改行の禁止
■ 項目名は省略しない
■ 表を分断しない

EXCEL 入力ルール

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukatsu01_02000186.html


例えば、イベントの参加者アンケートの集計表を作成するとき、以下のような表を作ってい
ませんか。
また、表への入力作業を複数の人で協力すると、そんなつもりはなくてもそれぞれの入力の

クセがでて、全角・半角がばらついてしまったり、参加者からWEBやデータで集めた元の情報
がばらついているので、それがそのまま表に反映されてしまう･･･ということもよくあるんじゃ
ないかと思います。

参考：疑似個人情報データ生成サービス (hogehoge.tk) により作成

氏名 年齢 出身地 参加のきっかけ

池上　美穂子 37歳 群馬県 SNS、テレビ

磯崎璃子 57

　　恒夫 26

明石冨美子 ３８ 静岡県 知人

寺西　由子 37 福井 SNS、新聞

大林朝葵 21 山梨県 テレビ、ラジオ

大林政次 35歳 岡山県 ポスター

西谷恵美子 31 茨城県 チラシ

丹羽　亜紀 48 和歌山県 テレビ、ラジオ

青山留吉 五十三歳 山形県 新聞

安井多紀 58 福井県 SNS、ラジオ

島津　帆奈 25 埼玉県 知人

小倉明日花 23歳 福岡県 知人、SNS

菅谷恭一 48

　　小春 22

根岸　凪紗 43 富山 チラシ

勝田　七菜 48 富山県 職場、テレビ

前原　岳斗 ２２歳 青森県 ラジオ

児玉敬二 35 福井県 知人

松岡佐和子 30歳 富山 新聞

○月○日開催分

○月▲日開催分

ポスター

新聞熊本県

宮崎県

■ こんな表つくっていませんか？

ヒトの目で見るぶんには特に問題がないし、分かればそれでいいじゃん、と思うかもしれま
せんが、Excelをはじめとする機械の目でみると、困った表なのです。

参考:疑似個人情報データ生成サービス (hogehoge.tk) により作成

最初に示した「入力ルール」に従って、この表のどこがダメで、どうすれば良くなるのかを
次のページ以降で詳しく解説していきます。
併せて、ちょっと便利な小技も「Tips」として紹介するので、参考にしてください。

http://hogehoge.tk/personal/
https://hogehoge.tk/personal/


ひとつのセルに複数のデータが入力されていると、せっかくのExcelの便利な機能（関数計
算やフィルター、ピボットテーブル等）を十分に活用できません。
そのため、最初に表を作成する段階で、ひとつのセルにはひとつのデータを入力できるよ

うな表を構成することがポイントです。

先ほどの表では、複数回答可となっている「参加のきっかけ」の各項目の件数を集計した
い時、目視でひとつひとつ手計算しなければなりません。
修正後では、「○」の数を関数を使って集計することができるので、項目ごとの件数が簡

単にわかります。

■ １セル＝１データ

■ 数値データのセルの表示形式は「数値」とする

数値データが入っているセルの表示形式を「文字列」にしていると、関数で計算ができな
かったり、並べ替えやフィルターも正確に使えない場合があります。
そのため、集計したい数値データのセルの表示形式は「数値」とすること。

【セルの表示形式が「文字列」になってしまう例】
・数値の後に、単位（円、m、歳、等）やマイナス記号（▲, - ）がついている。
・数値を全角で入力している。

Ｑ数字は全部「数値」にしないといけないの？

Ａ 職員番号や出席番号等の識別コード、電話番号、郵便番号等、集計
しても意味が無い数字は「数値」でなくても問題ありません。
ただし、全角と半角が混じっていたり、入力にブレがあると、本当
は同じ番号なのに違う番号と認識されてしまうので統一が必要です。

修
正
前

修
正
後

※電話番号のように、”0”から始まる番号は、セルの表示形式を「数値」にす
ると最初の”0”が消えてしまうので、「文字列」にすることが多いです。

氏名 年齢 出身地 参加のきっかけ

池上　美穂子 37歳 群馬県 SNS、テレビ

磯崎璃子 57

　　恒夫 26

明石冨美子 ３８ 静岡県 知人

寺西　由子 37 福井 SNS、新聞

○月○日開催分

新聞熊本県



① ”表示形式”タブ
を選択

② “分類”の中から
「数値」を選択

③ 負の数をどのよう
に表示するかを
選択

②このマークをクリック

①「ホーム」タブを選択

②確認したいセルを選択した状
態で、ここが「数値」になっていれ
ばOK

「▲, - (マイナス記号)」の入力

Tips どうしても単位やマイナス記号(▲)を入力したいとき

Tips セルの表示形式が「数値」になっているかの確認方法

修正前
修正後

任意の「単位」の入力

① ”表示形式”タブ
を選択

② “分類”の中から
「ユーザー定義」
を選択

③ 数値の後に、表
示したい任意の
単位を「”」でくくっ
て入力

◀ヒトの目で見れば、
37歳の人が2人いる
とわかりますが、
Excelは37歳が1人、
37が1人と別々にカ
ウントしてしまいます。

◀年齢別はもちろん、
任意の年齢階級別で
集計することもできま
す。
例えば、どの年代の人
が多く来ているのかも
すぐ調べられます。

①「ホーム」タブを選択

先ほどの表では、年齢の数値データが、”歳”という単位がついていたり、数字の全角と半
角が混在していることが原因で「文字列」となっていて、正確な集計ができない状態です。
修正後では、全て「数値」になっているので、フィルター機能や関数を使って、年齢別や

年代別の件数が簡単に集計できます。



表を作るときは、１件のデータを、横１⾏で入力（「レコード」といいます）⼜は縦１列で
入力（「フィールド」といいます）する必要があります。
レコード及びフィールドはそれぞれ独⽴しており、レコードの場合は上下の並べ替えをして

もデータの意味が変わらず、フィールドの場合は左右で入れ替えても意味が変わらないように、
セルの結合や不必要な分離を行わないようにしてください。

先ほどの表では、以下のような問題が発生します。
・昇順/降順にで並べ替えがしたくても、結合されたセルがあるため、エラーメッセージが
表示されてできない。

・出身地や参加のきっかけでフィルターをしたとき、 ”熊本県”や”新聞”で検索しても3⾏目
の「恒夫」さんが検索されない。

・特定の⾏や列だけをコピーしたくても、結合されたセルが混ざっていると、不要なとこ
ろまで範囲選択されてしまう。

■ セルの結合禁止

修正前 修正後

氏名 年齢 出身地 参加のきっかけ

池上　美穂子 37歳 群馬県 SNS、テレビ

磯崎璃子 57

　　恒夫 26

明石冨美子 ３８ 静岡県 知人

寺西　由子 37 福井 SNS、新聞

大林朝葵 21 山梨県 テレビ、ラジオ

大林政次 35歳 岡山県 ポスター

○月○日開催分

新聞熊本県

氏名 年齢 出身地 開催日 参加_SNS 参加_新聞 参加_テレビ

池上美穂子 37 群馬県 ○月○日 ○ ○

磯崎璃子 57 熊本県 ○月○日 ○

磯崎恒夫 26 熊本県 ○月○日 ○

明石冨美子 38 静岡県 ○月○日

寺西由子 37 福井県 ○月○日 ○ ○

大林朝葵 21 山梨県 ○月○日 ○

大林政次 35 岡山県 ○月○日

◀「氏名」だけををコピー
したいのに、セル結合さ
れている”○月○日開
催分”より下は「参加の
きっかけ」まで範囲選択
されてしまう。

▼開催日の列を追加

セルの結合を解除し、それぞれの行ごとに必要な情報を
入力します。

Tips セル結合は一気に解除可能です！

①クリックでシート全選択

③「セルを結合して中央揃え」
をクリックで、シート内の
セルの結合を全て解除

②「ホーム」
タブを選択



■ 体裁を整えるためのスペースや改行の禁止
■ 項目名等を省略していないか

体裁を整えることなどを目的として、スペースや改⾏を入れたり、入力内容の一部を省略し
てしまうと、データの検索性が低下するほか、複数の表を横断的に利用する場合においても⽀
障が生じる可能性があります。
そのため、体裁を整えるためのスペースや改行、項目名の省略は行わないようにしてくださ

い。

修正前 修正後

先ほどの表では、修正前だと以下のような問題が発生します。
①氏名欄
・氏名で検索したいのに、名字が省略されていたり、氏名の間のスペースの有無がばらつい
ているせいで、正しく検索ができない。

・別の表と氏名をキーにして関数で結合(VLOOKUP等)したいのに、氏名の間のスペースの有
無がばらついているせいで、エラーがでる。

②出身地欄
・出身地別に集計したいのに、”県”の有無がばらついているせいで、正しく集計できない。

Tips 一気にスペースや改行を解除したいときは「置換」を活用しよう！

①「ホーム」タブを選択 ②「検索と選択」をクリックし
【置換】を選択

③「検索する文字列」を選択し、以下のいずれ
かを行う。(「置換後の文字列」は入力不要)

◆スペースを解除する場合
”スペース“を入力
◆改行を解除する場合
Ctrl+Jを押す

④「すべて置換」ボタンを押す

③

④

※「氏名の間に全角ス
ペースを入れる」というこ
とを入力ルールとして統
一すればスペースをいれ
ても問題はないです。
但し、検索する時も同
様に「名字□名前」とい
うように全角スペースを
入れないと検索がヒット
せず、面倒なので、あま
りオススメはしません。



■ 表を分断しない

先ほどの表では、開催日ごとの見出しをつけて、表を分断しているため、フィルターや並
べ替えができない。また、レコードごとに開催日(参加日)の情報を入れておかなければ、開
催日以外の項目で検索したときにどの開催日の参加者なのかが分からない。
修正後は、分断された表を繋げて、「開催日」の列を追加し、参加者ごとの⾏をみれば参

加日がわかるようになっている。

表を分割して見出しをつけたり、空⽩の列を追加した場合、データが途切れてしまい、並べ
替えやフィルターができないなど、処理がうまくいかない。
そのため、不必要な表の分離は行わないこと。

修正前 修正後

氏名 年齢 出身地 参加のきっかけ

池上　美穂子 37歳 群馬県 SNS、テレビ

磯崎璃子 57

　　恒夫 26

明石冨美子 ３８ 静岡県 知人

寺西　由子 37 福井 SNS、新聞

大林朝葵 21 山梨県 テレビ、ラジオ

大林政次 35歳 岡山県 ポスター

西谷恵美子 31 茨城県 チラシ

丹羽　亜紀 48 和歌山県 テレビ、ラジオ

青山留吉 五十三歳 山形県 新聞

○月○日開催分

○月▲日開催分

新聞熊本県

氏名 年齢 出身地 開催日

池上美穂子 37 群馬県 ○月○日

磯崎璃子 57 熊本県 ○月○日

磯崎恒夫 26 熊本県 ○月○日

明石冨美子 38 静岡県 ○月○日

寺西由子 37 福井県 ○月○日

大林朝葵 21 山梨県 ○月○日

大林政次 35 岡山県 ○月○日

西谷恵美子 31 茨城県 ○月○日

丹羽亜紀 48 和歌山県 ○月▲日

青山留吉 53 山形県 ○月▲日

氏名 年齢 出身地 開催日 参加_SNS 参加_新聞 参加_テレビ 参加_ラジオ 参加_ポスター 参加_チラシ 参加_知人 参加_チラシ 参加_職場

池上美穂子 37 群馬県 ○月○日 ○ ○

磯崎璃子 57 熊本県 ○月○日 ○

磯崎恒夫 26 熊本県 ○月○日 ○

明石冨美子 38 静岡県 ○月○日 ○

寺西由子 37 福井県 ○月○日 ○ ○

大林朝葵 21 山梨県 ○月○日 ○ ○

大林政次 35 岡山県 ○月○日 ○

西谷恵美子 31 茨城県 ○月○日 ○ ○

丹羽亜紀 48 和歌山県 ○月▲日 ○ ○

青山留吉 53 山形県 ○月▲日 ○

安井多紀 58 福井県 ○月▲日 ○ ○

島津帆奈 25 埼玉県 ○月▲日 ○

小倉明日花 23 福岡県 ○月▲日 ○ ○

菅谷恭一 48 宮崎県 ○月▲日 ○

菅谷小春 22 宮崎県 ○月▲日 ○

根岸凪紗 43 富山県 ○月▲日 ○

勝田七菜 48 富山県 ○月▲日 ○ ○

前原岳斗 22 青森県 ○月▲日 ○

児玉敬二 35 福井県 ○月▲日 ○

松岡佐和子 30 富山県 ○月▲日 ○

随時受付中✨お気軽にご連絡ください！

■ まとめ

これまで解説した内容を反映して、修正した表は以下のようになります。
表を作る前に、どんなふうに集計したいのか、そのためにはどんな構成にすれば良いか考え

て、事前に入力ルールを決めておくと後から修正する手間も省くことができます！

データ利活用なんでも相談

データ利活用推進センター / 073-488-2430


