
 

事例で学ぶ POWER QUERY  

for Excel 
 
 
 

Excel2016 より標準装備された Power Query。 

Power Query の一番に便利なところといえば、ファイル結合でしょう。 

他にもデータ抽出、並べ替え、集計等、表の再加工…。 

マクロ（VBA）、関数と同様の成果物が、Power Query によって簡単に作成できるも
のが多々あります。ファイルの状況はいろいろですので、この Power Query（Power 

Query Editor）の使い方も知っておくべきだと私は思います。 

特に、複数のデータファイル/フォルダーを扱っている方、繰り返し作業が多い方、
大量データ、もしかしたらその作業は、マクロ（VBA）、関数より Power Query で簡
単になるかもしれません。 

 

実際に試していただけるように、本書で使用したサンプルデータと完成したファイ
ルをダウンロードできるようにしています。完成版もダウンロードできますが、ファ
イルパスのユーザー名の変更が必要あるものもございますのであらかじめご承知お
き願います。（ダウンロードはパソコンのみ） 

 

本書の原稿を作っている最中に何度か表示の変更/更新が入りましたので、（著者
Office365 使用）皆さまのお手元に本書が届くころには、本書とはまた少し表示が違
っていると思います。何卒ご了承ください。 

 

Power Query Editor の全てをご紹介するまでは至っておりませんが、Power Query

使用のヒントとして本書を手に取っていただき、Power Query の便利さを知って、
煩雑な日常業務に少しでもお役に立てたらうれしく思います。 

 

2019 年 3 月 吉田くみこ  

【重要】 

本書に記載された内容は情報の提供のみを目的としており、独立した出版物で
あり、マイクロソフト社との提携も、承認も後援もありません。本書を用いた
運用は必ずお客様ご自身の責任で運用してください。運用の結果については、
出版社、アクセシア合同会社、および著者はいかなる責任も負いません。 

Excel のバージョンアップで、本書と内容の表示が異なる部分がある場合もご
ざいます。また、本書に掲載されている手順は一例であり、すべての環境で動
作することは保証しておりません。 

以上の注意事項をご承知いただいたうえで本書をご利用願います。 
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 フォルダー内の全ファイル結合 

 

構成が全く同じファイルは、フォルダー内のすべてのファイル（Excel、テキスト、CSV）

を一つのリストに簡単に結合することができます。結合後ピボットテーブルが可能です。 

※ 結合後、元データのフォルダーやファイルの名前・保存場所を変更するとエラーにな

ります。 

 

◆ Excel ブックの結合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「data」→「1.1.Excel ブック」を使って説明します。 
 

 
 

 

 

 

 
  

Ex 

Ex 
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新規ブックを開きます。次にファイルデータを読み込みます。 

タブ「データ」→「データの取得」→「ファイルから」→「フォルダーから」をクリック。 

 

 
 
 
 

「参照」をクリックします。 
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フォルダー「1.1.Excel ブック」の場所を選択して、ＯＫをクリック。 

 

 
 

 

パスが入ったら、OK をクリック。 
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結合をクリックして、プルダウンからデータの結合と変換を選択します。 

 

 
 

 

File の結合で、Sheet１ をクリックして、OK をクリック。 
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Power Query エディターが開きます。 

列「Souse.Name」は不要なので削除します。列名の上で右クリック
．．．．．

→「削除」

をクリック。 

 
 

 

Excel シートに読み込みます。 

タブ「ホーム」の「閉じて読み込む▼」→「閉じて読み込む」をクリック。 

 

 

右クリック  
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◆ 詳細エディターで分割 
 

「5.テーブル加工 ③値の置換で分割」（P.112）と同様に、住所を県・道・府・

都とそれ以降に分けますが、ここでは『詳細エディター』で分割する方法の紹介

です。 

 

始めの「県」の分割は「③値で分割」の方法で行い、それ以降の「道」「府」「東

京都」は【詳細エディター】を使って分割します。 

 

    
 
 
   

「data」→「5.テーブル加工」の「1.セルを分割」→「2.県庁所在地」を 

使って説明します。 
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Excel ブック「2.県庁所在地」を開きます。③と同様に、表を選択してからタブ

「データ」の「テーブルまたは範囲から」をクリック。 

 

 
 
 

Power Query エディターが開きます。 

 

「詳細エディター」で見やすくするために、自動で付けられたステップ「変更さ

れた型」を×で削除しておきます。 

 

※ 削除しなくてはならないということではありません。後から追加できるステ

ップを先にここで除くことで、詳細エディターのコードを見やすくしています。 
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列「住所」を選択し、タブ「変換」の「値の置換」をクリック。 

 

 
 

 

検索する値 県 

置換後  県-（ハイフン）  OK をクリック。 

 

 
 
 

ここまでは、③と同じです。 

 

これより「詳細エディター」を使って「道」「府」「東京都」を編集します。 
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タブ「表示」の「詳細エディター」をクリック。 

 

 
 
 

 

詳細エディターが開きます。 

この行のコードをすぐ下へ 3 行コピーします。 
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バージョンとダウンロード 

Excel2010、Excel2013 は、下記からダウンロードしてインストールします。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39379 

Excel2016 からは標準機能となっているのでインストールの必要はありません。 

「Microsoft Power Query サービス利用規約」同意の上でご使用下さい。 

 

Excel 行の制限 

Excel 「行の制限」は 104 万 8576 行で、それ以上の表（テーブル）は Excel 

Sheet に読み込めません。（2019.3.1 現在） 

Power Query のデータの読み込みの際に、「接続の作成のみ」「このデータをデー

タモデルに追加する」にすることで、PowerPivot の「管理」からデータを読み込

むことは可能ですが、本書ではその方法は省いております。これにつきましての

お問い合わせもご容赦願います。 

 

本書は、「Office365」の表示での説明となっています。 

表示画像や操作方法、URL、スペック、その他情報等は原稿を執筆時点のもので

すので、機能やサービスの変更によって誌面通りにならない可能性がありますこ

と、ご了承下さい。 

 

本書では、新規 Excel ブックにデータ元の Excel ブックから読み込んでクエリを

作成する方法と、既存の Excel ブック内に新たにクエリを作成する方法の、2 方

法を紹介しています。 

読み込んでクエリを作成する方法は、元データのフォルダーやファイルの名前・

保存場所を変更するとエラーになりますのでご注意ください。 

 

本書内の会社名や商品名は、該当の各社の商標および登録商標です。本書では TM

および®マークは省略させていただいております。 

 

本書で使用しているサンプル(data) Excel ブックは、下記の URL からダウンロー

ドできます。 

 
https://sites.google.com/view/powerquery-excel/book 



 

 
 

GoogleDrive 利用のため、ポップアップブロックされましたら、許可してダウン

ロードしてください。（Google Chrome ブラウザ使用推奨） 

Zip ファイル解凍をデスクトップに保存することで、本書説明と同じパスになり

ますが完成版(finished) は一部データソースのファイルパスのユーザー名を変更

する必要があるファイルがございます。 

※ ダウンロードはパソコンのみ 

https://sites.google.com/view/powerquery-excel/book 
 
 
 
 
 
 

本書の内容はすべて、著作権法によって保護されています。著者および発行所の

許諾を得ずに、無断で複製、複写することは禁じられています。 

Copyright © 2019 kumiko Yoshida and axcesia LLC. All rights reserved.  
 

本書に掲載されている手順・内容のお問い合わせは次のサイトへお願いいたしま

す。 

それ以外につきましては、何卒ご赦ください。 

 

本書サポートページ 

   https://sites.google.com/view/powerquery-excel/book  
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