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■ はじめに
 ツールPowerFolderについて誤解を生じないように申し述べます。誤解を生じないように申し述べます。を生じないように申し述べます。生じないように申し述べます。じなＢＩ ツールいように申し述べます。し述べます。述べます。べます。
本書でご紹介する紹介するする PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。蓄積・コンパクトなＢＩ ツール整理・コンパクトなＢＩ ツール分類・コンパクトなＢＩ ツール抽出・コンパクトなＢＩ ツール集計・コンパクトなＢＩ ツール分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。支援するソフトです。するソフトなＢＩ ツールです。
同じ名前 じ名前 ツール[PowerFolder] PowerFolder] で流通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いるネットなＢＩ ツールワークを生じないように申し述べます。介するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。共有するフリーソフトではありまするフリーソフトなＢＩ ツールではありま
せん。

PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。株式会社エイコットなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。登録商標（登録第４６４６２５４号）であり、であり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。仕組
みは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。特許（特許第 ツール３８７８５０７号）であり、により保護さております。さて誤解を生じないように申し述べます。おります。

PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。技術用語を用いるならばＲＤＢを生じないように申し述べます。用いるなＢＩ ツールらばＲＤＢＲＤＢ(Relational DataBase)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＯＬＡＰ(On-line Analytical 
Processing)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＤａｔａＭｉｎｉｇの機能を備えておりコンパクトなＤＷＨの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨを生じないように申し述べます。備えておりコンパクトなＤＷＨえて誤解を生じないように申し述べます。おりコンパクトなＢＩ ツールなＢＩ ツールＤＷＨ(Data Ware House)またはデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
マートなＢＩ ツール(Data Mart)を生じないように申し述べます。構築し、小さなＢＩし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。小さなＢＩさなＢＩ ツールＢＩ(Business Intelligence)環境を提供します。を生じないように申し述べます。提供します。し述べます。ます。

PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。高度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。解を生じないように申し述べます。析を支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩグラフィカルなＢＩ ツールレポートなＢＩ ツール機能を備えておりコンパクトなＤＷＨを生じないように申し述べます。備えておりコンパクトなＤＷＨえた本格的なＢＩなＢＩ ツールＢＩ(Business 
Intelligence)ソフトなＢＩ ツールではなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。蓄積・コンパクトなＢＩ ツール整理・コンパクトなＢＩ ツール分類・コンパクトなＢＩ ツール抽出・コンパクトなＢＩ ツール集計・コンパクトなＢＩ ツール分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように誰でも簡単にできるようにでも簡単にできるように簡単にできるようににできるように
使い易さを追求したソフトです。い易さを追求したソフトです。さを生じないように申し述べます。追求したソフトです。し述べます。たソフトなＢＩ ツールです。
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＯＬＡＰ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＤａｔａＭｉｎｉｇの機能を備えておりコンパクトなＤＷＨの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ツールとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように応用できるＦｏｌｄｅｒの機能の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨ
を生じないように申し述べます。保持しています。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

現在、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。企業、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。個人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。を生じないように申し述べます。問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。情報化社会の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わる情報量は益々増加の一途を辿っております。は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一途を辿っております。を生じないように申し述べます。辿っております。って誤解を生じないように申し述べます。おります。
あなＢＩ ツールたの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。周りでは、情報量が多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とりでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報量は益々増加の一途を辿っております。が誰でも簡単にできるように多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とすぎて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とむ有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落と有するフリーソフトではありま益なＢＩ ツール情報やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とれたシグナルやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ傾向や兆しを見落とやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ兆しを見落とし述べます。を生じないように申し述べます。見落とと
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。はいませんか？
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大量は益々増加の一途を辿っております。に蓄積された表形式データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。上手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件でに整理・コンパクトなＢＩ ツール分類・コンパクトなＢＩ ツール抽出し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件でに様々なＢＩ ツール視点や条件でやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ条件でで
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。集計・コンパクトなＢＩ ツール分析を支援するソフトです。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とれて誤解を生じないように申し述べます。いるシグ ツールナルやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ傾向や兆しを見落とやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ兆しを見落とし述べます。を生じないように申し述べます。発掘、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。炙り出すことを支援するツールです。り出すことを生じないように申し述べます。支援するソフトです。するツールです。
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。けばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そこに目的なＢＩとするデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるようにある」ようにフォルダを共有するフリーソフトではありま設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。た検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで集計が誰でも簡単にできるようにでき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ条件でを生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件で・コンパクトなＢＩ ツール追加の一途を辿っております。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。集計を生じないように申し述べます。試行するする
ことが誰でも簡単にできるように容易さを追求したソフトです。にできますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。会話形式でデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。分析を支援するソフトです。 ツールが誰でも簡単にできるようにできます。
PowerFolderを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。用することでデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように分かり易さを追求したソフトです。く管理でき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件でには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。炙り出すことを支援するツールです。り出されて誤解を生じないように申し述べます。見えて誤解を生じないように申し述べます。くるシグナル、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
傾向や兆しを見落と、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。兆しを見落とし述べます。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように皆様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。お役に立つことを祈 念しております。に立つことを祈 念しております。つことを生じないように申し述べます。祈 ツール念しております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。おります。

最後に、に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderを生じないように申し述べます。積極的なＢＩに利用し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。貴重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究なＢＩ ツールご紹介する意見やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究を生じないように申し述べます。お寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究せ頂きましたユーザ、協力会社、研究きまし述べます。たユーザ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。協力会社、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。研究
会の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。皆様に感謝申し述べます。し述べます。上げます。　

２００７年７月 ツール株式会社 ツールエイコットなＢＩ ツール
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■ Ⅰ 画面の説明の説明説明
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。画面構成について次の順で説明します。について誤解を生じないように申し述べます。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。で説明し述べます。ます。

１ メイン画面の構成画面の説明の説明構成 PowerFolder をキー入力する構成して編集い方る画面の説明と機能アイコン各部の説明説明をキー入力するします。

２ 外見の設定の説明設定 PowerFolder の説明各部の説明色と機能アイコンフォン画面の構成トをキー入力する設定する方法の列表示につい方て編集説明します。

３ 機能メニューと機能アイコンメニューと機能アイコンと機能アイコン機能メニューと機能アイコンアイコン画面の構成 PowerFolder の説明機能メニューと機能アイコンメニューと機能アイコンと機能アイコン機能メニューと機能アイコンアイコン画面の構成につい方て編集説明します。

４ 表示内容の切り替えの説明切り替えり替え替ええ 検索結果の検索や集計結果の表示の切り替えについて説明します。集計結果の検索の説明表示の説明切り替えり替え替ええについ方て編集説明します。
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Ⅰ‐１　メイン画面の構成メイン画面の構成画面の構成の構成構成

【フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】】

表をキー入力する表すフォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコンその説明下に階層的に配置された、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方、見出しフォルダ、条件フォル条件フォルダの作成フォルからカラム名を得る
ダの扱い方、見出しフォルダ、条件フォル列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。をキー入力する表示する領域です。で作成す。
これらカラム名を得るの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方は仮想的なデータの整理・分類もの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォルディスク上のフォルダを表しているのではありの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する表して編集い方るの説明で作成はあり替え
ません。
表をキー入力する表すフォルからカラム名を得るダの扱い方は、見出しフォルダ、条件フォル濃い目の文字で表示されます。い方目の文字で表示されます。の説明文字で作成表示されます。
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【検索・コンパクトなＢＩ ツール集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】】

 - 検索表示 

フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明条件フォルダの作成に従って検索データを表示しますって編集検索デーと機能アイコンタをキー入力する表示します

 - 集計表示
検索表示したデーと機能アイコンタの説明集計結果の検索をキー入力する表示します

 - 集計伸縮表示
集計結果の検索をキー入力する小計行をキー入力する加えた伸縮形式のデータで作成表示します

 - グラフ表示
集計された結果の検索をキー入力するグラフで作成表示します

上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。の説明領域です。は共通な領域で、タブで切り換えます。なデータの整理・分類領域です。で作成、見出しフォルダ、条件フォルタブで切り換えます。で作成切り替えり替え換えます。えます。

【検索条件で図表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】】
現在開くい方て編集い方るフォルからカラム名を得るダの扱い方に設定して編集ある検索条件フォルダの作成図にドロップ
をキー入力する表示する領域です。で作成す。
サブで切り換えます。メニューと機能アイコンの説明「検索条件図」を選択するか、または、検索条件フォルダの作成図にドロップ」をキー入力する選択とグラフするか、見出しフォルダ、条件フォルまたは、見出しフォルダ、条件フォル

アイコン画面の構成をキー入力するクリックすると機能アイコン表示します。

【検索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要約】
検索したレコーと機能アイコンド表示件フォルダの作成数フォルダを同時に開く、見出しフォルダ、条件フォル検索時に作る間、見出しフォルダ、条件フォル結果の検索表示時に作る間をキー入力する表示し
ます。
ソーと機能アイコントの説明指定があれば続いて表示します。続い方て編集表示します。
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Ⅰ‐２　メイン画面の構成外見の設定の構成設定
PowerFolder画面の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。とフォントなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。設定ができます。することが誰でも簡単にできるようにできます。

① ツールメニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」－「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。外見の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

② ツールタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で４つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。とフォントなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
【フォルからカラム名を得るダの扱い方表示】タブで切り換えます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。の説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、色」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」が開くきます。

また、見出しフォルダ、条件フォル右隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストの説明クリックで作成色の説明一覧を表示することもでをキー入力する表示すること機能アイコンもで作成

きます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。の説明背景色の説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」が開くきます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するをキー入力する表示するフォン画面の構成トの説明設定で作成す

【結果の検索表示】タブで切り換えます。

検索・集計結果の検索表示領域です。の説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出しの説明色」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタの説明色 1」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタの説明色 2」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、色の説明

設定」をキー入力する開くくか、見出しフォルダ、条件フォル右隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストの説明クリックで作成色の説明一覧を表示することもでをキー入力する表示さ

せるかして編集色をキー入力する選びます。

「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出しの説明色」は最上のフォルダを表しているのではあり部の説明見の設定出しの説明背景色で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタの説明色 1」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタの説明色 2」は見の設定出しからカラム名を得る下の説明デーと機能アイコンタ行の説明背景色

で作成、見出しフォルダ、条件フォル色 1 と機能アイコン色 2 で作成交互に塗られます。に塗られます。らカラム名を得るれます。

「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」が開くきます。

見の設定出しと機能アイコンデーと機能アイコンタの説明フォン画面の構成トの説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、フラット見の設定出し」は見の設定出し行の説明立とボード表示体的表示の説明オン画面の構成・オフをキー入力する切り替えり替え替ええます。

「検索条件図」を選択するか、または、タブで切り換えます。の説明位フォルダ複数集計置」はタブで切り換えます。の説明表示位フォルダ複数集計置をキー入力する下か上のフォルダを表しているのではありかに切り替えり替え替ええます。
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【検索条件フォルダの作成図にドロップ】タブで切り換えます。

検索条件フォルダの作成図にドロップの説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、色」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」をキー入力する開くくか、見出しフォルダ、条件フォル隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストの説明ク

リックで作成色の説明一覧を表示することもでをキー入力する表示させるかして編集色をキー入力する選びます。

検索条件フォルダの作成図にドロップの説明背景色の説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」が開くきます。

検索条件フォルダの作成をキー入力する表示するフォン画面の構成トの説明設定で作成す。

【その説明他】タブ】タブで切り換えます。

機能メニューと機能アイコンメニューと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル機能メニューと機能アイコンアイコン画面の構成、見出しフォルダ、条件フォル検索の説明要約の設定です。の説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、色」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」をキー入力する開くくか、見出しフォルダ、条件フォル隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストの説明ク

リックで作成色の説明一覧を表示することもでをキー入力する表示させるかして編集色をキー入力する選びます。

各部の説明背景色の説明設定で作成す。

「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ボタン画面の構成の説明クリックで作成「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」が開くきます。

各部の説明フォン画面の構成トの説明設定で作成す。

③ ツール設定ができます。を生じないように申し述べます。受け入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますけ入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますれるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。であればＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリック、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そうでなＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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Ⅰ‐３　メイン画面の構成機能メニューと機能アイコンメニューと機能アイコンと機能アイコン機能メニューと機能アイコンアイコン画面の構成
メニューと機能アイコン サブで切り換えます。メニューと機能アイコン 説明 アイコン画面の構成

ファイルからカラム名を得る

フォルからカラム名を得るダの扱い方情報の保存と読み直しの説明保存の表を元にする フォルからカラム名を得るダの扱い方情報の保存と読み直しをキー入力する保存の表を元にするします。

外見の設定の説明設定 各表示領域です。の説明色、見出しフォルダ、条件フォルフォン画面の構成トをキー入力する設定します。

リストの説明印刷プレビューと機能アイコン 一覧を表示することもで表示して編集い方るデーと機能アイコンタの説明印刷をキー入力する画面の説明で作成確認します。します。

リストの説明印刷 一覧を表示することもで表示して編集い方るデーと機能アイコンタをキー入力する印字します。

ライセン画面の構成スの説明設定 ライセン画面の構成ス情報の保存と読み直しをキー入力する入力するし登録します。します。

終了 PowerFolder をキー入力する終了します。

 表

表一覧を表示することもで 定義済みの表を一覧形式で表示します。み込みの説明表をキー入力する一覧を表示することもで形式のデータで作成表示します。

表作りかた成 表をキー入力する作りかた成します。

編集 表をキー入力する編集します。

削除 表をキー入力する削除します。

表定義の説明書き出し 表定義をキー入力する書き出します。

表定義の説明読み込みみ込み込み込み 表定義をキー入力する読み込みみ込み込み込みます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方

戻るる ひと機能アイコンつ前のフォルダに戻ります。の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に戻るり替えます。

進むむ 戻るる前のフォルダに戻ります。の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に進むみ込みます。

上のフォルダを表しているのではありへ 上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に移動します。

フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかた成 フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成します。

編集 フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する編集します。

切り替えり替え取り替え フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する切り替えり替え取り替えます。 

コピーと機能アイコン フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力するコピーと機能アイコンします。

貼り付けり替え付けけ
コピーと機能アイコン又は切り取りしたフォルダを選択したフォルダの下位に貼り付けまは切り替えり替え取り替えしたフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する選択とグラフしたフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下位フォルダ複数集計に貼り付けり替え付けけま
す。

部分フォルダの作成貼り付けり替え付けけ
コピーと機能アイコン又は切り取りしたフォルダを選択したフォルダの下位に貼り付けまは切り替えり替え取り替えしたフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定の説明一部をキー入力する選択とグラフしたフォルからカラム名を得るダの扱い方に貼り付けり替え
付けけます。 

設定の説明クリア フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定の説明一部をキー入力するクリアします。

よくある設定 質問に答えて基本的な設定のフォルダ作ります。に答えて基本的な設定のフォルダ作ります。えて編集基に表更新本的なデータの整理・分類設定の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかたり替えます。

削除 フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する削除します。

定義の説明書き出し 選択とグラフしたフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定をキー入力する下位フォルダ複数集計をキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。めて編集外部ファイルからカラム名を得るに書き出します。

定義の説明読み込みみ込み込み込み
外部ファイルからカラム名を得るに書き出したフォルからカラム名を得るダの扱い方定義をキー入力する読み込みみ込み込み込み、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフしたフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明
下位フォルダ複数集計に作りかた成します。

デーと機能アイコンタ

表示書式のデータ編集 検索したデーと機能アイコンタの説明表示書式のデータをキー入力する編集します。

編集 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示の説明編集をキー入力するおこなデータの整理・分類い方ます。

追加 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示の説明編集と機能アイコン新規にレコーと機能アイコンド表示の説明追加をキー入力するおこなデータの整理・分類い方ます。

結果の検索の説明検索 表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明検索結果の検索をキー入力する対する操作象に文字列をキー入力する検索します。 

再検索 条件フォルダの作成をキー入力する変えずにデーと機能アイコンタをキー入力する再検索します。 

処理の説明実行
フォルからカラム名を得るダの扱い方に記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。した検索処理をキー入力する実行します。
フォルからカラム名を得るダの扱い方に処理が定義して編集い方なデータの整理・分類い方と機能アイコン ”処理無し” と表示され、定義してあ処理無し”処理無し” と表示され、定義してあ と機能アイコン表示され、見出しフォルダ、条件フォル定義して編集あ
ると機能アイコン ”処理無し” と表示され、定義してあ処理「検索条件図」を選択するか、または、処理名をキー入力する」の説明実行”処理無し” と表示され、定義してあ と機能アイコン表示されます。

ＣＳＶ取込定義取込 ＣＳＶ取込定義形式のデータの説明ファイルからカラム名を得るをキー入力する読み込み込んで作成新たなデータの整理・分類レコーと機能アイコンド表示をキー入力する登録します。します。(Import)

ＣＳＶ取込定義出力する 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示をキー入力するＣＳＶ取込定義形式のデータの説明ファイルからカラム名を得るに書き込み込みます。(Export)

削除 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示をキー入力する削除します。

続き
一回の最大検索数の説明最大検索数フォルダを同時に開く(500,000)をキー入力する越えた時、検索を続ける場合に使いまえた時に作る、見出しフォルダ、条件フォル検索をキー入力する続ける場合に使いまい方ま
す。
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メニューと機能アイコン サブで切り換えます。メニューと機能アイコン 説明 アイコン画面の構成

集計

集計書式のデータ編集 集計書式のデータをキー入力する編集します。

クロス集計 A
クロス集計 B

クロス集計する、見出しフォルダ、条件フォルしなデータの整理・分類い方をキー入力する切り替えり替え替ええます。
A と機能アイコン B で作成は、見出しフォルダ、条件フォルクロスするカラム名をキー入力するの説明順番が異なります。なデータの整理・分類り替えます。

クロスカラム名をキー入力するの説明増加 クロス集計時に作るの説明クロスするカラム名をキー入力するをキー入力する増や集計結果の表示の切り替えについて説明します。します。

クロスカラム名をキー入力するの説明減少 クロス集計時に作るの説明クロスするカラム名をキー入力するをキー入力する減らカラム名を得るします。 

集計カラム名をキー入力するの説明列表示 集計の説明対する操作象カラム名をキー入力するをキー入力する列で作成表示します。

集計方法の列表示の説明列表示 集計方法の列表示をキー入力する列で作成表示します。

比率表示 比率表示する、見出しフォルダ、条件フォルしなデータの整理・分類い方をキー入力する切り替えり替え替ええます。

変化の集計の説明集計
集計値を条件とする検索の説明変化の集計をキー入力するまと機能アイコンめる「検索条件図」を選択するか、または、複数フォルダを同時に開く集計における変化の集計の説明集計」ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開く
きます。

集計の説明マーと機能アイコンク 集計表の説明任意の行にマークを付けます。の説明行にマーと機能アイコンクをキー入力する付けけます。

集計行の説明選別 集計表の説明選択とグラフした行だけをキー入力する残し、他を非表示にします。し、見出しフォルダ、条件フォル他】タブをキー入力する非表示にします。

集計行の説明選別をキー入力する戻るす 集計表の説明選別した行をキー入力する前のフォルダに戻ります。に戻るします。

集計行の説明選別解除 集計表の説明選別をキー入力する解除し、見出しフォルダ、条件フォル全部をキー入力する表示します。

処理の説明実行
フォルからカラム名を得るダの扱い方に記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。した集計処理をキー入力する実行します。
フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明処理は「検索条件図」を選択するか、または、検索処理」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、集計処理」があり替え、見出しフォルダ、条件フォルここからカラム名を得るは「検索条件図」を選択するか、または、集計処
理」が実行されます。

複数フォルダを同時に開く集計解除 複数フォルダを同時に開く集計をキー入力する解除します。

ソーと機能アイコントリセット 集計表の説明ソーと機能アイコントをキー入力する初期状態に戻します。に戻るします。

集計表比較 集計表比較モーと機能アイコンド表示の説明セットと機能アイコン解除をキー入力する切り替えり替え替ええます。

集計結果の検索の説明保存の表を元にする 集計結果の検索をキー入力する保存の表を元にするします。

グラフ

設定 グラフの説明設定用グリッドの説明ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

設定をキー入力する保存の表を元にする 現在の説明グラフの説明設定をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方に記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。します。

ファイルからカラム名を得る出力する 表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明グラフをキー入力するファイルからカラム名を得るに出力するします。

グラフの説明種類

次の中からグラフの種類を選択します。の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得るグラフの説明種類をキー入力する選択とグラフします。
棒(縦)、見出しフォルダ、条件フォル棒(横)、見出しフォルダ、条件フォル折れ線、円、面、積重ね れ線、見出しフォルダ、条件フォル円、見出しフォルダ、条件フォル面の説明、見出しフォルダ、条件フォル積重ね ね 100%、見出しフォルダ、条件フォル横並び び 100%、見出しフォルダ、条件フォルパレーと機能アイコン

ト図にドロップ、見出しフォルダ、条件フォル散布図にドロップ、見出しフォルダ、条件フォル棒&折れ線、円、面、積重ね れ線 

表示

表示タブで切り換えます。の説明選択とグラフ 結果の検索表示領域です。の説明タブで切り換えます。をキー入力する選択とグラフします。

カーと機能アイコンド表示表示 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示をキー入力する別ウィン画面の構成ド表示ウで作成カーと機能アイコンド表示表示します。

HTML 出力する 集計表や集計結果の表示の切り替えについて説明します。グラフをキー入力する配置した HTML 形式のデータの説明ファイルからカラム名を得るをキー入力する作りかた成します。

ボーと機能アイコンド表示表示 フォルからカラム名を得るダの扱い方に定義されて編集い方るボーと機能アイコンド表示をキー入力する表示します。

検索条件フォルダの作成図にドロップ 現在の説明検索条件フォルダの作成をキー入力する下部の説明検索条件フォルダの作成図にドロップで作成表示します。

フォルからカラム名を得るダの扱い方表示 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示部の説明表示／非表示をキー入力する切り替えり替え替ええます。

参照グリッド表示 参照用グリッドの説明グリッド表示をキー入力する表示します。

転置表示 転置表示の説明する、見出しフォルダ、条件フォルしなデータの整理・分類い方をキー入力する切り替えり替え替ええます。

行番号表示 行番号表示の説明する、見出しフォルダ、条件フォルしなデータの整理・分類い方をキー入力する切り替えり替え替ええます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方表示の説明分フォルダの作成割 ファルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。をキー入力する上のフォルダを表しているのではあり下に分フォルダの作成割します。

ヘルからカラム名を得るプ
有効期限の表示の説明表示 有効期限の表示をキー入力する表示します。

バーと機能アイコンジョン画面の構成情報の保存と読み直し バーと機能アイコンジョン画面の構成情報の保存と読み直しをキー入力する表示します。
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Ⅰ‐４　メイン画面の構成表示内容の切り替えの構成切り替えり替え替ええ
検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えについて誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。
ユーザは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。自由に行ったり来たりでに行するったり来たりでたりで
きます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。階層的なＢＩに表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。画面下部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。にて誤解を生じないように申し述べます。切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。アイコンかメニューより「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。する／し述べます。なＢＩ ツールい」を生じないように申し述べます。切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えられ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／
伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」と組み合は「キャンセル」をクリックしますわせることが誰でも簡単にできるようにできます。
フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。変えなＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら（条件でを生じないように申し述べます。変えなＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら）であり、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索し述べます。集計し述べます。グラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。みて誤解を生じないように申し述べます。更に様々な視点や条件でに条件でを生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。
し述べます。たりすることが誰でも簡単にできるようにが誰でも簡単にできるようにその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するでできます。

12



■ Ⅱ 表の扱い方の説明扱い方い方方
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。管理し述べます。ます。　ここでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。扱い方を説明します。い方を説明します。を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。

１　メイン画面の構成表形式のデータの説明デーと機能アイコンタ 表形式のデータの説明デーと機能アイコンタについ方て編集説明します。

２　メイン画面の構成表の説明作りかたり替え方 表をキー入力する作りかたる方法の列表示をキー入力する説明します。

３　メイン画面の構成デーと機能アイコンタの説明表示 一覧を表示することもで表示する時に作るの説明表示書式のデータ設定なデータの整理・分類ど表示に関する説明をします。表示に関する説明をキー入力するします。

４　メイン画面の構成デーと機能アイコンタの説明操作りかた 各種デーと機能アイコンタ操作りかたについ方て編集説明します。

５　メイン画面の構成表の説明結合 表デーと機能アイコンタの説明結合につい方て編集説明します。

６　メイン画面の構成表の説明編集 表の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。の説明変更なデータの整理・分類ど表示に関する説明をします。につい方て編集説明します。
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Ⅱ‐１　メイン画面の構成表形式のデータの構成デーと機能アイコンタ
表の扱い方形式
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。顧客情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。構成について次の順で説明します。する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。郵便番号、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。住所、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。会社名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。電話番号なＢＩ ツールとを生じないように申し述べます。横方を説明します。向や兆しを見落とにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。列
を生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。縦方を説明します。向や兆しを見落とを生じないように申し述べます。行するとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。同じ名前 じデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように ツール並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをんでいる表とし述べます。たとき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。顧客情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。
表形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と呼びます。びます。

列（column）

  ↓

郵便番号 住所 会社名をキー入力する 電話番号

行（row）→
 

100-0005 東京都千代田区・・・・ 株式のデータ会社Ａと集計ＢＢＣ 03-3213-9999

151-0001 東京都渋谷区・・・・ XYZ株式のデータ会社 03-3484-8888

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

列（column）をカラム、行（をカラム、行（カラム、行（行（row）をカラム、行（、行（カラム名、行（項目名
列（column）であり、を生じないように申し述べます。カラム、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行する（row）であり、を生じないように申し述べます。ロウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。と呼びます。び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。カラム名と呼びます。びます。
郵便番号やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ住所なＢＩ ツールどは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列を生じないように申し述べます。区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。する項目であることから項目名とも簡単にできるように呼びます。ばＲＤＢれます。

ＣＳＶ（Comma Separated Values）をカラム、行（形式
表形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列を生じないように申し述べます。”，”カンマで区切りテキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールファイルにし述べます。た時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイルを生じないように申し述べます。ＣＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイ
ルと呼びます。び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。ＣＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。テキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と呼びます。びます。
一般的なＢＩに、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表計算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイソフトなＢＩ ツールやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩＤＢソフトなＢＩ ツールでデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。ファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイを生じないように申し述べます。する時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＣＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。テキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールファイ
ルが誰でも簡単にできるように用いられます。

ＴＳＶ（Tab Separated Values）をカラム、行（形式
表形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列を生じないように申し述べます。Ｔａｂで区切りテキストファイルにした時、このファイルをＴＳＶ形式のファイルとで区切りテキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールファイルにし述べます。た時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイルを生じないように申し述べます。ＴＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイルと
呼びます。び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。ＴＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。テキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と呼びます。びます。
一般的なＢＩに、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表計算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイソフトなＢＩ ツールやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩＤＢソフトなＢＩ ツールで少量は益々増加の一途を辿っております。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。クリップボードなどのメモリー間で交換をする時は、なＢＩ ツールどの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メモリー間で交換をする時は、で交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイを生じないように申し述べます。する時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ＴＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。テキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように用いられます。
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Ⅱ‐２　メイン画面の構成表の構成作りかたり替えかた
表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作り方を説明します。を生じないように申し述べます。４通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまり説明し述べます。ます。

カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するキーと機能アイコン入力するする カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するひと機能アイコンつひと機能アイコンつキーと機能アイコン入力するします。

CSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得るカラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する得るる カラム名をキー入力する名をキー入力するが書かれて編集い方る CSV ファイルからカラム名を得るをキー入力する読み込みんで作成カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する決める。める。

CSV ファイルからカラム名を得るの説明取込時に作るに表をキー入力する作りかたる CSV ファイルからカラム名を得るをキー入力する数フォルダを同時に開く行読み込みみ込み込み込み、見出しフォルダ、条件フォル内容の切り替えに従って検索データを表示しますって編集表をキー入力する作りかた成する。

既存の表を元にするの説明表をキー入力する元にするにする 既にある表をキー入力する元にするにして編集新たなデータの整理・分類表をキー入力する作りかた成する。
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Ⅱ‐２‐(1) カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するキーと機能アイコン入力するする
① ツールPowerFolderを生じないように申し述べます。起動します。し述べます。ます。
② ツール先頭のの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 PowerFolderにカーソルを生じないように申し述べます。移動します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。［表」を左ク表」を生じないように申し述べます。左クク
リックし述べます。ます。

 ③ 「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

④ ツール入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。にし述べます。たが誰でも簡単にできるようにって誤解を生じないように申し述べます。下記を入力します。を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力し述べます。ます。

［全般］
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示するフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。

表名をキー入力する 作りかた成しようと機能アイコンして編集い方る表の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。
　メイン画面の構成表名をキー入力するに空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないや集計結果の表示の切り替えについて説明します。記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号（アン画面の構成ダの扱い方ーと機能アイコンスコアは除く）は使いまえなデータの整理・分類い方
　メイン画面の構成また、見出しフォルダ、条件フォル数フォルダを同時に開く字だけの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。も使いまえなデータの整理・分類い方
　メイン画面の構成全角文字は全て編集（記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号をキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。めて編集）使いまえる

ファイルからカラム名を得る名をキー入力する 実際にデータが格納される物理ファイルの名前にデーと機能アイコンタが格納される物理ファイルの名前される物理ファイルからカラム名を得るの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。
ファイルからカラム名を得る名をキー入力するは複数フォルダを同時に開く指定可能メニューと機能アイコンで作成、見出しフォルダ、条件フォル複数フォルダを同時に開く指定の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル新たなデータの整理・分類レコーと機能アイコンド表示の説明追加は先頭のファイの説明ファイ
ルからカラム名を得るに対する操作して編集行われる

アイコン画面の構成 閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじた時に作ると機能アイコン開くい方た時に作るの説明２種類の説明アイコン画面の構成をキー入力する指定する
省略値を条件とする検索の説明時に作るは上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定に従って検索データを表示しますう

文字色 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示する時に作るの説明文字の説明色（指定しなデータの整理・分類い方時に作るは clNone）
背景色 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示する時に作るの説明背景の説明色（指定しなデータの整理・分類い方時に作るは clNone）
表示切り替え替え フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くい方た時に作るに何を表示するかを次から選ぶをキー入力する表示するかをキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。からカラム名を得る選ぶ

省略値を条件とする検索　メイン画面の構成上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定に従って検索データを表示しますう
検索　メイン画面の構成 検索表示

検索カーと機能アイコンド表示 検索表示の説明カーと機能アイコンド表示

集計 集計表示

集計カーと機能アイコンド表示 集計表示の説明カーと機能アイコンド表示

伸縮 伸縮表示

グラフ グラフ表示

グラフカーと機能アイコンド表示 グラフ表示の説明カーと機能アイコンド表示
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例） フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォル表名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルファイルからカラム名を得る名をキー入力するをキー入力する全て編集「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」にします。

⑤【カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

［カラムの説明追加］
カラム名をキー入力する名をキー入力する レコーと機能アイコンド表示をキー入力する構成するカラム名をキー入力する名をキー入力する（項目の文字で表示されます。名をキー入力する）

　メイン画面の構成カラム名をキー入力する名をキー入力するに空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないや集計結果の表示の切り替えについて説明します。記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号（アン画面の構成ダの扱い方ーと機能アイコンスコアは除く）は使いまえなデータの整理・分類い方
　メイン画面の構成また、見出しフォルダ、条件フォル数フォルダを同時に開く字だけの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。も使いまえなデータの整理・分類い方
　メイン画面の構成全角文字は全て編集（記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号をキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。めて編集）使いまえる

型 カラム名をキー入力するの説明型

イン画面の構成デックスをキー入力する作りかたる 検索用グリッドの説明イン画面の構成デックスをキー入力する作りかたるかをキー入力する指定

１カラム毎に「追加」ボタンをクリックします。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。追加の一途を辿っております。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
追加の一途を辿っております。されたカラムは右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム一覧」に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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例）  釣り実績」にします。った場所→ 文字列→ 追加
釣り実績」にします。った日→ 文字列→ 追加

長さ→さ→ 実数フォルダを同時に開く→ 追加

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。一覧表」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表カラム一覧」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値指定ができます。を生じないように申し述べます。含めたカラムの設定が一めたカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるように一
覧表で行するえます。

値を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。たいセル（枠）であり、を生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム名」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。固定ができます。内容」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列では文字入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力が誰でも簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨ
になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルでは選択します。肢がプルダウンメニューから選べます。が誰でも簡単にできるようにプルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ンメニューから選べます。

「検索条件図」を選択するか、または、カラム名をキー入力する名をキー入力する」の説明列の説明セルからカラム名を得るをキー入力するダの扱い方ブで切り換えます。ルからカラム名を得るクリックすると機能アイコン文字入力するが可
能メニューと機能アイコンになデータの整理・分類り替えます

「検索条件図」を選択するか、または、型」の説明列の説明セルからカラム名を得るをキー入力するダの扱い方ブで切り換えます。ルからカラム名を得るクリックすると機能アイコン選択とグラフ肢がメニューからがメニューと機能アイコンからカラム名を得る
選べます
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⑥【値指定ができます。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

［値指定］
カラム名をキー入力する名をキー入力する カラム名をキー入力する名をキー入力する（入力する不可）

内容の切り替え重ね 複 同じ内容の切り替えの説明レコーと機能アイコンド表示の説明存の表を元にする在をキー入力する許す（可能）か許さないか（不可）を指定す（可能メニューと機能アイコン）か許す（可能）か許さないか（不可）を指定さなデータの整理・分類い方か（不可）をキー入力する指定

入力する指定 自動的に埋める値を次の中から選択める値を条件とする検索をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選択とグラフ
　メイン画面の構成なデータの整理・分類し
　メイン画面の構成ＩＤ番号（自動加算）番号（自動加算）
　メイン画面の構成その説明時に作るの説明日付け
　メイン画面の構成その説明時に作るの説明日付けと機能アイコン時に作る刻
　メイン画面の構成固定内容の切り替え

　メイン画面の構成１０桁日付け(YYYY/MM/DD)
固定内容の切り替え 入力する指定が「検索条件図」を選択するか、または、固定内容の切り替え」の説明時に作るの説明値を条件とする検索

実行時に作る期 新規作りかた成時に作るにの説明み込み実行するか、見出しフォルダ、条件フォル新規作りかた成時に作ると機能アイコン更新時に作るに作りかた成するかをキー入力する指定

実行条件フォルダの作成 内容の切り替えが空の説明時に作るの説明み込み実行するか、見出しフォルダ、条件フォル常時に作る実行するかをキー入力する指定

挿入方法の列表示 上のフォルダを表しているのではあり書きか、見出しフォルダ、条件フォル追加をキー入力する指定

この説明例で作成は特に指定しません。に指定しません。

［関連付け］け］
複数表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けは後に、述べます。

 ⑦ 各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。が誰でも簡単にできるように終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。たら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリック
し述べます。ます。

⑧上記を入力します。①の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。画面に戻ってそこに今設定したカラムのフォルダ「釣り実績」が表示されています。って誤解を生じないように申し述べます。そこに今設定ができます。し述べます。たカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。います。
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Ⅱ‐２‐(2) CSVファイルからカラム名を得るからカラム名を得るカラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する得るる
ＣＳＶ形式のファイの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１行する目にカラム名が誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。これを生じないように申し述べます。利用し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-2-(1) カラム名を生じないように申し述べます。キー入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力する」 ツール④【全般】まで同じ名前 じです。

⑤【カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。たら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。CSV」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

 ⑥ ファイル名欄ににCSV形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル名を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力するか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ファイルを生じないように申し述べます。探しまし述べます。ま
す。
　ファイル名を生じないように申し述べます。直接入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力後に、〈Enter〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ます。
　ここでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ファイルを生じないように申し述べます。探しまし述べます。ます。

 ⑦ ここでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り.csv」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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⑧ ツールCSVファイルが誰でも簡単にできるように読込まれ、表示されます。まれ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名が誰でも簡単にできるように先頭のから始」ボタンをクリックします。まらなＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。行する」で調整し述べます。ます。

 CSV⑨ CSV の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容からカラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」が誰でも簡単にできるように日付けは後述と判定ができます。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力指定ができます。（値指定ができます。）であり、を生じないように申し述べます。１０桁日付けは後述にするかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確
認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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⑨ ツール読み込まれ、表示されます。んだCSVファイルからカラム名を生じないように申し述べます。得て上のウィンドウが表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　ここでカラム一覧にあるカラム名を生じないように申し述べます。一つ一つクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。型を指定していきます。を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いきます。
　PowerFolderは読み込まれ、表示されます。んだCSVの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容からあらかじめ型を指定していきます。を生じないように申し述べます。選びますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ここで変更に様々な視点や条件ですることが誰でも簡単にできるようにできます。

 ⑩ 各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。が誰でも簡単にできるように終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。たら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリック
し述べます。ます。

 ⑪ 上記を入力します。①の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。画面に戻ってそこに今設定したカラムのフォルダ「釣り実績」が表示されています。って誤解を生じないように申し述べます。そこに今設定ができます。し述べます。た項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。います。
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Ⅱ‐２‐(3) CSVファイルからカラム名を得るの構成取込時に作るに作る作りかたる
前項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。CSVファイルからカラム名を生じないように申し述べます。得て上のウィンドウが表示されます。る」と同じ名前 様にＣＳＶ形式のファイの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１行する目にカラム名が誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表が誰でも簡単にできるように無い状い状
態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で取込まれ、表示されます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数行するを生じないように申し述べます。仮読み込まれ、表示されます。みし述べます。た所で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。できます。

① ツール表が誰でも簡単にできるように無い状い状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。CSV取込まれ、表示されます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
　同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。方を説明します。法で行えます。で行するえます。
　・コンパクトなＢＩ ツールアイコン を生じないように申し述べます。クリック
　・コンパクトなＢＩ ツールエクス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／プローラからCSVファイルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。 PowerFolderにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップする

② ツールファイル名欄ににCSV形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル名を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力するか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ファイルを生じないように申し述べます。探しまし述べます。ま
す。
　ファイル名を生じないように申し述べます。直接入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは〈Enter〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ます。
　ファイルを生じないように申し述べます。選択します。すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。頭のから数行するが誰でも簡単にできるように読み込まれ、表示されます。まれ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　エクス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／プローラからファイルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますはファイルが誰でも簡単にできるように読み込まれ、表示されます。まれた状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。になＢＩ ツールります。

③【表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表作成について次の順で説明します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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④ ツール前項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。CSVファイルからカラム名を生じないように申し述べます。得て上のウィンドウが表示されます。る」と同じ名前 じように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名に
はCSVファイルから抽出し述べます。た名前と型を指定していきます。が誰でも簡単にできるようにセットなＢＩ ツールされます。
　フォルダを共有するフリーソフトではありま名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル名にはCSVファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前が誰でも簡単にできるようにセットなＢＩ ツールされます。
　これらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩカラム名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。型を指定していきます。を生じないように申し述べます。チェックし述べます。必要なＢＩ ツール箇所は変更に様々な視点や条件でし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。た後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。ク
リックし述べます。ます。

⑤ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると確認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックすると表が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されま
す。

⑥ ツール作成について次の順で説明します。された表が誰でも簡単にできるようにCSVファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。先になＢＩ ツールります。
　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックするとCSVファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように表に取込まれ、表示されます。まれます。
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Ⅱ‐２‐(4) 既存の表を元にするの構成表をキー入力する元にするに作るする
① ツール先頭のの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 PowerFolderにカーソルを生じないように申し述べます。移動します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書き出し述べます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
　上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表」メニューからでも簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます。 ツール

② ツールその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時点や条件でで PowerFolderに登録さて誤解を生じないように申し述べます。いる表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。選択します。すると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル名」欄にに選択します。された表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
表定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。書き出すファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。変えたい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル名を生じないように申し述べます。編集し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。書き出し述べます。ます。

③ ツール先頭のの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 PowerFolderにカーソルを生じないように申し述べます。移動します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。読み込まれ、表示されます。み」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」メニューからでも簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます。
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④ ツールこの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先ほど書き出し述べます。た「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表定ができます。義の書き出し」を選択します。.tld」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
　使い易さを追求したソフトです。用する定ができます。義の書き出し」を選択します。ファイルを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。く」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

⑤ ツール表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。
　フォルダを共有するフリーソフトではありま名と表名を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。２０１５」へ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル名を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。２０１５.atr」に変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。
　この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。段階で追加の一途を辿っております。すべきカラムが誰でも簡単にできるようにあればＲＤＢ【カラム】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で追加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作業を生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールいます。
　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックすると表が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。

ここまでの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。方を説明します。法で行えます。で表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますでも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック時に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メッセージボックス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
されますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いいえ」を生じないように申し述べます。クリックするとそれまでの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表作成について次の順で説明します。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまに関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わる設定ができます。が誰でも簡単にできるように保存されません。されません。
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Ⅱ‐３ データの表示デーと機能アイコンタの構成表示
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するについて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。事柄を説明します。を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。

表示書式のデータ設定 検索結果の検索をキー入力する一覧を表示することもで表示する際にデータが格納される物理ファイルの名前の説明書式のデータの説明設定につい方て編集説明します。

行番号表示 行番号をキー入力する付けけて編集検索結果の検索や集計結果の表示の切り替えについて説明します。集計結果の検索をキー入力する表示する方法の列表示につい方て編集説明します。

ソーと機能アイコント 一覧を表示することもで表示された検索結果の検索をキー入力するソーと機能アイコントする方法の列表示につい方て編集説明します。

列固定／行固定 一覧を表示することもで表示の説明一部の説明列や集計結果の表示の切り替えについて説明します。行をキー入力する固定して編集スクローと機能アイコンルからカラム名を得るさせなデータの整理・分類い方方法の列表示をキー入力する説明します。

転置表示 検索結果の検索や集計結果の表示の切り替えについて説明します。集計結果の検索をキー入力する転置表示する方法の列表示につい方て編集説明します。

リストの説明印刷／プレビューと機能アイコン 一覧を表示することもで表示の説明印刷と機能アイコンプレビューと機能アイコンについ方て編集説明します。
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Ⅱ‐３‐(1) 表示書式のデータ設定
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索・コンパクトなＢＩ ツール集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】」に検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする際の書式を設定できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書式を生じないように申し述べます。設定ができます。できます。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび順で説明します。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。枠内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する位置などを設定します。なＢＩ ツールどを生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。ます。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に存されません。在するフォルダを共有するフリーソフトではありま毎に「追加」ボタンをクリックします。に設定ができます。することが誰でも簡単にできるようにできるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 じ表であって誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるようにフォルダを共有するフリーソフトではありま毎に「追加」ボタンをクリックします。に
着目する項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびを生じないように申し述べます。変えて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすることが誰でも簡単にできるようにできます。

【検索表示の書式設定】検索表の扱い方示の書式設定】の説明書式設定】
 ① 新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式し述べます。くできたフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。２０１５」にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式
設定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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②「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書式を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。ます。
［カラム名をキー入力する一覧を表示することもで］
表示するカラム名をキー入力する
「検索条件図」を選択するか、または、検索結果の検索表示領域です。」に表示
するカラム名をキー入力する名をキー入力するの説明先頭のファイ □に「レ」に「検索条件図」を選択するか、または、レ」
で作成チェックをキー入力する入れます。

表示列の説明並び びの説明変更
一覧を表示することもで表示の説明列の説明並び びをキー入力する変更す
るには、見出しフォルダ、条件フォル変更するカラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するク 
リックして編集選択とグラフした後、見出しフォルダ、条件フォルその説明まま
マウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得る
ド表示ラッグして編集移動先にド表示ロップし
ます。

_REC_ID_
PowerFolder 内部で作成使いま用グリッドする

レコーと機能アイコンド表示ＩＤ番号（自動加算）

［検索表の扱い方示の書式設定】］
カラム名をキー入力する名をキー入力する 表作りかた成の説明時に作る【カラム名をキー入力するの説明追加】タブで切り換えます。の説明［カラム名をキー入力する名をキー入力する］で作成指定したカラム名をキー入力する名をキー入力するで作成す。

拡張項目の文字で表示されます。で作成は変更で作成きますが、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外は変更で作成きません。

見の設定出し名をキー入力する 一覧を表示することもで表示した時に作るの説明見の設定出しに表示する名をキー入力する前のフォルダに戻ります。で作成す。

位フォルダ複数集計置揃ええ 一覧を表示することもで表示した時に作る、見出しフォルダ、条件フォル表示枠内の説明ど表示に関する説明をします。こに内容の切り替えをキー入力する表示するの説明かをキー入力する指定します。

型 デーと機能アイコンタの説明型と機能アイコン小数フォルダを同時に開く点の選択とグラフ以下桁数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。

カン画面の構成マ表示 デーと機能アイコンタの説明型が整数フォルダを同時に開くまたは、見出しフォルダ、条件フォル実数フォルダを同時に開くの説明時に作る３桁毎にカンマを挿入するか否かを指定します。にカン画面の構成マをキー入力する挿入するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

文字色 文字の説明色をキー入力する指定します。

背景色 背景の説明色をキー入力する指定します。

罫線表示 一覧を表示することもで表示した時に作る、見出しフォルダ、条件フォル枠の説明罫線表示をキー入力するするかしなデータの整理・分類い方かをキー入力する指定します。

同上のフォルダを表しているのではあり表示 一覧を表示することもで表示した時に作る、見出しフォルダ、条件フォル項目の文字で表示されます。（カラム名をキー入力する）の説明内容の切り替えが上のフォルダを表しているのではありの説明レコーと機能アイコンド表示の説明それと機能アイコン同じで作成あった場合、見出しフォルダ、条件フォル一覧を表示することもで表をキー入力する見の設定や集計結果の表示の切り替えについて説明します。すく
するための説明表示をキー入力するするか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

同上のフォルダを表しているのではあり表示
　メイン画面の構成同上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号

同上のフォルダを表しているのではあり表示する場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号をキー入力する指定します。　メイン画面の構成空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないにする場合は、見出しフォルダ、条件フォル何を表示するかを次から選ぶも指定しません。

内容の切り替えの説明編集 操作りかた［編集］で作成内容の切り替えの説明変更をキー入力する許す（可能）か許さないか（不可）を指定可するか禁止するかを指定します。するかをキー入力する指定します。

入力する支援 デーと機能アイコンタの説明編集時に作るに入力する支援をキー入力する有効にするか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

文書扱い方い方 「検索条件図」を選択するか、または、文書扱い方い方」をキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあする”処理無し” と表示され、定義してあにすると機能アイコンその説明カラム名をキー入力するの説明内容の切り替えをキー入力する Windows の説明関連付けけで作成開くくこと機能アイコンが出来るようになるようになデータの整理・分類

り替えます。
カラム名をキー入力するの説明内容の切り替えをキー入力する開くくには検索デーと機能アイコンタをキー入力するダの扱い方ブで切り換えます。ルからカラム名を得るクリックします。
検索カーと機能アイコンド表示におい方て編集「検索条件図」を選択するか、または、文書扱い方い方」が”処理無し” と表示され、定義してあする”処理無し” と表示され、定義してあの説明カラム名をキー入力するは右クリックの説明ポップアップメニューと機能アイコンで作成「検索条件図」を選択するか、または、ファイルからカラム名を得るの説明
追加」が有効になデータの整理・分類り替えそこからカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、ファイルからカラム名を得るをキー入力する開くく」ダの扱い方イアログで作成ファイルからカラム名を得る名をキー入力するをキー入力する指定する事ができます。がで作成きます。
検索カーと機能アイコンド表示にエクスプローと機能アイコンラからカラム名を得るファイルからカラム名を得るをキー入力するド表示ラッグ＆ド表示ロップして編集も同様の事ができます。の説明事ができます。がで作成きます。

ソーと機能アイコント 順序 表示する時に作るの説明ソーと機能アイコントの説明順序をキー入力する指定します。0 はソーと機能アイコントなデータの整理・分類しと機能アイコンなデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外は指定した数フォルダを同時に開くの説明小さい方順に

ソーと機能アイコントされ、見出しフォルダ、条件フォル同じ数フォルダを同時に開くの説明場合は左ボタンを押しながら側のカラムが先になります。の説明カラム名をキー入力するが先になデータの整理・分類り替えます。
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ソーと機能アイコント 向と対策のためのフォルダ群の作成き 一覧を表示することもで表示の説明状態に戻します。で作成先頭のファイ行の説明見の設定出しをキー入力するをキー入力するクリックした時に作るの説明ソーと機能アイコントの説明向と対策のためのフォルダ群の作成きをキー入力する指定します。
同じ場所で作成再度クリックすると昇順、降順が逆になります。クリックすると機能アイコン昇順、見出しフォルダ、条件フォル降順が逆になります。になデータの整理・分類り替えます。

〈Ctrl〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得る別の説明見の設定出しをキー入力するクリックすると機能アイコンそこまで作成の説明ソーと機能アイコント順内で作成新たなデータの整理・分類ソーと機能アイコントをキー入力するおこなデータの整理・分類い方ま

す。

ソーと機能アイコント 種類 例えば続いて表示します。曜日の説明ように、見出しフォルダ、条件フォル内容の切り替えをキー入力する単純な文字列や数値でなく、特別な意味をもつものとして解釈する場合なデータの整理・分類文字列や集計結果の表示の切り替えについて説明します。数フォルダを同時に開く値を条件とする検索で作成なデータの整理・分類く、見出しフォルダ、条件フォル特に指定しません。別なデータの整理・分類意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合をキー入力するもつもの説明と機能アイコンして編集解釈する場合する場合
に指定します。

非数フォルダを同時に開く値を条件とする検索記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号 表の説明型が整数フォルダを同時に開く型と機能アイコン実数フォルダを同時に開く型の説明カラム名をキー入力するで作成、見出しフォルダ、条件フォル数フォルダを同時に開く値を条件とする検索が格納される物理ファイルの名前されて編集い方なデータの整理・分類い方時に作るに表示する記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号をキー入力する指定します。

表示幅 一覧を表示することもで表示した時に作るの説明項目の文字で表示されます。（カラム名をキー入力する）表示幅をキー入力する指定します。
縦書き見の設定出し ”処理無し” と表示され、定義してあ自動”処理無し” と表示され、定義してあにすると機能アイコン一覧を表示することもで表示で作成表示幅が狭い時、見出しを縦書きにします。い方時に作る、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しをキー入力する縦書きにします。

［拡張カラム］カラム］
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム」を生じないように申し述べます。クリックすると拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラムが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されカラム一覧に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラムは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メモリ上にだけ存されません。在するも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メディア（ディス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ク）であり、に記を入力します。録されるこ
とはありませんし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。直接編集することも簡単にできるようにできません。
その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。わり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。四則演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数からなＢＩ ツールる式を生じないように申し述べます。定ができます。義の書き出し」を選択します。できます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。し述べます。た拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
　カラム名を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。__拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。項目__.長さ（ミリ）」、さ（ミリ）であり、」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
　式を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。２０１５.長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、 ツール* 10」
とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。センチメートなＢＩ ツールル単にできるように位を生じないように申し述べます。ミリメートなＢＩ ツールル単にできるように位にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するできます。
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式について誤解を生じないように申し述べます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅵ　式と組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数」で説明し述べます。ます。

［一覧編集］
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。一覧編集」を生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式編集」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書式を生じないように申し述べます。一覧表で編集できます。

編集する欄にを生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクリックすると文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩメニューによる選択します。肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるようにできます。
任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。欄にを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。コピーし述べます。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。欄にへ貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けが誰でも簡単にできるようにできますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。属性をを生じないように申し述べます。
まとめて誤解を生じないように申し述べます。編集するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に便利です。
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［他の表］の説明表の扱い方］
【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計カラムを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式に追加の一途を辿っております。する操作が誰でも簡単にできるようにできます。

対する操作象をキー入力する関連付けけの説明ある表にするか、見出しフォルダ、条件フォル全部にするかをキー入力する選びます

▼をキー入力するクリックし、見出しフォルダ、条件フォル表示されるリストからカラム名を得る表をキー入力する選びます
「検索条件図」を選択するか、または、＿＿拡張項目の文字で表示されます。＿＿」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、＿＿集計表＿＿」は、見出しフォルダ、条件フォル仮想的なデータの整理・分類表で作成それぞれ、見出しフォルダ、条件フォル定義済みの表を一覧形式で表示します。み込みの説明拡張カラム名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォル集計表示の説明カラ
ム名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルをキー入力する指します

上のフォルダを表しているのではありの説明 で作成選択とグラフした表の説明カラム名をキー入力するが表示されます

クリックで作成右の説明 で作成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するをキー入力する表示書式のデータに追加します

表示書式のデータの説明選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するが他】タブの説明表に属するものであれば、クリックでそのカラムを表示書式から省きますするもの説明で作成あれば続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォルクリックで作成その説明カラム名をキー入力するをキー入力する表示書式のデータからカラム名を得る省きます

他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式に設定ができます。するには「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。５ ツール表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックします‐(2)結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。た表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。ます。
集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式に設定ができます。するには「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ ツール集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。仕方を説明します。-６ ツール集計値を生じないように申し述べます。条件でとする検索」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。ます。

［OK］と［適用］
全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるように終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。たら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」か「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。適用」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。適用」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。違いは、「いは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。閉じ、「適用」の時は閉じないじ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。適用」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時は閉じ、「適用」の時は閉じないじなＢＩ ツールい、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ことです。
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Ⅱ‐３‐(２) カラム名をキー入力するの構成操作りかたメニューと機能アイコン
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューに『カラム「カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。xxx」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作』 ツールが誰でも簡単にできるようにあります。
ここで ツールxxx はカーソルが誰でも簡単にできるようにある列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。サブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。メニューは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

カラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索をキー入力する検索条件フォルダの作成にする 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした位フォルダ複数集計置に表示されて編集い方る値を条件とする検索をキー入力する検索条件フォルダの作成と機能アイコンして編集追加するか、見出しフォルダ、条件フォル新
規にフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成するかで作成きます。

「検索条件図」を選択するか、または、Ⅲ-9 検索表示からカラム名を得るの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかた」をキー入力する参照して編集下さい方。

カラム名をキー入力するをキー入力する集計表に追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するをキー入力する集計表に追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、Ⅳ-2-(9) 検索表示からカラム名を得る集計カラム名をキー入力するをキー入力する追加」をキー入力する参照して編集下さい方。

カラム名をキー入力するの説明列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するをキー入力する対する操作象と機能アイコンした列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成します。

「検索条件図」を選択するか、または、Ⅲ-9 検索表示からカラム名を得るの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかた」をキー入力する参照して編集下さい方。

カラム名をキー入力するをキー入力する隠すす 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するをキー入力する隠すして編集非表示にします。

「検索条件図」を選択するか、または、Ⅱ-3-(1) 表示書式のデータ設定」の説明カラム名をキー入力する一覧を表示することもでの説明カラム名をキー入力する名をキー入力するの説明先頭のファイの説明チェックボックスの説明

チェックをキー入力する外して編集非表示にするの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォルチェックをキー入力するすれば続いて表示します。表示するようになデータの整理・分類り替えます。

「検索条件図」を選択するか、または、年」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明年をキー入力する表示する拡張カラム名をキー入力する
をキー入力する追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、月」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明月をキー入力する表示する拡張カラム名をキー入力する
をキー入力する追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、日」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明日をキー入力する表示する拡張カラム名をキー入力する
をキー入力する追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、曜日」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明曜日をキー入力する表示する拡張カラ
ム名をキー入力するをキー入力する追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、年月」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明年月をキー入力する表示する拡張カラ
ム名をキー入力するをキー入力する追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。をキー入力する表示する拡張カラ
ム名をキー入力するをキー入力する追加します。

「検索条件図」を選択するか、または、四半期」カラム名をキー入力するをキー入力する追加 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした列の説明カラム名をキー入力するが年月日の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明四半期    をキー入力する表示する拡
張カラム名をキー入力するをキー入力する追加します。
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また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先頭のの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。行するで右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。サブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。メニューと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列固定ができます。」が誰でも簡単にできるように直接表
示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅱ‐３‐(３) 行番号表示
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行する番号を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすることが誰でも簡単にできるようにできます。

上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。行する番号表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。いず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。れかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」→
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。行する番号表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」でも簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。事が誰でも簡単にできるようにできます。 ツール

左ボタンを押しながら端に行番号が表示されます。に行番号が表示されます。

行する番号表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は３つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで共通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまです。

行する番号表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。解を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。行する番号表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。再び選択します。び選択します。し述べます。ます。

行する番号表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は PowerFolder を生じないように申し述べます。終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように次の順で説明します。回の起動に引き継がれます。 の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。起動します。に引き継がれます。 き継がれます。 が誰でも簡単にできるようにれます。 ツール
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Ⅱ‐３‐(４) ソーと機能アイコント
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索・コンパクトなＢＩ ツール集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】」に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。ソートなＢＩ ツールすることが誰でも簡単にできるようにできます。

① ツールソートなＢＩ ツールするカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックするとその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムでソートなＢＩ ツールされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状
態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。が誰でも簡単にできるようにウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。下部のタブにて切り替えます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

② ツールソートなＢＩ ツールされて誤解を生じないように申し述べます。いるカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。を生じないように申し述べます。クリックすると昇順で説明します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。降順で説明します。が誰でも簡単にできるように切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。わります。

③　(Ctrl)キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。を生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムが誰でも簡単にできるように付けは後述け加の一途を辿っております。えられます。
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Ⅱ‐３‐(５) 列固定／行固定
PowerFolder で扱い方を説明します。う表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、数が誰でも簡単にできるように多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とくなＢＩ ツールると検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。た時に横ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールを生じないように申し述べます。し述べます。なＢＩ ツールければＲＤＢなＢＩ ツールりま
せん。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とき見えて誤解を生じないように申し述べます。いた項目が誰でも簡単にできるように横ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。見えなＢＩ ツールくなＢＩ ツールらなＢＩ ツールいように列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。固定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
同じ名前 様にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。着目すべき行するが誰でも簡単にできるように上下ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールで見えなＢＩ ツールくなＢＩ ツールらなＢＩ ツールいように行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。固定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。

列固定ができます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行する固定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

① ツール固定ができます。し述べます。たい列、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。または行するにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンクリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。
 ② 「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。固定ができます。」=>「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列固定ができます。」または「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。行する固定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

「検索条件図」を選択するか、または、担当者 ID」の説明列にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する置き右クリック、見出しフォルダ、条件フォルメニューと機能アイコンからカラム名を得る列固定をキー入力する選択とグラフ

横スクローと機能アイコンルからカラム名を得るして編集他】タブの説明項目の文字で表示されます。をキー入力する見の設定た時に作る、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、担当者 ID」の説明列はその説明ままの説明位フォルダ複数集計置にある

固定ができます。解を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

 ① 検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックするとその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時点や条件でで枠固定ができます。が誰でも簡単にできるようにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。あればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク端にに
チェック印が表示されます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 ② 「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。固定ができます。」=>「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列固定ができます。」または「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。行する固定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
検索表示領域です。で作成マウスの説明右クリックで作成表示されたメニューと機能アイコンからカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、列固定」をキー入力する選ぶ
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Ⅱ‐３‐(６) 転置表示
検索やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。では行するにデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列にカラムが誰でも簡単にできるように割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。られて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
転置などを設定します。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するとカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますれ替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。

転置などを設定します。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにするには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」＝＞「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。転置などを設定します。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」=>「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。転置などを設定します。表
示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」でも簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます。

行にカラム名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォル列にデーと機能アイコンタが割り替え当て編集らカラム名を得るれる

転置などを設定します。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」で可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで共通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまです。

転置などを設定します。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。解を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」＝＞「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。転置などを設定します。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。再び選択します。び選択します。し述べます。ます ツール。
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Ⅱ‐３‐(７) リストの構成印刷／プレビューと機能アイコン
結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。印が表示されます。刷することができます。することが誰でも簡単にできるようにできます。

メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。印が表示されます。刷することができます。プレビュー」か「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。印が表示されます。刷することができます。」を生じないように申し述べます。選びます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。印が表示されます。刷することができます。」を生じないように申し述べます。選ぶと印が表示されます。刷することができます。ダを共有するフリーソフトではありまイアログが誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。印が表示されます。刷することができます。するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。であればＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。印が表示されます。刷することができます。プレビュー」を生じないように申し述べます。選ぶと次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。

印刷 印刷ダの扱い方イアログが開くきます。

設定 プリン画面の構成タの説明設定ダの扱い方イアログが開くきます。

ペーと機能アイコンジ ペーと機能アイコンジ数フォルダを同時に開く表示の説明右側のカラムが先になります。の説明ボタン画面の構成の説明クリックで作成ペーと機能アイコンジが送られます。らカラム名を得るれます。

用グリッド紙向と対策のためのフォルダ群の作成き 用グリッド紙の説明向と対策のためのフォルダ群の作成きをキー入力する選択とグラフします。

拡大／縮小 内容の切り替えをキー入力する拡大、見出しフォルダ、条件フォル縮小して編集印刷します。

閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。

拡大／縮小さなＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。
 ① 拡大／縮小さなＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。倍率を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いるところを生じないように申し述べます。左ククリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。倍率の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。

 ② 倍率を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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上下、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マージンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。
 ① 各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックマージンは点や条件で線で表示されています。で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。います。
変更に様々な視点や条件でし述べます。たいマージンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。点や条件で線で表示されています。上にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き下図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツールカーソルになＢＩ ツールったところでマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。
押します。し述べます。ます。

 ② マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。たままカーソルを生じないように申し述べます。移動します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。位置などを設定します。まで移動します。し述べます。ます。

 ③ マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。離して確定します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。確定ができます。し述べます。ます。
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Ⅱ‐４　メイン画面の構成デーと機能アイコンタの構成操作りかた
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作について誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。事柄を説明します。を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。

アイコン画面の構成

カーと機能アイコンド表示表示 選択とグラフした１レコーと機能アイコンド表示をキー入力する別ウィン画面の構成ド表示ウで作成カーと機能アイコンド表示表示します。

編集 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示の説明編集をキー入力するおこなデータの整理・分類い方ます。

追加 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示に追加レコーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力する入力するします。

結果の検索の説明検索 検索タブで切り換えます。に表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明検索結果の検索をキー入力する対する操作象に文字列をキー入力する探します。します。

再検索 現在と機能アイコン同じ条件フォルダの作成で作成レコーと機能アイコンド表示をキー入力する再検索します。

処理の説明実行 表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明レコーと機能アイコンド表示をキー入力する対する操作象にフォルからカラム名を得るダの扱い方に設定した処理をキー入力する実行します。

ＣＳＶ取込定義取込 ＣＳＶ取込定義形式のデータの説明ファイルからカラム名を得るをキー入力する読み込み込んで作成新たなデータの整理・分類レコーと機能アイコンド表示をキー入力する登録します。します。(Import)

ＣＳＶ取込定義出力する 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示をキー入力するＣＳＶ取込定義形式のデータの説明ファイルからカラム名を得るに書き込み込みます。(Export)

削除 選択とグラフしたレコーと機能アイコンド表示をキー入力する削除します。

続き 一回の最大検索数の説明最大検索数フォルダを同時に開く(50,000)をキー入力する越えた時、検索を続ける場合に使いまえた時に作る、見出しフォルダ、条件フォル検索をキー入力する続ける場合に使いまい方ます。

デーと機能アイコンタの説明検査 表の説明デーと機能アイコンタをキー入力する格納される物理ファイルの名前して編集い方るファイルからカラム名を得るの説明整合性を検査します。をキー入力する検査します。

表示をキー入力する元にするに表更新 表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明並び びで作成表をキー入力する作りかた成します。
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Ⅱ‐４‐(１) カーと機能アイコンド表示表示
PowerFolderで扱い方を説明します。う表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、数が誰でも簡単にできるように多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とくなＢＩ ツールると検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。た時に横ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールを生じないように申し述べます。し述べます。なＢＩ ツールければＲＤＢなＢＩ ツールりま
せん。
ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールし述べます。なＢＩ ツールいで１行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする方を説明します。法で行えます。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」が誰でも簡単にできるように用意されて誤解を生じないように申し述べます。います。
結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。 （検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する）であり、」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。 （集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する）であり、」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。 （グラフ表
示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する）であり、」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それぞれで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は独立つことを祈 念しております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。おり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それぞれ別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容と配置などを設定します。を生じないように申し述べます。持しています。ちます。
ここでは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。 （検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する）であり、」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」について誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。

【検索表示の書式設定】カード表示】表の扱い方示の書式設定】】
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。でデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。書き換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイえたり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式たなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。
追加の一途を辿っております。することが誰でも簡単にできるようにできます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。見やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩすいようにレイアウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。トなＢＩ ツール変更に様々な視点や条件ですることが誰でも簡単にできるようにできます。

① ツール結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。でアイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」メニューか
ら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

 閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる カーと機能アイコンド表示表示ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。

<=前のフォルダに戻ります。 前のフォルダに戻ります。の説明デーと機能アイコンタをキー入力するカーと機能アイコンド表示表示します。

次の中からグラフの種類を選択します。=> 次の中からグラフの種類を選択します。の説明デーと機能アイコンタをキー入力するカーと機能アイコンド表示表示します。

保存の表を元にする カーと機能アイコンド表示表示して編集い方るデーと機能アイコンタをキー入力する保存の表を元にする（更新）します。デーと機能アイコンタが変更されると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替えます。

追加 カーと機能アイコンド表示表示して編集い方るデーと機能アイコンタをキー入力する追加します。

配置変え カーと機能アイコンド表示表示の説明配置変更をキー入力するおこなデータの整理・分類い方ます。

印刷 印刷プレビューと機能アイコンをキー入力する表示します。

全表示 レ印で作成□に「レ」にチェックすると機能アイコン検索表示された前のフォルダに戻ります。後の説明デーと機能アイコンタをキー入力する連続して編集カーと機能アイコンド表示表示で作成きます。
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② ツールカードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時点や条件ででは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩすくレイアウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。トなＢＩ ツールされて誤解を生じないように申し述べます。いません。

③ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。配置などを設定します。変え」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

④ ツール配置などを設定します。し述べます。易さを追求したソフトです。いように点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように背景に表示され項目（カラム）名と内容表示枠を移動したり内容表示に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ項目（カラム）であり、名と内容表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する枠を生じないように申し述べます。移動します。し述べます。たり内容表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大きさを生じないように申し述べます。変えることが誰でも簡単にできるようにできます。

移動する項目の指定する項目の指定項目の説明指定
カーソルを生じないように申し述べます。移動します。し述べます。たい項目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。か内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ところに置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
クリックし述べます。た項目は選択します。され太線で表示されています。で囲われます。われます。

項目の説明移動する項目の指定
選択します。された項目上にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。たままカーソルを生じないように申し述べます。目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所まで移動します。
し述べます。ます。

マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。離して確定します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。移動します。を生じないように申し述べます。終わります。
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複数の項目の選択の説明項目の説明選択
マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグで複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目を生じないように申し述べます。一度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩに選択します。することが誰でも簡単にできるようにできます。
カーソルを生じないように申し述べます。適当てられて表示されます。なＢＩ ツール位置などを設定します。に置などを設定します。いて誤解を生じないように申し述べます。からマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。 ツール

マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。描き、その結果をみて更に条件を追加かれる矩形と目標の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目が誰でも簡単にできるように交わるようにし述べます。ます。 ツール

マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。離して確定します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。目標の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。 ツール

一つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時と同じ名前 じ要領で移動します。できます。 ツール
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内容表の扱い方示の書式設定】枠の大きさの変更の説明大きさの変更きさの説明変更
選択します。された項目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。四隅と辺の中間の■をドラッと辺の中間の■をドラッの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。■を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグすると大きさが誰でも簡単にできるように変えられます。
選択します。された項目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク下隅と辺の中間の■をドラッの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。■にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カーソルが誰でも簡単にできるように下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール形になＢＩ ツールったら左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。
ます。

マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。ます。

マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。離して確定します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確定ができます。させます。

文字枠の大きさの変更の説明追加
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目とは別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。できます。
文字枠を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。し述べます。たい位置などを設定します。にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠を生じないように申し述べます。追
加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選びます。 ツール

追加の一途を辿っております。された文字枠は他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目と同じ名前 じ方を説明します。法で行えます。で移動します。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ大きさの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるようにできます。 ツール
文字枠内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。配置などを設定します。変え終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック後に、にできます。

46



その説明他の表］の説明メニュー
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。」に続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 くメニューでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一括して操作ができます。 し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。操作が誰でも簡単にできるようにできます。 ツール

文字枠をキー入力するコピーと機能アイコン 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字枠をキー入力するコピーと機能アイコンして編集記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。します。

文字枠をキー入力する貼り付けり替え付けけ コピーと機能アイコンで作成記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。した文字枠をキー入力する貼り付けり替え付けけます。

文字枠をキー入力する削除 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字枠をキー入力する削除します。

フォン画面の構成ト 文字枠の説明フォン画面の構成トをキー入力する設定します。

色 サブで切り換えます。メニューと機能アイコンの説明選択とグラフにより替え、見出しフォルダ、条件フォル文字枠の説明背景色、見出しフォルダ、条件フォル文字色、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し文字色をキー入力する設定します。

見の設定出しと機能アイコン外枠 サブで切り換えます。メニューと機能アイコンの説明選択とグラフにより替え、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しをキー入力する表示／非表示（隠すす）、見出しフォルダ、条件フォル文字枠をキー入力する囲む枠の説明表示／非表
示（隠すす）の説明設定をキー入力するします。

外枠をキー入力する表示／隠すす 文字列部分フォルダの作成をキー入力する囲む枠をキー入力する表示したり替え、見出しフォルダ、条件フォル隠すしたり替えします。

文字をキー入力する揃ええる 文字枠内の説明文字の説明配置をキー入力する以下の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る指定します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成左ボタンを押しながら揃ええ、見出しフォルダ、条件フォル中の検索結果を対象に文字列を検索します。 央揃ええ、見出しフォルダ、条件フォル右揃ええ

文字をキー入力する揃ええる 文字枠内の説明文字の説明配置をキー入力する以下の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る指定します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成左ボタンを押しながら揃ええ、見出しフォルダ、条件フォル中の検索結果を対象に文字列を検索します。 央揃ええ、見出しフォルダ、条件フォル右揃ええ

左ボタンを押しながら右をキー入力する揃ええる 選択とグラフした複数フォルダを同時に開くの説明文字枠の説明一番上のフォルダを表しているのではありにある枠をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以と機能アイコンして編集、見出しフォルダ、条件フォル水平方向と対策のためのフォルダ群の作成の説明位フォルダ複数集計置揃ええの説明方法の列表示をキー入力する以
下の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る指定します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成左ボタンを押しながら端に行番号が表示されます。、見出しフォルダ、条件フォル中の検索結果を対象に文字列を検索します。 央、見出しフォルダ、条件フォル右端に行番号が表示されます。

上のフォルダを表しているのではあり下をキー入力する揃ええる 選択とグラフした複数フォルダを同時に開くの説明文字枠の説明一番左ボタンを押しながらにある枠をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以と機能アイコンして編集、見出しフォルダ、条件フォル垂直し方向と対策のためのフォルダ群の作成の説明位フォルダ複数集計置揃ええの説明方法の列表示をキー入力する以
下の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る指定します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成上のフォルダを表しているのではあり端に行番号が表示されます。、見出しフォルダ、条件フォル中の検索結果を対象に文字列を検索します。 央、見出しフォルダ、条件フォル下端に行番号が表示されます。

大きさをキー入力する揃ええる 選択とグラフした複数フォルダを同時に開くの説明文字枠の説明一番上のフォルダを表しているのではありにある枠をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以と機能アイコンして編集、見出しフォルダ、条件フォル幅や集計結果の表示の切り替えについて説明します。高さを揃えます。さをキー入力する揃ええます。

上のフォルダを表しているのではあり下の説明間隔を揃えるをキー入力する揃ええる 選択とグラフした文字枠の説明上のフォルダを表しているのではあり下の説明間隔を揃えるが等を表示する領域です。しくなデータの整理・分類るように垂直し方向と対策のためのフォルダ群の作成の説明位フォルダ複数集計置をキー入力する揃ええます。

重ね なデータの整理・分類り替えの説明変更 選択とグラフした文字枠の説明重ね なデータの整理・分類り替えをキー入力する以下の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選び変更します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成最前のフォルダに戻ります。面の説明に表示、見出しフォルダ、条件フォル再背面の説明に表示 

⑤ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。配置などを設定します。変え」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

 ⑥ 通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。（配置などを設定します。変え中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。でなＢＩ ツールい）であり、で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。キー入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力を生じないように申し述べます。受け入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますけ取る項目が誰でも簡単にできるようにある時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリック
で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」を生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。
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 フォン画面の構成ト 「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しと機能アイコン内容の切り替え表示の説明フォン画面の構成トが設定で作成きます。

背景色 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル内容の切り替え表示の説明背景色が設定で作成きます。
また、見出しフォルダ、条件フォル隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストからカラム名を得る色をキー入力する選ぶこと機能アイコンもで作成きます。
ボタン画面の構成の説明右端に行番号が表示されます。の説明▼をキー入力するクリックして編集対する操作象をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、文字色」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し色」に変更すること機能アイコンがで作成きます。

見の設定出し 見の設定出しの説明表示／隠すすをキー入力する指定します。

外枠 外枠の説明表示／隠すすをキー入力する指定します。

見の設定出し位フォルダ複数集計置 見の設定出しの説明位フォルダ複数集計置をキー入力する左ボタンを押しながら／上のフォルダを表しているのではありからカラム名を得る選択とグラフします。

見の設定出し間隔を揃える 見の設定出しと機能アイコン内容の切り替え表示の説明間隔を揃えるをキー入力する指定します。

位フォルダ複数集計置揃ええ 内容の切り替え表示の説明文字列をキー入力する枠内にど表示に関する説明をします。う揃ええるかをキー入力する指定します。

吹き出しき出し 吹き出しき出しの説明形をキー入力する指定します。

背景 背景の説明描画方法の列表示をキー入力する指定します。

表示モーと機能アイコンド表示 内容の切り替えをキー入力するど表示に関する説明をします。の説明ように解釈する場合して編集表示するかをキー入力する指定します。 

文字列 ：枠の説明背景をキー入力する背景色で作成塗られます。り替えつぶした文字列で作成表示

透過文字列 ：背景が透明なデータの整理・分類文字列で作成表示

吹き出しき出し ：吹き出しき出しで作成表示

ボタン画面の構成 ：
１行目の文字で表示されます。の説明文字列をキー入力する表面の説明に書い方たボタン画面の構成をキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォルボタン画面の構成がクリックされた
時に作る、見出しフォルダ、条件フォル２行目の文字で表示されます。以降の説明内容の切り替えをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、Ⅲ-5 式のデータと機能アイコン組み込み込み込み関数フォルダを同時に開く」の説明式のデータと機能アイコンして編集解釈する場合、見出しフォルダ、条件フォル実行

色付けきボタン画面の構成 ：色をキー入力する指定で作成きること機能アイコン以外はボタン画面の構成と機能アイコン同じ

背景 ：枠内をキー入力する背景色で作成塗られます。り替えつぶした背景にする

イメーと機能アイコンジ ：内容の切り替えをキー入力するイメーと機能アイコンジファイルからカラム名を得るの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。と機能アイコン解釈する場合して編集表示

チェック
ボックス 

 ：１行目の文字で表示されます。の説明文字列をキー入力する表示したチェックボックスをキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォル２行目の文字で表示されます。の説明文字列をキー入力する
名をキー入力する前のフォルダに戻ります。と機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル組込み込み関数フォルダを同時に開く getchecked(名をキー入力する前のフォルダに戻ります。) で作成チェックの説明有無をキー入力する取得る
また、見出しフォルダ、条件フォル３行目の文字で表示されます。の説明文字列をキー入力するグルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力すると機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル同じグルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力するの説明チェックボック
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ス間で作成は排他】タブ的なデータの整理・分類チェックと機能アイコンなデータの整理・分類る 

ド表示ロップリスト ：
最終行をキー入力する名をキー入力する前のフォルダに戻ります。と機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外の説明行をキー入力するド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストの説明内容の切り替えと機能アイコンして編集表示
し、見出しフォルダ、条件フォル組込み込み関数フォルダを同時に開く getdroplist(名をキー入力する前のフォルダに戻ります。) で作成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字列をキー入力する取得る 

リストボックス ：リストボックスで作成表示すること機能アイコン以外はド表示ロップリストと機能アイコン同じ 

集計表  ：
内容の切り替えをキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方・ツリーと機能アイコンの説明先頭のファイからカラム名を得るフルからカラム名を得るパスと機能アイコン解釈する場合しその説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明集計
表をキー入力する表示 

伸縮集計表  ：伸縮の説明集計表をキー入力する表示すること機能アイコン以外は集計表と機能アイコン同じ 

グラフ  ：グラフをキー入力する表示すること機能アイコン以外は集計表と機能アイコン同じ 

バーと機能アイコンコーと機能アイコンド表示 ：内容の切り替えをキー入力するバーと機能アイコンコーと機能アイコンド表示で作成表示

位フォルダ複数集計置 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。が移動します。
またカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ位フォルダ複数集計置”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置きカーと機能アイコンソルからカラム名を得るが以下の説明ようになデータの整理・分類った所で作成左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示
ラッグして編集も移動で作成きます。

大きさ 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。の説明大きさをキー入力する変更で作成きます。
また［位フォルダ複数集計置］と機能アイコン同様の事ができます。にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ大きさ”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置き、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も大き
さの説明変更がで作成きます。

ＯＫ 変更をキー入力する確定します。

キャン画面の構成セルからカラム名を得る 変更をキー入力する破棄します。します。

 ⑦ マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する／非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する・コンパクトなＢＩ ツール非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。

カラム名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。チェックボックス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。チェック有するフリーソフトではありまで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状し述べます。で非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
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⑧「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文書扱い方を説明します。い」を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。する」に設定ができます。し述べます。たカラムを生じないように申し述べます。選んでマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする
と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。」が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールる。そこを生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ダを共有するフリーソフトではありまイアログ」が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内
容にファイル名を生じないように申し述べます。取り込まれ、表示されます。む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とことが誰でも簡単にできるようにできます。

⑨「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カレンダを共有するフリーソフトではありまー表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選ぶとカレンダを共有するフリーソフトではありまーが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そこから日付けは後述を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力することが誰でも簡単にできるようにできます。
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⑩「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用カードなどのメモリー間で交換をする時は、」を生じないように申し述べます。選ぶと参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。読み込まれ、表示されます。み専用の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式たに表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用カードなどのメモリー間で交換をする時は、では設定ができます。が誰でも簡単にできるように集計表やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩグラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠が誰でも簡単にできるように単にできるようになＢＩ ツールる文字枠で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅱ‐４‐(２) 編集
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。編集することが誰でも簡単にできるようにできます。
ただし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。」で編集が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。不可」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、は編集できません。

編集行の説明指定
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた一覧の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。から編集する行するを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とおりで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。された行するは色とフォントを設定することができます。が誰でも簡単にできるように変わります。

１行選択とグラフ 目の文字で表示されます。的の説明行で作成クリックします。
連続行の説明選択とグラフ １行選択とグラフした後に、見出しフォルダ、条件フォル〈Shift〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得る別の説明行をキー入力するクリックすると機能アイコン先に選択とグラフした行からカラム名を得る今選

択とグラフした行まで作成が連続して編集指定されます。
任意の行にマークを付けます。の説明複数フォルダを同時に開く行選択とグラフ １行選択とグラフした後に、見出しフォルダ、条件フォル〈Ctrl〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得る別の説明行をキー入力するクリックすると機能アイコンそれまで作成に指定済みの表を一覧形式で表示します。み込みの説明行と機能アイコン

今の説明行が指定されます。
全て編集の説明行をキー入力する選択とグラフ 〈Ctrl〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得るＡと集計Ｂキーと機能アイコンをキー入力する押しながらします。

① ツール編集すべき行するを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
② ツールアイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選ぶ
か、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選びます。
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 ③ データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集用の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で編集し述べます。たいセル（枠）であり、にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。変えます。
　セル（枠）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。編集し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数ある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますはこれを生じないように申し述べます。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。ます。
　また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上端に部のタブにて切り替えます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク端に部のタブにて切り替えます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク上隅と辺の中間の■をドラッを生じないように申し述べます。クリックすることで列、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行する、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全体、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。が誰でも簡単にできるようにできます。
　詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。し述べます。くは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集・コンパクトなＢＩ ツール追加の一途を辿っております。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」を生じないように申し述べます。ご紹介する覧下さい。

④ ツール途を辿っております。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。めたい時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」を生じないように申し述べます。編集内容を生じないように申し述べます。登録し述べます。たい時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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Ⅱ‐４‐(３) 追加
新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式し述べます。いデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。することが誰でも簡単にできるようにできます。

①アイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選ぶ
か、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

② ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。用の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
先頭の行するは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされる直前に検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する画面で選択します。されて誤解を生じないように申し述べます。いたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。です。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように参考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用することなＢＩ ツールるデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するさせて誤解を生じないように申し述べます。これらを生じないように申し述べます。部のタブにて切り替えます。分的なＢＩにコピーし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。利用するこ
とが誰でも簡単にできるようにできます。

③ ツール途を辿っております。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。めたい時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。内容を生じないように申し述べます。登録し述べます。たい時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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Ⅱ‐４‐(４) 編集・追加ウィン画面の構成ド表示ウの構成操作りかた
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集・コンパクトなＢＩ ツール追加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。には複数セルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一括して操作ができます。 操作と入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨが誰でも簡単にできるようにあり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力を生じないように申し述べます。助けます。

① 左ボタンを押しながらボタン画面の構成の説明クリックで作成カーと機能アイコンソルからカラム名を得るの説明あるセルからカラム名を得る（枠）が選択とグラフされます。

②
別の説明セルからカラム名を得るにカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する置き、見出しフォルダ、条件フォル〈Shift〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得る左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力するクリックすると機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル直し前のフォルダに戻ります。の説明選択とグラフセルからカラム名を得ると機能アイコンカーと機能アイコンソルからカラム名を得るがあるセ
ルからカラム名を得るをキー入力する対する操作角線と機能アイコンする四角の説明領域です。が選択とグラフされます。
マウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成の説明ド表示ラッグで作成も同様の事ができます。の説明選択とグラフがで作成きます。

③ 別の説明セルからカラム名を得るにカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する置き、見出しフォルダ、条件フォル〈Ctrl〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得る左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力するクリックすると機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル今まで作成の説明選択とグラフセルからカラム名を得るに追加して編集
カーと機能アイコンソルからカラム名を得るがあるセルからカラム名を得るが選択とグラフされます。

④ 左ボタンを押しながら端に行番号が表示されます。の説明行番号をキー入力する左ボタンを押しながらクリックすると機能アイコン行全体が選択とグラフされます。
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⑤ 一番上のフォルダを表しているのではありの説明見の設定出しをキー入力する左ボタンを押しながらクリックすると機能アイコン列全体が選択とグラフされます。

⑥ 左ボタンを押しながら上のフォルダを表しているのではあり端に行番号が表示されます。をキー入力する左ボタンを押しながらクリックすると機能アイコン全体が選択とグラフされます。

⑦ 右ボタン画面の構成の説明クリックで作成メニューと機能アイコンが表示されます。

元にするに戻るす 直し前のフォルダに戻ります。の説明変更をキー入力する取り替え消し、元に戻します。し、見出しフォルダ、条件フォル元にするに戻るします。

や集計結果の表示の切り替えについて説明します。り替え直しし 元にするに戻るすで作成取り替え消し、元に戻します。した変更をキー入力する復活させます。させます。

切り替えり替え取り替え 選択とグラフ領域です。をキー入力する一時に作る保管場所に格納される物理ファイルの名前し、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフ領域です。をキー入力するクリアします。

コピーと機能アイコン 選択とグラフ領域です。をキー入力する一時に作る保管場所に格納される物理ファイルの名前します。選択とグラフ領域です。はその説明ままで作成す。

貼り付けり替え付けけ 一時に作る保管場所の説明内容の切り替えをキー入力する現在の説明選択とグラフ領域です。に貼り付けり替え付けけます。

クリア 選択とグラフ領域です。をキー入力するクリアします。

⑧
セルからカラム名を得るをキー入力する左ボタンを押しながらボタン画面の構成で作成ダの扱い方ブで切り換えます。ルからカラム名を得るクリックすると機能アイコン候補がウィンドウで表示されます。がウィン画面の構成ド表示ウで作成表示されます。
入力するする内容の切り替えが候補がウィンドウで表示されます。にあれば続いて表示します。選択とグラフすること機能アイコンで作成、見出しフォルダ、条件フォル入力する作りかた業を軽減できます。をキー入力する軽減で作成きます。
内容の切り替えをキー入力するキーと機能アイコンボーと機能アイコンド表示で作成入力するした時に作るも候補がウィンドウで表示されます。は表示されます。

候補がウィンドウで表示されます。はデーと機能アイコンタベーと機能アイコンスの説明内容の切り替えからカラム名を得る取り替え出します。
関連付けけした表の説明内容の切り替えも候補がウィンドウで表示されます。と機能アイコンして編集表示で作成きますが、見出しフォルダ、条件フォル編集中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明表からカラム名を得る直し接的に関連付けい方た表の説明み込み可能メニューと機能アイコンで作成す。
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Ⅱ‐４‐(５) 結果の検索の構成検索
検索タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。に文字列を生じないように申し述べます。探します事が誰でも簡単にできるようにできます。

 ① 「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

 ② 検索する文字列を生じないように申し述べます。指定ができます。するウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。

検索する文字列 表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明検索結果の検索からカラム名を得る探します。したい方文字列をキー入力する指定します。

検索する方向と対策のためのフォルダ群の作成 文字列をキー入力する探します。す方向と対策のためのフォルダ群の作成をキー入力する上のフォルダを表しているのではありか下かからカラム名を得る選択とグラフします。

次の中からグラフの種類を選択します。をキー入力する検索 文字列の説明探します。索をキー入力する開く始します。します。

キャン画面の構成セルからカラム名を得る ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。
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③ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。次の順で説明します。を生じないように申し述べます。検索」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。探しま索が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。されます。探しま索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。位置などを設定します。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列を生じないように申し述べます。指定ができます。する
ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる一番左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１行する目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索する方を説明します。向や兆しを見落とが誰でも簡単にできるように
下なＢＩ ツールらばＲＤＢ下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するに向や兆しを見落とかい最後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するに達したら右隣の列の１行目のセルに移動します。検索する方向が上ならし述べます。たら右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク隣の列の１行目のセルに移動します。検索する方向が上ならの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１行する目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルに移動します。し述べます。ます。検索する方を説明します。向や兆しを見落とが誰でも簡単にできるように上なＢＩ ツールら
ばＲＤＢ上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するに向や兆しを見落とかい１行する目に達したら右隣の列の１行目のセルに移動します。検索する方向が上ならし述べます。たら左ク隣の列の１行目のセルに移動します。検索する方向が上ならの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルに移動します。し述べます。ます。
文字列が誰でも簡単にできるように見つかった場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますはその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列を生じないように申し述べます。含めたカラムの設定が一む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とセルが誰でも簡単にできるように反転表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 ④ 検索する方を説明します。向や兆しを見落とが誰でも簡単にできるように下で検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。末尾に達した時は以下のウィンドウが表示されます。に達したら右隣の列の１行目のセルに移動します。検索する方向が上ならし述べます。た時は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

検索する方を説明します。向や兆しを見落とが誰でも簡単にできるように上で先頭のに達したら右隣の列の１行目のセルに移動します。検索する方向が上ならし述べます。た時はメッセージの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。違いは、「う同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。 ツール
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Ⅱ‐４‐(６) 再検索
開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いて誤解を生じないように申し述べます。いるフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。変えず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。再び選択します。検索することが誰でも簡単にできるようにできます。これは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でを生じないように申し述べます。変えず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に再び選択します。検索
する、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究い換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイえることが誰でも簡単にできるようにできます。

① ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。再び選択します。検索」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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Ⅱ‐４‐(７) CSV単発取込
① ツールアイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。CSV取込まれ、表示されます。」を生じないように申し述べます。選択します。するか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。エクス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／プローラ
からCSVファイルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。 PowerFolderにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。 ツール

② ツールCSV取込まれ、表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。でCSVファイルを生じないように申し述べます。一つず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。つ処理し述べます。たり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。処理し述べます。たりできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。でCSVファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。単にできるように純に追加するだけでなく、条件を指定して更に追加の一途を辿っております。するだけでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。更に様々な視点や条件で
新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。することも簡単にできるようにできます。

取込方法の列表示 単発：CSV ファイルからカラム名を得るをキー入力するひと機能アイコンつ処理したらカラム名を得る CSV 取込ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成ファイルからカラム名を得るは【ファイルからカラム名を得る】タブで切り換えます。の説明ファイルからカラム名を得る名をキー入力するで作成指定します。
連続：CSV ファイルからカラム名を得るの説明取込をキー入力する連続して編集行い方ます。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成ファイルからカラム名を得るの説明指定は「検索条件図」を選択するか、または、連続」をキー入力する選択とグラフすると機能アイコン表示される【連続】タブで切り換えます。で作成行い方ます。

表に対する操作する操作りかた 追加：CSV ファイルからカラム名を得るの説明内容の切り替えをキー入力する表に追加します。

更新/追加：条件フォルダの作成に一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するレコーと機能アイコンド表示があれば続いて表示します。更新、見出しフォルダ、条件フォル無ければ続いて表示します。追加します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成条件フォルダの作成は【処理】タブで切り換えます。の説明「検索条件図」を選択するか、または、更新・削除条件フォルダの作成」で作成指定します。
更新：条件フォルダの作成に一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するレコーと機能アイコンド表示があれば続いて表示します。更新、見出しフォルダ、条件フォル無ければ続いて表示します。何を表示するかを次から選ぶもしません。
削除：条件フォルダの作成に一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するレコーと機能アイコンド表示をキー入力する削除します。
無し：表に対する操作して編集何を表示するかを次から選ぶも操作りかたしません。
集計：CSV ファイルからカラム名を得るの説明内容の切り替えをキー入力する表に追加せずにメモリ上のフォルダを表しているのではありに読み込みみ込み込み込み、見出しフォルダ、条件フォル集計します。

　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成CSV の説明内容の切り替えの説明集計結果の検索だけが必要なデータの整理・分類時に作るに使いまい方ます。

定義実行：【取込定義】タブで切り換えます。の説明設定に従って検索データを表示しますい方 CSV デーと機能アイコンタをキー入力する整形した後、見出しフォルダ、条件フォル取り替え込み込みます。 
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③ ツールCSVファイルを生じないように申し述べます。一つず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。つ処理する時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。」「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。単にできるように発」を生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【ファイル】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で取込まれ、表示されます。ファイ
ルを生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で取込まれ、表示されます。先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。

④ ツールファイル名欄にに直接ファイル名を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力するか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ファイルを生じないように申し述べます。探しまし述べます。ます。
　ファイル名を生じないように申し述べます。直接入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力後に、〈Enter〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ます。

⑤ ツールファイル名を生じないように申し述べます。指定ができます。すると頭のから数行するが誰でも簡単にできるように読み込まれ、表示されます。まれ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

開く始します。行 この説明例の説明ようにファイルからカラム名を得るの説明先頭のファイ行にカラム名をキー入力する名をキー入力するなデータの整理・分類ど表示に関する説明をします。が ある場合は、見出しフォルダ、条件フォル実デーと機能アイコンタの説明先頭のファイ行数フォルダを同時に開くをキー入力する指定
します。　メイン画面の構成

取込行数フォルダを同時に開く 読み込みみ込み込む行数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。
最後まで作成読み込みみ込み込む場合は「検索条件図」を選択するか、または、-1」にします。

ファイルからカラム名を得る種類 区切り替えり替え文字によるファイルからカラム名を得るの説明種類をキー入力する指定します。
区切り替えり替え文字は「検索条件図」を選択するか、または、カン画面の構成マ」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、タブで切り換えます。」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない」からカラム名を得る選びます。
「検索条件図」を選択するか、または、自動」で作成は、見出しフォルダ、条件フォル読み込みみ込み込んだファイルからカラム名を得るの説明内容の切り替えからカラム名を得る区切り替えり替え文字をキー入力する判定します。
「検索条件図」を選択するか、または、自動」で作成正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。しく読み込みみ込み込まれなデータの整理・分類い方時に作るは区切り替えり替え文字をキー入力する指定して編集下さい方。

文字コーと機能アイコンド表示 取込むファイルからカラム名を得るの説明文字コーと機能アイコンド表示をキー入力する指定します。
「検索条件図」を選択するか、または、自動判定」で作成正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。しく判定で作成きなデータの整理・分類かった時に作るは文字コーと機能アイコンド表示をキー入力する指定して編集下さい方。
文字コーと機能アイコンド表示は「検索条件図」を選択するか、または、シフト JIS」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、UTF-8」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、Unicode」からカラム名を得る選びます。 

ワーと機能アイコンクシーと機能アイコント選択とグラフ この説明ボタン画面の構成はエクセルからカラム名を得る形式のデータの説明ファイルからカラム名を得るをキー入力する取り替え込もうと機能アイコンした時に作るに有効になデータの整理・分類り替えます。クリックすると機能アイコン
ワーと機能アイコンクシーと機能アイコントの説明一覧を表示することもでがウィン画面の構成ド表示ウで作成表示され、見出しフォルダ、条件フォル任意の行にマークを付けます。の説明ワーと機能アイコンクシーと機能アイコントをキー入力する選択とグラフで作成きます。

設定をキー入力する保存の表を元にする 設定をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方に関連付けけて編集保存の表を元にするします。
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⑥ ツール【補足設定ができます。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。でデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前処理を生じないように申し述べます。指定ができます。できます。
　例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。導入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします年月日」は日付けは後述なＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で補足設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。日付けは後述変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ」を生じないように申し述べます。有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内にすればＲＤＢCSVの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。可能を備えておりコンパクトなＤＷＨなＢＩ ツール限り り ツール
YYYY/MM/DD の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述に変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイし述べます。ます。

　　　　　

範囲検査 【取込定義】タブで切り換えます。で作成 CSV と機能アイコン表の説明カラム名をキー入力するの説明対する操作応を指定している場合、をキー入力する指定して編集い方る場合、見出しフォルダ、条件フォルCSV で作成指定した範囲外の説明デーと機能アイコンタをキー入力する

扱い方い方をキー入力する決める。めます。
有効の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル範囲外デーと機能アイコンタは取り替え込み込みません。　メイン画面の構成

「検索条件図」を選択するか、または、定義実行」や集計結果の表示の切り替えについて説明します。「検索条件図」を選択するか、または、処理」で作成組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、setcsv()」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。んだ時に作るだけ効果の検索をキー入力する発揮します。します。

空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない検査 内容の切り替えが空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないの説明デーと機能アイコンタの説明扱い方い方をキー入力する決める。めます。
有効の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないをキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。むデーと機能アイコンタは取り替え込み込みません。

日付け変換えます。 有効の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、エクセルからカラム名を得る日時に作る()」呼んだ時だけ効果を発揮します。んで作成日付けをキー入力する変換えます。します。

空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない同上のフォルダを表しているのではあり 有効の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル内容の切り替えが空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないの説明場合、見出しフォルダ、条件フォル直し前のフォルダに戻ります。の説明行の説明内容の切り替えと機能アイコン同じにします。

⑦ ツール【表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で取込まれ、表示されます。先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表が誰でも簡単にできるように指定ができます。できます。
　この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。でCSV取込まれ、表示されます。を生じないように申し述べます。行するった場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いて誤解を生じないように申し述べます。いた表が誰でも簡単にできるように取込まれ、表示されます。先となＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。いますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ここで取込まれ、表示されます。先を生じないように申し述べます。変えたり（「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表選択します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ン）であり、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作 ツール成について次の順で説明します。し述べます。たり（「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表作成について次の順で説明します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ン）であり、も簡単にできるようにできます。
　表に対する操作が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。追加の一途を辿っております。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【処理】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は必要ありませんの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリック後に、「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」
ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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⑧「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンで取込まれ、表示されます。が誰でも簡単にできるように行するわれます。

⑨ ツール取込まれ、表示されます。終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

【検索表示の書式設定】補足説明】
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件ではCSV取込まれ、表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時も簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内です。
但し、他表のカラムの値を条件とするものは無視されます。 し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。条件でとするも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は無い状視されます。 ツール
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Ⅱ‐４‐(８) CSV連続取込
CSV取込まれ、表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 」にするとCSVの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。を生じないように申し述べます。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 で行するうことが誰でも簡単にできるようにできます。

①単にできるように発取込まれ、表示されます。で説明し述べます。たの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 じ手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。でCSV取込まれ、表示されます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。たら、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 」を生じないように申し述べます。クリック
し述べます。ます。
　クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。と【状況】タブが表示されます。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　【連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取込まれ、表示されます。に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連する設定ができます。を生じないように申し述べます。行するいます。

ファイルからカラム名を得る選択とグラフパターと機能アイコンン画面の構成 取り替え込むファイルからカラム名を得るをキー入力する指定します。
ファイルからカラム名を得るの説明指定にはワイルからカラム名を得るド表示カーと機能アイコンド表示が使いま用グリッドで作成きます。

　メイン画面の構成例〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないま C:\Users\Public\*.csv
〈Enter〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンで作成区切り替えり替え、見出しフォルダ、条件フォル複数フォルダを同時に開くの説明選択とグラフパターと機能アイコンン画面の構成をキー入力する指定で作成きます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方ーと機能アイコン参照 フォルからカラム名を得るダの扱い方ーと機能アイコン参照の説明ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。
選択とグラフしたフォルからカラム名を得るダの扱い方ーと機能アイコンの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。は、見出しフォルダ、条件フォルファイルからカラム名を得る選択とグラフパターと機能アイコンン画面の構成に挿入されます。

間隔を揃える 対する操作象の説明ファイルからカラム名を得るが無い方時に作る、見出しフォルダ、条件フォル次の中からグラフの種類を選択します。にファイルからカラム名を得るをキー入力する探します。しに行くまで作成の説明 時に作る間をキー入力する秒で指定します。で作成指定します。

判定時に作る間 処理対する操作象の説明ファイルからカラム名を得るが変更中の検索結果を対象に文字列を検索します。 で作成なデータの整理・分類い方こと機能アイコンをキー入力する判定するために ファイルからカラム名を得るの説明更新時に作る刻をキー入力する観察し続し続
け、見出しフォルダ、条件フォルここで作成指定した時に作る間だけ変化の集計がなデータの整理・分類ければ続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォル変更なデータの整理・分類しと機能アイコン判断します。します。

ファイルからカラム名を得るの説明後処理 取込をキー入力するした後の説明ファイルからカラム名を得るをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、名をキー入力する前のフォルダに戻ります。変更」か「検索条件図」を選択するか、または、削除」からカラム名を得る選び ます。
名をキー入力する前のフォルダに戻ります。変更の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル変更後の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。は次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

YYYYMMDD\<元にするの説明ファイルからカラム名を得る名をキー入力する>_nn.<元にするファイルからカラム名を得るの説明拡張子>
　メイン画面の構成　メイン画面の構成YYYY：処理の説明西暦年、見出しフォルダ、条件フォルMM：月、見出しフォルダ、条件フォルDD：日
　メイン画面の構成　メイン画面の構成nn：２桁の説明数フォルダを同時に開く字

設定をキー入力する保存の表を元にする 設定をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方に関連付けけて編集保存の表を元にするします。

②「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンで取込まれ、表示されます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。
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③連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取り込まれ、表示されます。み中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。はウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。イトなＢＩ ツールルに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。・コンパクトなＢＩ ツール・コンパクトなＢＩ ツール・コンパクトなＢＩ ツール連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取込まれ、表示されます。実行する中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。・コンパクトなＢＩ ツール・コンパクトなＢＩ ツール・コンパクトなＢＩ ツール」と表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ン、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように選択します。不可になＢＩ ツール ツールります。
　また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【状況】タブが表示されます。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。現在の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状況】タブが表示されます。が誰でも簡単にできるように分かります。

取込まれ、表示されます。が誰でも簡単にできるように行するわれると【状況】タブが表示されます。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

④「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。停止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取込まれ、表示されます。を生じないように申し述べます。停止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。し述べます。ます。
　連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取込まれ、表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。停止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。後に、に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックするとCSV取込まれ、表示されます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。閉じ、「適用」の時は閉じないじます。
　連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取込まれ、表示されます。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックするウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」
を生じないように申し述べます。クリックすると連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 取込まれ、表示されます。を生じないように申し述べます。停止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。し述べます。ます。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツールCSV取込まれ、表示されます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は閉じ、「適用」の時は閉じないじません。
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Ⅱ‐４‐(９) CSV取込－表に作る対する操作する操作りかた
CSV取込まれ、表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」を生じないように申し述べます。選択します。することにより、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。CSVファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。単にできるように純に追加するだけでなく、条件を指定して更に追加の一途を辿っております。
するだけでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール条件でを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるようにできます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。時に実行するされる処理を生じないように申し述べます。記を入力します。述べます。することも簡単にできるようにできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。単にできるように発」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どちらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。とでも簡単にできるように組み合は「キャンセル」をクリックしますわせることが誰でも簡単にできるようにできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。時処理」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式・コンパクトなＢＩ ツール削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。条件で」は ツール【処理】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で設定ができます。し述べます。ます。

表に対する操作する操作りかた 追加

CSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得る読み込みみ込み込んだ内容の切り替えをキー入力する表に追加します。

更新／追加

CSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得る１レコーと機能アイコンド表示分フォルダの作成の説明内容の切り替えをキー入力する読み込みみ込み込んだ後、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、更新・削除条件フォルダの作成」の説明条件フォルダの作成で作成表をキー入力する検索

し、見出しフォルダ、条件フォル一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するレコーと機能アイコンド表示があれば続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォルそれらカラム名を得るの説明内容の切り替えをキー入力する読み込みみ込み込んだ値を条件とする検索で作成更新し、見出しフォルダ、条件フォル一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するレコーと機能アイコンド表示が
無ければ続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォル読み込みみ込み込んだ内容の切り替えをキー入力する表に追加します。

更新

CSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得る１レコーと機能アイコンド表示分フォルダの作成の説明内容の切り替えをキー入力する読み込みみ込み込んだ後、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、更新・削除条件フォルダの作成」の説明条件フォルダの作成で作成表の説明レ

コーと機能アイコンド表示をキー入力する更新します。
削除

CSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得る１レコーと機能アイコンド表示分フォルダの作成の説明内容の切り替えをキー入力する読み込みみ込み込んだ後、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、更新・削除条件フォルダの作成」の説明条件フォルダの作成で作成表の説明レ

コーと機能アイコンド表示をキー入力する削除します。
無し
何を表示するかを次から選ぶもしませんが、見出しフォルダ、条件フォル取込時に作る処理が指定されて編集い方れば続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォルそれをキー入力する実行します。

集計

CSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得る読み込みみ込み込んだ内容の切り替えをキー入力するメモリ上のフォルダを表しているのではありに置きますが、見出しフォルダ、条件フォル表には追加しません。

取込時に作る処理が指定されて編集い方れば続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォルそれをキー入力する実行します。
定義実行

【取込定義】タブで切り換えます。の説明設定に従って検索データを表示しますって編集 CSV デーと機能アイコンタをキー入力する整形した後、見出しフォルダ、条件フォル表に追加します。

取込時に作る処理 取込時に作るに実行する処理をキー入力する記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。します。
記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。方法の列表示に関して編集は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅵ　メイン画面の構成式のデータと機能アイコン組込み込み関数フォルダを同時に開く」をキー入力する参照して編集ください方。

ここで作成指定した処理は、見出しフォルダ、条件フォルCSV ファイルからカラム名を得るからカラム名を得る１レコーと機能アイコンド表示分フォルダの作成の説明デーと機能アイコンタが読み込みみ込み込まれる毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に実行されま

す。

更新・削除条件フォルダの作成 表をキー入力する検索する時に作るの説明条件フォルダの作成をキー入力する指定します。
「検索条件図」を選択するか、または、表に対する操作する操作りかた」が「検索条件図」を選択するか、または、更新／追加」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、更新」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、削除」 の説明場合に使いまわれます。

この説明条件フォルダの作成は組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、検索()」に与える条件と同様に解釈されます。える条件フォルダの作成と機能アイコン同様の事ができます。に解釈する場合されます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式・コンパクトなＢＩ ツール削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。条件で」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列を生じないように申し述べます。挙げます。げます。

"IT機器台帳.ＩＰアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ ツール= " + 条件で文字列(IT機器台帳.ＩＰアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／)

"IT 機器台帳.ＩＰアドレス アド表示レス = " ＝＞ "・・・" で作成囲われた文字列定数フォルダを同時に開く

+ ＝＞ 文字列をキー入力する連結する演算子

条件フォルダの作成文字列() ＝＞ 引数フォルダを同時に開くの説明文字列をキー入力する条件フォルダの作成文字列用グリッドにエスケーと機能アイコンプする組み込み込み込み関数フォルダを同時に開く

IT 機器台帳.ＩＰアドレス アド表示レス ＝＞ カラム名をキー入力する名をキー入力するなデータの整理・分類の説明で作成読み込みみ込み込んだCSV ファイルからカラム名を得るの説明内容の切り替えに置換えます。される

具体的なＢＩにＩＰアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／が誰でも簡単にできるように”192.168.0.100”の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール文字列になＢＩ ツールります。'

IT機器台帳.ＩＰアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ ツール= '192.168.0.100'
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Ⅱ‐４‐(１０) ＣＳＶ取込定義取込定義
単にできるように純に追加するだけでなく、条件を指定して更なＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。からできて誤解を生じないように申し述べます。いなＢＩ ツールいCSVファイルは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。CSV取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。で取り込まれ、表示されます。みます。
取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。ではCSVファイルを生じないように申し述べます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。まま読み込まれ、表示されます。み表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それを生じないように申し述べます。見なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら ツールPowerFolder の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムとの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対
応を生じないように申し述べます。指定ができます。することが誰でも簡単にできるようにできます。
組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数 ツールsetcsv() は取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。に従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。整形し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数 ツールinsertcsv() は整形し述べます。たデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。表に
追加の一途を辿っております。し述べます。ます。従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。時処理」にそれらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うことでデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取り込まれ、表示されます。みが誰でも簡単にできるようにできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。時処理」を生じないように申し述べます。書かなＢＩ ツールくて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」を生じないように申し述べます。［表」を左ク定ができます。義の書き出し」を選択します。実行する］にすると にすると ツールPowerFolder が誰でも簡単にできるように内部のタブにて切り替えます。的なＢＩに組込まれ、表示されます。
み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数 ツールsetcsv() と ツールinsertcsv() を生じないように申し述べます。呼びます。び出し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。取り込まれ、表示されます。みます。

①CSV取込まれ、表示されます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。方を説明します。法で行えます。」を生じないように申し述べます。
［表」を左ク単にできるように純に追加するだけでなく、条件を指定して更］にすると 、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」を生じないように申し述べます。［表」を左ク定ができます。義の書き出し」を選択します。
実行する］にすると にし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル名を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。内容を生じないように申し述べます。
上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。

②【取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カ
ラムに対応する上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。選択します。
し述べます。ます。
対応するセルが誰でも簡単にできるように複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは２つ以上を生じないように申し述べます。
選択します。し述べます。ます（全部のタブにて切り替えます。である必要はなＢＩ ツールい）であり、。
右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。年月日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。４つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。選択します。
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

③上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。セルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
対応するカラムにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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④ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると選択します。領域】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。が誰でも簡単にできるように設定ができます。
されます。同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。で他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設
定ができます。も簡単にできるように行するいます。

⑤「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。クリックすると
上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対応する領域】が誰でも簡単にできるように選択します。されるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で容
易さを追求したソフトです。に確認ウィンドウで「はい」をクリックが誰でも簡単にできるようにできます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するを生じないように申し述べます。増やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩし述べます。たい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
合は「キャンセル」をクリックしますは最終行するを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

⑥取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。は複数設定ができます。できます。
右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では観測地点や条件でが誰でも簡単にできるように横に複数並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをんでい
るの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。観測地点や条件で毎に「追加」ボタンをクリックします。に定ができます。義の書き出し」を選択します。を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。い
ます。

⑦【補足設定ができます。】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年
月日」は空白検査と日付変換、カラム「観測と日付けは後述変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。観測
地点や条件で」は空白検査と日付変換、カラム「観測を生じないように申し述べます。有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内にし述べます。ます。
空白検査と日付変換、カラム「観測により「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年月日」か「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。観測地点や条件で」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
内容が誰でも簡単にできるように空白の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は取り込まれ、表示されます。まれず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述変
換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイにより「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年月日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容は"YYYY/MM/DD"
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。形式に変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイされます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列ではデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。が誰でも簡単にできるように可変の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。可能を備えておりコンパクトなＤＷＨ性をが誰でも簡単にできるようにあ
るの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。検査と日付変換、カラム「観測は使い易さを追求したソフトです。わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年月日」と
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。観測地点や条件で」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。空白検査と日付変換、カラム「観測で取り込まれ、表示されます。む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
判定ができます。を生じないように申し述べます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

69



⑧「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取り込まれ、表示されます。みを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。
取り込まれ、表示されます。まれたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールりま
す。

定ができます。義の書き出し」を選択します。実行するで取込まれ、表示されます。む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落と時にも簡単にできるように処理に記を入力します。述べます。が誰でも簡単にできるようにあるとそれが誰でも簡単にできるように実行するされます。処理は取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。に従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。整えた
後に、に実行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名で値にアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／できます。

取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。は組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数 ツールsetcsv() で参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまされます。
setcsv() で整形し述べます。たデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は ツールinsertcsv() で表に追加の一途を辿っております。できます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表に対する操作」を生じないように申し述べます。［表」を左ク無い状し述べます。］にすると にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。取込まれ、表示されます。時処理で表に追加の一途を辿っております。する場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。が誰でも簡単にできるように３行するであればＲＤＢ処理には以
下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様に記を入力します。述べます。し述べます。ます。 ツール

if(setcsv(1, count()) = "", insertcsv())
if(setcsv(2, count()) = "", insertcsv())
if(setcsv(3, count()) = "", insertcsv())

処理に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅵ ツール式と組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。

基本的なＢＩなＢＩ ツール取り込まれ、表示されます。み時処理を生じないように申し述べます。メニューから設定ができます。することが誰でも簡単にできるようにできます。
設定ができます。するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。仮読みし述べます。た領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。取込まれ、表示されます。定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
処理セットなＢＩ ツール」を生じないように申し述べます。選びます。

設定ができます。される処理は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

// setcsv() がエラーならば終わりエラーならば終わりならば終わり終わりわり
if(setcsv(1,count()) <> "", exit())

// エクセルの日時のカラムがあれば、文字列に変換の日時のカラムがあれば、文字列に変換日時のカラムがあれば、文字列に変換の日時のカラムがあれば、文字列に変換カラムがあれば、文字列に変換がエラーならば終わりあれば終わり、文字列に変換文字列に変換に変換変換
//set("日時のカラムがあれば、文字列に変換カラムがあれば、文字列に変換", エクセルの日時のカラムがあれば、文字列に変換日時のカラムがあれば、文字列に変換(日時のカラムがあれば、文字列に変換カラムがあれば、文字列に変換))

// レコーならば終わりドの挿入の日時のカラムがあれば、文字列に変換挿入
insertcsv() 
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Ⅱ‐４‐(１１) ＣＳＶ取込定義出力する
① ツール【検索表示の書式設定】編集】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集行の説明指定の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要領で対象に文字列を探す事ができます。とする行するを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ま ツールす。

② ツールアイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。CSV出力」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

③ ツールCSVデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。出力用の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル名」欄にに直接ファイル名を生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力するか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ファイルを生じないように申し述べます。探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。

出力する先 出力する先をキー入力するファイルからカラム名を得るかクリップボーと機能アイコンド表示からカラム名を得る選びます。
出力する先がファイルからカラム名を得るの説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル区切り替えり替え文字は常に”処理無し” と表示され、定義してあカン画面の構成マ”処理無し” と表示され、定義してあになデータの整理・分類り替えます。

クリップボーと機能アイコンド表示の説明区切り替えり替え文字 出力する先がクリップボーと機能アイコンド表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォルカラム名をキー入力するをキー入力する区切り替える文字をキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあタブで切り換えます。”処理無し” と表示され、定義してあか”処理無し” と表示され、定義してあカン画面の構成マ”処理無し” と表示され、定義してあからカラム名を得る選びます。

見の設定出し行をキー入力する省く チェックすると機能アイコン CSV ファイルからカラム名を得るの説明先頭のファイ行に見の設定出し行をキー入力する出力するしません。

出力するファイルからカラム名を得るをキー入力する開くく チェックすると機能アイコン CSV ファイルからカラム名を得るをキー入力する出力する後、見出しフォルダ、条件フォルCSV ファイルからカラム名を得るに関連付けけらカラム名を得るれたプログラム名をキー入力するで作成

出力するファイルからカラム名を得るをキー入力する開くきます。

文字コーと機能アイコンド表示 出力するするファイルからカラム名を得るの説明文字コーと機能アイコンド表示をキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあシフト JIS”、見出しフォルダ、条件フォル”処理無し” と表示され、定義してあUTF-8”、見出しフォルダ、条件フォル”処理無し” と表示され、定義してあUnicode”からカラム名を得る選びます。

④途を辿っております。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。めたい時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＣＳＶ形式のファイ形式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイルを生じないように申し述べます。出力する時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
 ツール
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Ⅱ‐４‐(１２) 削除
① ツール【編集】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要領で対象に文字列を探す事ができます。とする行するを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。

② ツールアイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」メニューから ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」を生じないように申し述べます。選択します。するか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。〈Del〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ま
す。

③ ツール確認ウィンドウで「はい」をクリックメッセージが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 ④ 途を辿っております。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。めたい時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。キャンセル」を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。する時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。 ツール
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Ⅱ‐４‐(１３) 続き
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。際の書式を設定できます。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように５０万件でを生じないように申し述べます。超えるたびに下記の確認メッセージが表示されます。えるたびに下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックメッセージが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

① ツール継がれます。 続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 する場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。途を辿っております。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「ＯＫ」をクリックします。めたい時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いいえ」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
　検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。伸縮、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するでは確認ウィンドウで「はい」をクリックメッセージは表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされません。

② ツール上記を入力します。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いいえ」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますでも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにう一度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ継がれます。 続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 し述べます。たい時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。アイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」メニューから ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 き」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

③ ツール検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように上書きされた時は【検索】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字が誰でも簡単にできるように斜体で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅱ‐４‐(１４) デーと機能アイコンタの構成検査
機械の不調、突然の停電、等の予期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。不調、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。突然の停電、等の予期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。停電、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。予期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにせぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにによって誤解を生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまメージを生じないように申し述べます。受け入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますけたファイルを生じないように申し述べます。検査と日付変換、カラム「観測、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。修復するためにするために
PowerFolder にはデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検査と日付変換、カラム「観測、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。修復するために機能を備えておりコンパクトなＤＷＨが誰でも簡単にできるようにあります。
修復するためにといって誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。に１００％の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。回の起動に引き継がれます。 復するためにが誰でも簡単にできるようにできるわけではなＢＩ ツールいの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。でご紹介する容赦ください。ください。

① 上のフォルダを表しているのではあり部の説明メニューと機能アイコンからカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、表」＝＞「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタ検査」をキー入力する選択とグラフします。
また、見出しフォルダ、条件フォル表フォルからカラム名を得るダの扱い方にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する置き右ボタン画面の構成をキー入力するクリックしメニューと機能アイコンをキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタ検査」をキー入力する選択とグラフして編集も同様の事ができます。の説明操
作りかたがで作成きます。

② 「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタの説明検査、見出しフォルダ、条件フォル修復」ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。
「検索条件図」を選択するか、または、開く始します。」ボタン画面の構成をキー入力するクリックすると機能アイコンデーと機能アイコンタの説明検査が始します。まり替え、見出しフォルダ、条件フォルエラーと機能アイコンがあれば続いて表示します。修復、見出しフォルダ、条件フォル最適化の集計、見出しフォルダ、条件フォル圧縮が行われます。
下記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。の説明［最適化の集計と機能アイコン圧縮をキー入力する行う］の説明説明もご参照ください。参照ください方。

最適化の集計と機能アイコン圧縮をキー入力する行う チェックなデータの整理・分類しの説明場合、見出しフォルダ、条件フォルファイルからカラム名を得るの説明エラーと機能アイコン検査をキー入力する行い方エラーと機能アイコンが無ければ続いて表示します。検査は終了で作成す。
チェックあり替えの説明場合、見出しフォルダ、条件フォルエラーと機能アイコンが無くて編集もファイルからカラム名を得るの説明最適化の集計と機能アイコン圧縮をキー入力する行い方ます。

開く始します。 ファイルからカラム名を得るの説明検索をキー入力する開く始します。します。

中の検索結果を対象に文字列を検索します。 止するかを指定します。 実行中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明処理をキー入力する中の検索結果を対象に文字列を検索します。 止するかを指定します。します。

閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。
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Ⅱ‐４‐(１５) 表示をキー入力する基に表更新に作る表更新
表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムは作成について次の順で説明します。後に、に名前を生じないように申し述べます。変えたり削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。たりできません。
何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でらかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。管理し述べます。ようとする時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でからカラム構成について次の順で説明します。が誰でも簡単にできるように決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でまる場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは少なＢＩ ツールく試行する錯誤を生じないように申し述べます。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するす中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で
だんだん固まって誤解を生じないように申し述べます。いく事が誰でも簡単にできるようによくあります。し述べます。かし述べます。 PowerFolderでは作成について次の順で説明します。済みの表のカラムは削除したり名前みの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムは削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。たり名前
を生じないように申し述べます。変えたりできません。
カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ名前変更に様々な視点や条件ではできませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式で非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにし述べます。たり見出し述べます。名を生じないように申し述べます。変えたりできま
す。また拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラムを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。って誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するカラムを生じないように申し述べます。増やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩし述べます。たりできます。
そこで削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。たいカラムは非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。変えたいカラムは見出し述べます。名を生じないように申し述べます。変え、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。し述べます。たいカラムは拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。
カラムで作る等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。目的なＢＩとするデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式で作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それを生じないように申し述べます。基に表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。する事で表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。を生じないように申し述べます。更に様々な視点や条件で
新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式し述べます。ます。

①基になＢＩ ツールる表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式を生じないように申し述べます。編集し述べます。目的なＢＩとするデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびを生じないように申し述べます。作ります。
要点や条件では以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

• 必要の説明無い方カラム名をキー入力するは非表示にする 
• 名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する変更したい方カラム名をキー入力するは見の設定出し名をキー入力するをキー入力する変える 
• 追加したい方カラム名をキー入力するは拡張カラム名をキー入力するで作成作りかたり替え見の設定出し名をキー入力するをキー入力するカラム名をキー入力する名をキー入力するにする 
• 表示書式のデータの説明型が表の説明型になデータの整理・分類るの説明で作成必要で作成あれば続いて表示します。変える 
• カラム名をキー入力するの説明並び びをキー入力する変えたい方時に作るは表示書式のデータの説明並び びをキー入力する変える 

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式」というフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式で３つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにし述べます。４つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラ
ムとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。
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②上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表」＝＞「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。基に表更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

③ 「検索条件図」を選択するか、または、表の説明更新／作りかた成」ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。

元にするの説明表
作りかた成する表
バックアップの説明表

３つの説明表につい方て編集、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォル表名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルファイルからカラム名を得る名をキー入力するをキー入力する指定します。
元にするの説明表の説明指定は編集で作成きません。
バックアップの説明表は「検索条件図」を選択するか、または、更新」で作成「検索条件図」を選択するか、または、更新時に作るの説明バックアップをキー入力する作りかたる」にした時に作るにの説明み込み有効で作成
す。

更新/作りかた成 「検索条件図」を選択するか、または、更新」か「検索条件図」を選択するか、または、作りかた成」かをキー入力する選択とグラフします。

更新時に作るの説明バックアップ更新時に作るの説明バックアップをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、作りかたる」か「検索条件図」を選択するか、または、作りかたらカラム名を得るなデータの整理・分類い方」をキー入力する選択とグラフします。

対する操作象デーと機能アイコンタ 元にするの説明表からカラム名を得る作りかた成した表にコピーと機能アイコンするデーと機能アイコンタをキー入力する選択とグラフします。

カラム名をキー入力する名をキー入力する表 元にするの説明カラム名をキー入力する名をキー入力すると機能アイコン変更後の説明カラム名をキー入力する名をキー入力するの説明一覧を表示することもでで作成す。
変更したい方場合は表示書式のデータをキー入力する編集します。

④ 「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式／作成について次の順で説明します。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。されます。

Ⅱ‐５ データの表示表の構成結合
まず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますについて誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 いて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。た表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。について誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。
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表の説明関連付けけ 複数フォルダを同時に開くの説明表の説明関連付けけの説明仕方をキー入力する説明します。

結合した表の説明表示書式のデータ設定 関連付けけした表からカラム名を得る参照した項目の文字で表示されます。（カラム名をキー入力する）の説明表示の説明仕方をキー入力する説明します。

結合の説明種類 表の説明結合の説明種類につい方て編集説明します。

関連付けけの説明検査 関連付けけがで作成きなデータの整理・分類い方デーと機能アイコンタの説明検査につい方て編集説明します。

例題の説明の説明説明

下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表」を生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 5表と結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日と長さ（ミリ）」、さの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２項目（カラム）であり、でその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全て誤解を生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。表を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまするた
めの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 IDです。　
まず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それぞれの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ ツール表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。扱い方を説明します。い方を説明します。 ツール‐ ツール２ ツール表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作り方を説明します。」にあるいず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。れかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。方を説明します。法で行えます。で作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

表「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」

釣り実績」にします。った日 関連付けけをキー入力する図にドロップ式のデータをキー入力する見の設定や集計結果の表示の切り替えについて説明します。すくするために表「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」は縦方向と対策のためのフォルダ群の作成に項目の文字で表示されます。（カラム名をキー入力する）が並び べて編集あり替え
ます。

長さ→さ（ｃｍ）

表「検索条件図」を選択するか、または、川情報の保存と読み直し」 表「検索条件図」を選択するか、または、地域です。」

釣り実績」にします。った川－Ｉ
Ｄ番号（自動加算） <-(2)-> 川ＩＤ番号（自動加算） 名をキー入力する称 長さ→さ（ｋｍ） 地域です。ｰ ID <-(1)-> 地域です。ＩＤ番号（自動加算） 地域です。名をキー入力する

表「検索条件図」を選択するか、または、流域です。」

流域です。－ＩＤ番号（自動加算） <-(3)-> 流域です。ＩＤ番号（自動加算） 流域です。名をキー入力する

表「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」

種類－ＩＤ番号（自動加算） <-(4)-> 種類ＩＤ番号（自動加算） 名をキー入力する称

表「検索条件図」を選択するか、または、天気」

天気－ＩＤ番号（自動加算） <-(5)-> 天気ＩＤ番号（自動加算） 天気
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表の扱い方「釣り実績」り実績」実績」

表の扱い方「川情報」

表の扱い方「地域」

78



表の扱い方「流域」

表の扱い方「魚の種類」の説明種類」

表の扱い方「天気」
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Ⅱ‐５‐(1) 表の構成関連付けけ
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」と表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】」を生じないように申し述べます。結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。ます。
結合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】－ＩＤ」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】ＩＤ」でおこなＢＩ ツールいます。

① ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
　また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するさせて誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように
同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます ツール。

② ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で【関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

③ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム一覧から関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けるカラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】－ＩＤ」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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④ ツール関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述ける表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

⑤ ツール上記を入力します。④で選択します。し述べます。た表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム一覧から関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けるカラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】 ID」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

⑥ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値が誰でも簡単にできるように無い状い時は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列で代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。チェックボックス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／を生じないように申し述べます。チェックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】-
ID」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値に一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではするレコードなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】」に無い状い時に任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列を生じないように申し述べます。返し集計を試行するせるように出来たりでます。ここでは
チェックし述べます。ません。
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⑦ ツール内容を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。題なければ「決定」をやり直したい時は、「削除」をクリックします。なＢＩ ツールければＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で定ができます。」を生じないように申し述べます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩり直し述べます。たい時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

⑧ ツール【関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

以上で(1)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますが誰でも簡単にできるようにできまし述べます。た。
表「検索条件図」を選択するか、または、川情報の保存と読み直し」 表「検索条件図」を選択するか、または、地域です。」

川ＩＤ番号（自動加算） 名をキー入力する称 長さ→さ（ｋｍ） 地域です。ｰ ID <-(1)-> 地域です。ＩＤ番号（自動加算） 地域です。名をキー入力する

次の順で説明します。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」と表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」を生じないように申し述べます。結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。ます。

⑨ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまで右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するさせて誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

⑩ ツール上記を入力します。②から⑦の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要領で(2)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。し述べます。ます。

⑪ ツール上記を入力します。⑨⑩の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要領で(3)(4)(5)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。し述べます。ます。

82



以上で(1)から(5)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けが誰でも簡単にできるようにできまし述べます。た。

表「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」

釣り実績」にします。った日 関連付けけをキー入力する図にドロップ式のデータをキー入力する見の設定や集計結果の表示の切り替えについて説明します。すくするために表「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」は縦方向と対策のためのフォルダ群の作成に項目の文字で表示されます。（カラム名をキー入力する）が並び べて編集あ
り替えます。

長さ→さ（ｃｍ）

表「検索条件図」を選択するか、または、川情報の保存と読み直し」 表「検索条件図」を選択するか、または、地域です。」

釣り実績」にします。った川－Ｉ
Ｄ番号（自動加算） <-(2)-> 川ＩＤ番号（自動加算） 名をキー入力する称 長さ→さ（ｋｍ） 地域です。ｰ ID <-(1)-> 地域です。ＩＤ番号（自動加算） 地域です。名をキー入力する

表「検索条件図」を選択するか、または、流域です。」

川の説明流域です。－Ｉ
Ｄ番号（自動加算） <-(3)-> 流域です。ＩＤ番号（自動加算） 流域です。名をキー入力する

表「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」

種類－ＩＤ番号（自動加算） <-(4)-> 種類ＩＤ番号（自動加算） 名をキー入力する称

表「検索条件図」を選択するか、または、天気」

天気－ＩＤ番号（自動加算） <-(5)-> 天気ＩＤ番号（自動加算） 天気
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Ⅱ‐５‐(2) 結合した表の構成表示書式のデータ設定
結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。た表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書式設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書式設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。でおこなＢＩ ツールいます。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列）であり、表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。際の書式を設定できます。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けし述べます。た表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名称を表示する設定を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする設定ができます。

① ツールフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。」＝＞「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
　また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。
も簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます。

② ツール【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

③ ツール表一覧の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表名が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる所を生じないように申し述べます。クリックすると他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表一覧には関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある表だけを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする」にチェックを生じないように申し述べます。付けは後述けるか否かで、一覧の表を関連付かで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述
けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。あるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。だけにし述べます。たり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全部のタブにて切り替えます。にし述べます。たりできます。
　表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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④ ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、が誰でも簡単にできるように下部のタブにて切り替えます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。　
　項目（カラム）であり、名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先頭のに表名「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。．」が誰でも簡単にできるように付けは後述き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報.川ＩＤ」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように一覧表
示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

⑤ ツールこの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報．名称を表示する設定」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。変えて誤解を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

⑥ ツール を生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報．名称を表示する設定」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。［表」を左ク川情報］にすると の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧から消えて、表「釣り実績」の［カラムえて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。［表」を左クカラム
一覧］にすると に挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。

⑦ ツール同じ名前 様にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。上記を入力します。③から⑥を生じないように申し述べます。下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。ます。
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】.地域】名」を生じないように申し述べます。
表［表」を左ク流域】」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。流域】.流域】」を生じないように申し述べます。
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類.名称を表示する設定」を生じないように申し述べます。
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。天気」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。天気.天気」を生じないように申し述べます。
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。［表」を左ク項目一覧］にすると へ挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。ます。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。で表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」と結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いる各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
できるようになＢＩ ツールりまし述べます。た。

⑧ ツール内容を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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⑨ ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。見ます。

⑩ ツール上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックＩＤで結び付けは後述いて誤解を生じないように申し述べます。いる他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。表が誰でも簡単にできるように参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ＩＤに対応する内容が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
されて誤解を生じないように申し述べます。いることが誰でも簡単にできるように分かります。

⑪ ツール再び選択します。び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表と結び付けは後述くための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックＩＤは表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。
なＢＩ ツールいように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。レ」を生じないように申し述べます。外し述べます。ます。
　【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する指定ができます。を生じないように申し述べます。し述べます。た後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き直すと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。青枠で囲われます。まれ
た項目（カラム）であり、が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
これは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolder が誰でも簡単にできるように自動します。的なＢＩに設定ができます。し述べます。たも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けに必要なＢＩ ツール情報です。
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上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、」以外は他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。得て上のウィンドウが表示されます。た文字列が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。います。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。独立つことを祈 念しております。し述べます。た複数表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム間で交換をする時は、で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けを生じないように申し述べます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。あたかも簡単にできるように１つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように扱い方を説明します。うことが誰でも簡単にできるようにできます。

他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。一時的なＢＩにし述べます。なＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。レ」を生じないように申し述べます。外し述べます。ます。

「カラム一覧」から他表のカラムを取り除く場合他の表］表の扱い方の説明カラムをカラム、行（取り除く場合り実績」除く場合く場合場合
他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。が誰でも簡単にできるように誤って誤解を生じないように申し述べます。いて誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム一覧」から取り除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。く場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選んだ状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カ
ラム一覧から取り除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。くカラムを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。変え　 　を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とき【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる内容は削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。操作と関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。係ありません。ありません。
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Ⅱ‐５‐(3) 結合の構成種類 データの表示- 内部結合
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。RDB(Relational DataBase)でいう内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックします(Inner Join)と外部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックします(Outer Join)を生じないように申し述べます。サ
ポートなＢＩ ツールし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますとは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。係ありません。付けは後述けが誰でも簡単にできるように合は「キャンセル」をクリックしますった場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように相手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表に存されません。在し述べます。たも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み
検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するとする結合は「キャンセル」をクリックしますです。
換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究すればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように相手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表に存されません。在し述べます。なＢＩ ツールいデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。になＢＩ ツールらなＢＩ ツールいと
言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究うことです。

詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。し述べます。く見て誤解を生じないように申し述べます。みまし述べます。ょう。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」につぎの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。みます。

① ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。で［表」を左クカラム一覧］にすると から他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。無い状くし述べます。ます。

② ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」に以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。し述べます。ます。　

③ ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。全件で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。
　上記を入力します。②の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧にあります。

④ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要約」欄にに件で数４８と表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
⑤ ツール再び選択します。度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。で上記を入力します。①で外し述べます。た他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるようにし述べます。ます。

⑥ ツール上記を入力します。③と比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。すると追加の一途を辿っております。し述べます。たデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に相当てられて表示されます。するデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いません。
　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要約」欄にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数も簡単にできるように４７で１件で少なＢＩ ツールいです。

これは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類-ID」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 999は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けされて誤解を生じないように申し述べます。いる表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類 ID」に存されません。在
し述べます。なＢＩ ツールいからです。
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Ⅱ‐５‐(4) 結合の構成種類 データの表示- 外部結合
内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように相手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表に無い状いも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに含めたカラムの設定が一まれませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。外部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますでは検
索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに含めたカラムの設定が一まれます。SQLでは左ク外部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますと右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク外部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますが誰でも簡単にできるようにありますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderでは関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
表を生じないように申し述べます。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。心とした外部結合だけです。とし述べます。た外部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますだけです。
PowerFolderで外部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますにするには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値が誰でも簡単にできるように無い状い時は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
文字列で代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。チェックボックス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／を生じないように申し述べます。チェックし述べます。ます。
前章の内部結合の説明で表「釣り実績」の「種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。説明で表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類-ID」が誰でも簡単にできるように ツール999 の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますでは表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされませんでし述べます。
たが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件ですると表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

① ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

② ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で【関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。 ツール

③ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類-ID」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値が誰でも簡単にできるように無い状い時は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列で代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」を生じないように申し述べます。チェックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。文
字列に ツール"--魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類無い状し述べます。--" を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
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④ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で定ができます。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

⑤ ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。全件で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると ツール件で数４８ ツールと表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日が誰でも簡単にできるように
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/06/24」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に名称を表示する設定が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。--魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類無い状し述べます。--」が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。文字列を生じないように申し述べます。検索し述べます。ようと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けされた表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。検索条件でとすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。検索すること
になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。必然の停電、等の予期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために的なＢＩに代わり、他のカラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。文字列は見つからなＢＩ ツールいことになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するから除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。かれます。
上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類.名称を表示する設定 ツールが誰でも簡単にできるように ツール-- で始」ボタンをクリックします。まる」という条件でで検索すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数は ツール0 になＢＩ ツールります。
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Ⅱ‐５‐(5) 結合の構成種類 データの表示- 交差結合
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けが誰でも簡単にできるように定ができます。義の書き出し」を選択します。されて誤解を生じないように申し述べます。いなＢＩ ツールい表間で交換をする時は、でカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。交差結合は「キャンセル」をクリックします
(Cross join)し述べます。ます。交差結合は「キャンセル」をクリックします(Cross join)とは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせを生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールう結合は「キャンセル」をクリックしますです。

① ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。４表と関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けされて誤解を生じないように申し述べます。いて誤解を生じないように申し述べます。件で数は４８件でです。

② ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。流域】」との蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。係ありません。付けは後述けを生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。係ありません。付けは後述ける表」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。なＢＩ ツールかから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。流域】」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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③ ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」を生じないように申し述べます。全件で検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数が誰でも簡単にできるように１９２件で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

　表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」は４８件でが誰でも簡単にできるようにあり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。流域】」は４件でデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるようにありまし述べます。たの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせ全て誤解を生じないように申し述べます。４８ｘ４＝
１９２件で検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされまし述べます。た。
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Ⅱ‐５‐(6) 関連付けけの構成検査
PowerFolderでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結合は「キャンセル」をクリックしますにおいて誤解を生じないように申し述べます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けが誰でも簡単にできるようにできなＢＩ ツールいデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。集計に持しています。ち込まれ、表示されます。まなＢＩ ツールいために内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。採
用し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。おります。
結合は「キャンセル」をクリックしますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。仕方を説明します。が誰でも簡単にできるように内部のタブにて切り替えます。結合は「キャンセル」をクリックしますであるために検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。する際の書式を設定できます。に対象に文字列を探す事ができます。から外れたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるようにあればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それが誰でも簡単にできるように
何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でかを生じないように申し述べます。調べなＢＩ ツールければＲＤＢなＢＩ ツールりません。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け検査と日付変換、カラム「観測」機能を備えておりコンパクトなＤＷＨを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。います。

① ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け検査と日付変換、カラム「観測」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

② ツール表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けが誰でも簡単にできるように一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
③ ツール調べたい関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。項目」にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせクリックし述べます。ます。
④ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
⑤ ツール種類－ＩＤの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検査と日付変換、カラム「観測結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け無い状し述べます。」が誰でも簡単にできるように１件で検出されまし述べます。た。
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⑥ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
 ⑦ 関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けが誰でも簡単にできるようにできなＢＩ ツールかったデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１件でで１行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類－ＩＤ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。999」を生じないように申し述べます。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類ＩＤ」に存されません。在するＩＤへと編集し述べます。登録するこが誰でも簡単にできるようにで
きます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。999」を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。002」に変更に様々な視点や条件でし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。再び選択します。度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類－ＩＤ」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
チェックを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述け無い状し述べます。」はなＢＩ ツールくなＢＩ ツールりまし述べます。た。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。題なければ「決定」をやり直したい時は、「削除」をクリックします。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」へ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。種類ＩＤ］にすると が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。999」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決に登録し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けることでも簡単にできるように解を生じないように申し述べます。決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で
できます。 ツール
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Ⅱ‐６ データの表示表の構成編集
既存されません。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けなＢＩ ツールど表に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。する変更に様々な視点や条件でを生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールいます。
① ツール表名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
② ツールメニューで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

　表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

　表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。には以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。４つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。が誰でも簡単にできるようにあります。

全般 フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明アイコン画面の構成、見出しフォルダ、条件フォル下位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明並び び順なデータの整理・分類ど表示に関する説明をします。の説明変更をキー入力するおこなデータの整理・分類い方ます。

カラム名をキー入力する 新しい方の説明カラム名をキー入力するの説明追加の説明際にデータが格納される物理ファイルの名前に使いまうタブで切り換えます。で作成、見出しフォルダ、条件フォル前のフォルダに戻ります。述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、Ⅱ‐２ 表の説明作りかたり替え方 (1)カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するキーと機能アイコン入力するする」の説明

［カラム名をキー入力する追加］と機能アイコン同じ要領で作成おこなデータの整理・分類い方ます。

値を条件とする検索指定 カラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索に関する規則を設定するタブで、前述の「Ⅱ‐２ 表の作り方 をキー入力する設定するタブで切り換えます。で作成、見出しフォルダ、条件フォル前のフォルダに戻ります。述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、Ⅱ‐２ 表の説明作りかたり替え方 (1)カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するキーと機能アイコン入力するする」

の説明［値を条件とする検索指定］と機能アイコン同じ要領で作成おこなデータの整理・分類い方ます。

関連付けけ 表の説明関連付けけの説明追加や集計結果の表示の切り替えについて説明します。変更の説明際にデータが格納される物理ファイルの名前に使いまうタブで切り換えます。で作成、見出しフォルダ、条件フォル前のフォルダに戻ります。述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、Ⅱ‐５ 表の説明結合」と機能アイコン同じ要領で作成おこなデータの整理・分類い方ま
す。
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[全般]

「検索条件図」を選択するか、または、下位フォルダ複数集計フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明順序」以外は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅱ‐２‐（１）カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力するキーと機能アイコン入力するする」と機能アイコン同じで作成す。

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するの説明変更がで作成きます。

表名をキー入力する 表名をキー入力するの説明変更はで作成きません。

ファイルからカラム名を得る名をキー入力する デーと機能アイコンタをキー入力する格納される物理ファイルの名前するファイルからカラム名を得る名をキー入力するの説明変更、見出しフォルダ、条件フォル追加、見出しフォルダ、条件フォル削除がで作成きます。
先頭のファイに指定した名をキー入力する前のフォルダに戻ります。の説明ファイルからカラム名を得るが無い方場合ファイルからカラム名を得るをキー入力する作りかた成し同じカラム名をキー入力するをキー入力する定義します。

アイコン画面の構成 ▼をキー入力するクリックして編集お好みのアイコンを選択することができます。み込みの説明アイコン画面の構成をキー入力する選択とグラフすること機能アイコンがで作成きます。

文字色 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示する時に作るの説明文字の説明色をキー入力する指定します。

指定しなデータの整理・分類い方時に作るは「検索条件図」を選択するか、または、clNone」にします。

背景色 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示する時に作るの説明背景の説明色をキー入力する指定します。

指定しなデータの整理・分類い方時に作るは「検索条件図」を選択するか、または、clNone」にします。

表示切り替え替え フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くい方た時に作るに何を表示するかを次から選ぶをキー入力する表示するかをキー入力する指定します。

下位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明順序 下位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方が一覧を表示することもで表示されます。
並び び順をキー入力する変える時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル目の文字で表示されます。的の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力するド表示ラッグして編集移動先で作成ド表示ロップします。
また、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力するド表示ラッグ＆ド表示ロップして編集も移動で作成きます。

ユーザが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。し述べます。たアイコンも簡単にできるように選択します。できます。

アイコンは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報が誰でも簡単にできるように格納されているファイル”されて誤解を生じないように申し述べます。いるファイル”PowerFol.fld”と同じ名前 じ場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所にある”Icons”というフォル
ダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。へ次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前でアイコンファイルを生じないように申し述べます。作ると選択します。対象に文字列を探す事ができます。になＢＩ ツールります。

ファイル名　　Z99.ico　(Z : 0の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時は省略、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。9 : 0-9の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数字)

ユーザが誰でも簡単にできるように新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式し述べます。く追加の一途を辿っております。するファイル名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数字Z99は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。現存されません。するアイコンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。番号に連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 する番号にし述べます。ます。
上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件でを生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールった場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

96



■ Ⅲ フォルダの扱い方の説明扱い方い方方
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。扱い方を説明します。い方を説明します。について誤解を生じないように申し述べます。つぎの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。に説明し述べます。ます。

１ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明種類 ５種類の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方につい方て編集説明します。

２ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明操作りかた フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明作りかた成、見出しフォルダ、条件フォル削除、見出しフォルダ、条件フォルコピーと機能アイコンなデータの整理・分類ど表示に関する説明をします。の説明操作りかたについ方て編集説明します。

３ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明階層 階層的に作りかた成したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明につい方て編集説明します。

４ フォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコン表示書式のデータ設定 各フォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコン表示書式のデータ設定につい方て編集説明します。

５ 多彩なデータの整理・分類なデータの整理・分類デーと機能アイコンタの説明整理・分フォルダの作成類 条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコン列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明上のフォルダを表しているのではあり手な使い方について説明します。なデータの整理・分類使いまい方方につい方て編集説明します。

６ デーと機能アイコンタの説明ド表示ロップ 検索結果の検索をキー入力するド表示ラッグし、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方にド表示ロップして編集デーと機能アイコンタの説明内容の切り替えをキー入力する変更する方法の列表示につい方
て編集説明します。

７ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明デーと機能アイコンタ処理 フォルからカラム名を得るダの扱い方に記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。するデーと機能アイコンタ処理につい方て編集説明します。

８ 式のデータまと機能アイコンめて編集編集 フォルからカラム名を得るダの扱い方に記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。された式のデータをキー入力する全部まと機能アイコンめて編集編集する方法の列表示につい方て編集説明します。
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Ⅲ‐１ データの表示フォルからカラム名を得るダの種類の構成種類
PowerFolderには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。つぎの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。６種の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるようにあります。

見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方 デーと機能アイコンタをキー入力する整理・分フォルダの作成類する際にデータが格納される物理ファイルの名前に分フォルダの作成かり替え易くするための見出しフォルダ。くするための説明見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方。
上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定内容の切り替えをキー入力する継承します。します。

条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方 デーと機能アイコンタをキー入力する検索する条件フォルダの作成をキー入力する設定で作成きるフォルからカラム名を得るダの扱い方。
フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くい方た時に作るに検索をキー入力する実行します。

列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方 設定された着目の文字で表示されます。すべきカラム名をキー入力するの説明デーと機能アイコンタ内容の切り替え別に列挙フォルダの作成するフォルからカラム名を得るダの扱い方。

期間仕分フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方 任意の行にマークを付けます。の説明日数フォルダを同時に開くで作成期間をキー入力する設定し仕分フォルダの作成けするフォルからカラム名を得るダの扱い方。

ショーと機能アイコントカットフォルからカラム名を得るダの扱い方 他】タブの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方への説明リン画面の構成クをキー入力する設定で作成きるフォルからカラム名を得るダの扱い方。

リスト条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方 ある条件フォルダの作成で作成の説明検索結果の検索からカラム名を得る着目の文字で表示されます。すべきカラム名をキー入力するの説明リストをキー入力する抽出し、見出しフォルダ、条件フォルその説明リストに合致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するデーと機能アイコンタ
をキー入力する検索するフォルからカラム名を得るダの扱い方。

過去年検索フォルからカラム名を得るダの扱い方 過去の説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。、見出しフォルダ、条件フォル半期、見出しフォルダ、条件フォル四半期、見出しフォルダ、条件フォル月をキー入力する検索するフォルからカラム名を得るダの扱い方。

見出しフォルダしフォルダフォルダの扱い方
見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。整理・コンパクトなＢＩ ツール分類する際の書式を設定できます。に分かりやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩすくするための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。用の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまです。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように沢山できてしまった場合、いくつかのフォルダをひとまとめにして分かり易い名できて誤解を生じないように申し述べます。し述べます。まった場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。いくつかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。ひとまとめにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。分かり易さを追求したソフトです。い名
前を生じないように申し述べます。つけたフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に配置などを設定します。し述べます。たい時なＢＩ ツールどに使い易さを追求したソフトです。います。

条件フォルダフォルダの扱い方
条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でが誰でも簡単にできるように設定ができます。でき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。された条件でに合は「キャンセル」をクリックします致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではし述べます。たデー
タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】に一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。設定ができます。できます。

列挙フォルダフォルダの扱い方
列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。し述べます。た条件でで検索されるデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。から、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。着目するカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究複の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状いリス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
それを生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま名とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。列挙げます。し述べます。ます。
ＳＱＬ（Structured Query Language）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。DISTINCT句の結果をフォルダ名として列挙するといえまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま名とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。列挙げます。するといえま
す。
列挙げます。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと着目し述べます。たカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるようにフォルダを共有するフリーソフトではありま名と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】に一
覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
着目するカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま名に設定ができます。し述べます。た見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。すると分
かり易さを追求したソフトです。く配置などを設定します。できます。

期間仕分フォルダフォルダの扱い方
期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、仕分フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述カラムを生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日数で期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。仕分けするフォルダを共有するフリーソフトではありまです。
開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。日から過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしなに向や兆しを見落とかって誤解を生じないように申し述べます。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。検索する条件でを生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述を生じないように申し述べます。ず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。らし述べます。なＢＩ ツール
が誰でも簡単にできるようにら、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。回の起動に引き継がれます。 数で指定ができます。された個数生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。し述べます。ます。
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ショートカットフォルダの扱い方
ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまへの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リンクが誰でも簡単にできるように設定ができます。でき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リンク
先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いたの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 様に動します。作し述べます。ます（但し、他表のカラムの値を条件とするものは無視されます。 し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位複数は除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。く）であり、。
良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。く使い易さを追求したソフトです。うフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。上位に置などを設定します。いたり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。利用目的なＢＩ別する項目であることから項目名とも呼ばれます。にフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをべたりすることが誰でも簡単にできるようにできます。
ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまには以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。制限り が誰でも簡単にできるようにあります。
　表フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には作成について次の順で説明します。できなＢＩ ツールい
　ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下にフォルダを共有するフリーソフトではありまは作成について次の順で説明します。できなＢＩ ツールい

リスト条件フォルダフォルダの扱い方
リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツール条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまと同じ名前 様に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。し述べます。た条件でで検索されるデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。から、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。着目するカ
ラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究複の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状いリス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールに合は「キャンセル」をクリックします致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではするデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。検索し述べます。ます。
リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。作る時にだけ有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内なＢＩ ツール検索条件でが誰でも簡単にできるように付けは後述加の一途を辿っております。できるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上げデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。ある商品で検索しで検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
それから顧客名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツール作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールで検索すればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある商品で検索しを生じないように申し述べます。買った人の、他の商品も含めたった人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索しも簡単にできるように含めたカラムの設定が一めた
売上データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。検索することが誰でも簡単にできるようにできます。

過去年検索フォルダの扱い方
過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしな年検索フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述カラムを生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。で過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしなを生じないように申し述べます。さかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ぼって誤解を生じないように申し述べます。検索する条件でを生じないように申し述べます。生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。するフォルダを共有するフリーソフトではありまです。範囲われます。は基準日を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日迄の年度、半期、等で指の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。で指
定ができます。し述べます。ます。基準日とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。年月日を生じないように申し述べます。固定ができます。的なＢＩに設定ができます。するだけでなＢＩ ツールく今月やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ今日といった動します。的なＢＩなＢＩ ツール設定ができます。も簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨ
です。
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Ⅲ‐２　メイン画面の構成フォルからカラム名を得るダの種類の構成操作りかた
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いるフォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。
クリックし述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作を生じないように申し述べます。選択します。 ツールし述べます。ます。

表示書式のデータ設定 「検索条件図」を選択するか、または、Ⅱ表の説明扱い方い方方 ‐ ３デーと機能アイコンタの説明表示 - (1)表示書式のデータ設定」参照
上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。以外は、見出しフォルダ、条件フォル後述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、４ フォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコン表示書式のデータ設定」参照

フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかた成 指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下位フォルダ複数集計に新たにフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する 作りかた成します。

編集 指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。や集計結果の表示の切り替えについて説明します。、見出しフォルダ、条件フォルアイコン画面の構成なデータの整理・分類ど表示に関する説明をします。の説明 変更をキー入力するします。

ボーと機能アイコンド表示表示 ボーと機能アイコンド表示をキー入力する表示します。

よくある設定 ウィザの追加・編集・削除ーと機能アイコンド表示形式のデータで作成基に表更新本的なデータの整理・分類分フォルダの作成類・分フォルダの作成析ができるフォルダを作成します。がで作成きるフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成します。

切り替えり替え取り替え 指定フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する切り替えり替え取り替えます。
この説明と機能アイコンき貼り付けり替え付けけ用グリッド領域です。にこの説明内容の切り替えをキー入力するコピーと機能アイコンしますの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル貼り付けり替え付けけ機能メニューと機能アイコンで作成任意の行にマークを付けます。の説明場所へ移動す
ること機能アイコンがで作成きます。

コピーと機能アイコン 指定フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定内容の切り替えをキー入力する貼り付けり替え付けけ用グリッド領域です。にコピーと機能アイコンします。

貼り付けり替え付けけ 貼り付けり替え付けけ用グリッド領域です。の説明内容の切り替えをキー入力する指定フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下位フォルダ複数集計に貼り付けり替え付けけます。

部分フォルダの作成貼り付けり替え付けけ 貼り付けり替え付けけ用グリッド領域です。の説明内容の切り替えの説明一部をキー入力する指定フォルからカラム名を得るダの扱い方に貼り付けり替え付けけます。

設定の説明クリア フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定をキー入力する選択とグラフして編集クリアします。

定義の説明書き出し フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定をキー入力するファイルからカラム名を得るに書き出します。

定義の説明読み込みみ込み込み込み フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定をキー入力するファイルからカラム名を得るからカラム名を得る読み込みみ込み込み込みます。

削除 指定フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する削除します。
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また、見出しフォルダ、条件フォル上のフォルダを表しているのではあり部の説明メニューと機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、フォルからカラム名を得るダの扱い方」からカラム名を得るも操作りかたがで作成きます。

戻るる ひと機能アイコンつ前のフォルダに戻ります。の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に戻るり替えます。

進むむ 戻るる前のフォルダに戻ります。の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に進むみ込みます。

上のフォルダを表しているのではありへ 上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に移動します。

上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。以外は上のフォルダを表しているのではありと機能アイコン同じ
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Ⅲ‐２‐（１） データの表示新規作りかた成
【検索表示の書式設定】フォルダの扱い方の説明新規作成】】

目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。７種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまメニューから目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。イプを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

見の設定出し 見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方

条件フォルダの作成 条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方

列挙フォルダの作成 列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方

期間仕分フォルダの作成 期間仕分フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方

ショーと機能アイコントカット ショーと機能アイコントカットフォルからカラム名を得るダの扱い方

リスト条件フォルダの作成 リスト条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方

過去年検索 過去年検索フォルからカラム名を得るダの扱い方
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Ⅲ‐２‐(1)-  ① 見の設定出しフォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
【検索表示の書式設定】案内】タブ

【案内】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。概説が誰でも簡単にできるように示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で実際の書式を設定できます。に設定ができます。する項目はありませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール説明文の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。に切り換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイえることが誰でも簡単にできるようにでき
ます。

【検索表示の書式設定】基本】タブ

種類 フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明種類をキー入力する示します。変更で作成きません。

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する入力するします。

説明 フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明説明（任意の行にマークを付けます。の説明文字列）をキー入力する入力するします。 

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。月日 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明開く始します。月日をキー入力する ”処理無し” と表示され、定義してあM/D”（M=月、見出しフォルダ、条件フォルD=日、見出しフォルダ、条件フォル例．4/1）で作成入力するします。
日付けをキー入力する年度クリックすると昇順、降順が逆になります。に変換えます。する際にデータが格納される物理ファイルの名前の説明開く始します。月日と機能アイコンして編集使いまわれます。
設定が無い方場合は上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する探します。しにい方くの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル最上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に指定して編集お
くと機能アイコン個々の設定は必要なくなります。 の説明設定は必要なデータの整理・分類くなデータの整理・分類り替えます。 

最大検索数フォルダを同時に開く フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くい方た時に作るの説明最検索数フォルダを同時に開くをキー入力する設定します。
「検索条件図」を選択するか、または、-1」は、見出しフォルダ、条件フォル最後まで作成検索すること機能アイコンをキー入力する意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合します。
「検索条件図」を選択するか、または、０」は、見出しフォルダ、条件フォル検索しなデータの整理・分類い方こと機能アイコンをキー入力する意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合します。
初期値を条件とする検索は見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方で作成は 0、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外で作成は -1 で作成す。

アイコン画面の構成　メイン画面の構成閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定する　メイン画面の構成開く アイコン画面の構成は、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に設定で作成きます。

文字色 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示する時に作るの説明文字の説明色をキー入力する指定します。
指定しなデータの整理・分類い方時に作るは「検索条件図」を選択するか、または、clNone」にします。

背景色 フォルからカラム名を得るダの扱い方表示領域です。に表示する時に作るの説明背景の説明色をキー入力する指定します。
指定しなデータの整理・分類い方時に作るは「検索条件図」を選択するか、または、clNone」にします。
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【検索表示の書式設定】挙フォルダ動する項目の指定】タブ

表示切り替え替え

フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くい方た時に作るに何を表示するかを次から選ぶをキー入力する表示するかをキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。からカラム名を得る選びます。
省略値を条件とする検索 上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定に従って検索データを表示しますう

検索タブで切り換えます。 検索表示

集計タブで切り換えます。 集計表示 

伸縮タブで切り換えます。 集計伸縮表示

グラフタブで切り換えます。 グラフ表示 

検索カーと機能アイコンド表示表示 検索表示の説明カーと機能アイコンド表示

集計カーと機能アイコンド表示表示 集計表示の説明カーと機能アイコンド表示 

グラフカーと機能アイコンド表示表示 グラフ表示の説明カーと機能アイコンド表示

クロス小計
表示

クロス集計の説明時に作るに見の設定出しに小計をキー入力する表示するかをキー入力する設定します。
「検索条件図」を選択するか、または、省略値を条件とする検索」は、見出しフォルダ、条件フォル上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定に従って検索データを表示しますい方ます。
「検索条件図」を選択するか、または、する」は、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しに小計をキー入力する表示します。
「検索条件図」を選択するか、または、しなデータの整理・分類い方」は、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しに小計をキー入力する表示しません。

検索と機能アイコン集計

フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くこうと機能アイコンした時に作る、見出しフォルダ、条件フォルその説明フォルからカラム名を得るダの扱い方で作成なデータの整理・分類く下位フォルダ複数集計フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明全て編集をキー入力する OR 条件フォルダの作成で作成開くくかをキー入力する設定し
ます。ひと機能アイコンつの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力するクリックするだけで作成複数フォルダを同時に開く集計がで作成きます。
「検索条件図」を選択するか、または、通な領域で、タブで切り換えます。常」は、見出しフォルダ、条件フォルその説明フォルからカラム名を得るダの扱い方だけが開くきます。
「検索条件図」を選択するか、または、下位フォルダ複数集計複数フォルダを同時に開く」は、見出しフォルダ、条件フォル下位フォルダ複数集計の説明全て編集の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方が開くきます。

【検索表示の書式設定】検索処理】タブ
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。７ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。

【検索表示の書式設定】集計処理】タブ
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。７ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。

以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作業を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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Ⅲ‐２‐(1)ーと機能アイコン② データの表示条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類を生じないように申し述べます。検索する条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま名に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。３
０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。説明に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さが誰でも簡単にできるように３
０センチ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類を生じないように申し述べます。検索」と入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力し述べます。ま
す。 ツール

検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マ
ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。条件で操作メ
ニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。AND条件で追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選
択します。し述べます。ます。

検索条件でウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下部のタブにて切り替えます。には【定ができます。数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。と【カラム】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。
が誰でも簡単にできるようにあり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。する相手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるように定ができます。数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますには
【定ができます。数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。相手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるようにカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは【カラム】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。
を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
ここでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索カラムを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、」にし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【定ができます。
数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。30」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と
等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いか大きい（>=）であり、」にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。
ます。
【検索表示の書式設定】定数の項目の選択】タブ
検索カラム名をキー入力する ▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示されるカラム名をキー入力するの説明一覧を表示することもで

からカラム名を得る、見出しフォルダ、条件フォル目の文字で表示されます。的の説明カ ラム名をキー入力するをキー入力する選択とグラフします。

比較文字
列

比較する文字列をキー入力する指定します。

比較方法の列表示 検索カラム名をキー入力すると機能アイコン比較文字列をキー入力する比較する方法の列表示をキー入力する
指定します。

数の項目の選択値カラムの説明検索時の注意の説明注意
型を指定していきます。が誰でも簡単にできるように整数と実数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムで比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列に数値でなＢＩ ツールい文字列を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。た時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」だと数値
が誰でも簡単にできるように格納されているファイル”されて誤解を生じないように申し述べます。なＢＩ ツールいレコードなどのメモリー間で交換をする時は、と一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。くなＢＩ ツールい」だと数値が誰でも簡単にできるように格納されているファイル”されて誤解を生じないように申し述べます。いるレコードなどのメモリー間で交換をする時は、と一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それ
以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。だと全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。レコードなどのメモリー間で交換をする時は、と一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではし述べます。ません。
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【カラム】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った川－ＩＤ」が誰でも簡単にできるように表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川ＩＤ」と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。という条件でが誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。おり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
これは表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けで設定ができます。し述べます。たの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 じ条件でです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。
連付けは後述けでの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。せず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。つけて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連
付けは後述けし述べます。た時と同じ名前 じように動します。きます。
【検索表示の書式設定】カラム】タブ
比較表 ▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示される一覧を表示することもでからカラム名を得る、見出しフォルダ、条件フォル比較

相手な使い方について説明します。の説明表をキー入力する選 びます。

比較カラ
ム名をキー入力する

▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示される一覧を表示することもでからカラム名を得る、見出しフォルダ、条件フォル比較
相手な使い方について説明します。の説明カラム名をキー入力する をキー入力する選びます。

比較方法の列表示 検索カラム名をキー入力すると機能アイコン比較カラム名をキー入力するをキー入力する比較する方法の列表示をキー入力する指
定します。

検索条件でウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】に条件でが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。する文字列（こ
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では"30"）であり、を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでク
リックすると内容が誰でも簡単にできるように変更に様々な視点や条件でできます。

条件でを生じないように申し述べます。組み立つことを祈 念しております。て誤解を生じないように申し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いく時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。どの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件で」に対し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。どういう条件で」を生じないように申し述べます。付けは後述加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いくかという流れで作業を生じないように申し述べます。
行するいます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。どの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件で」とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる唯一の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
選択します。された条件では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。が誰でも簡単にできるように変わります。

マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。メニューを生じないように申し述べます。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＡＮＤ条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ま
す。
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検索カラムを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名称を表示する設定」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【定ができます。数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。あまご紹介する」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」に
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

 

ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように閉じ、「適用」の時は閉じないじると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】に条件でが誰でも簡単にできるように２つ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。 ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＲ条件で追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選
択します。し述べます。ます。
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検索カラムを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名称を表示する設定」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【定ができます。数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いわなＢＩ ツール」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」に
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

 

ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように閉じ、「適用」の時は閉じないじると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】に条件でが誰でも簡単にできるように３つ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

追加の一途を辿っております。される側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。条件で操作メニュー」を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ｏ
Ｒ条件で追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。する条件でが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＲ」ですから、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。名称を表示する設定が誰でも簡単にできるようにあまご紹介すると等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。名称を表示する設定が誰でも簡単にできるようにいわなＢＩ ツールと等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ど
ちらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように同じ名前 じです。
ここでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。両方を説明します。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

複数の項目の選択条件フォルダの説明選択
〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら条件でを生じないように申し述べます。クリックすると複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール条件でが誰でも簡単にできるように選択します。できます。
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検索カラムを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名称を表示する設定」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【定ができます。数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩまめ」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」に
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

 

以上で条件で検索図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできまし述べます。た。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類」フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。これを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと画面は下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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アイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索 ツール条件で図」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

検索条件で図表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】に検索条件で図が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
検索条件で図表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。辺の中間の■をドラッを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。広げることができます。げることが誰でも簡単にできるようにできます。

検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、半に下図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまするように関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けされて誤解を生じないように申し述べます。います。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ため、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール条件でが誰でも簡単にできるように必要になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。これらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件で検索図は PowerFolderが誰でも簡単にできるように関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。に自
動します。生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。し述べます。ます。

PowerFolderが自動生成した検索条件フォルダの作成図にドロップ
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Ⅲ‐２‐（１）‐③ データの表示列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類を生じないように申し述べます。列挙げます。するフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。
設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。

列挙フォルダの作成カラム名をキー入力する ▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示される一覧を表示することもでからカラム名を得る、見出しフォルダ、条件フォル列挙フォルダの作成するカ ラム名をキー入力するをキー入力する選択とグラフします。

文字長さ→ 列挙フォルダの作成された文字列の説明長さ→さの説明最大をキー入力する指定します。
「検索条件図」を選択するか、または、0」は、見出しフォルダ、条件フォル長さ→さの説明制限の表示無しをキー入力する意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合します。

最大列挙フォルダの作成数フォルダを同時に開く フォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコンして編集表示する時に作るの説明最大数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。
「検索条件図」を選択するか、または、0」は、見出しフォルダ、条件フォル制限の表示無しをキー入力する意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合します。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。月日 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明開く始します。月日をキー入力する指定します。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。指定 日付けカラム名をキー入力するをキー入力する対する操作象と機能アイコンして編集、見出しフォルダ、条件フォル年度クリックすると昇順、降順が逆になります。に変換えます。して編集列挙フォルダの作成するかをキー入力する指定します。
「検索条件図」を選択するか、または、しなデータの整理・分類い方」は、見出しフォルダ、条件フォル年度クリックすると昇順、降順が逆になります。に変換えます。しません。
年度クリックすると昇順、降順が逆になります。に変換えます。する場合は、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。半期」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。四半期」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。月」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。週」、「年度日」」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。日」
の説明い方ずれかをキー入力する選択とグラフします。

列挙げます。カラムに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類・コンパクトなＢＩ ツール名称を表示する設定」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。直下に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名
称を表示する設定」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。あまご紹介する」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ラックバス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／」までの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類が誰でも簡単にできるように重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究複し述べます。なＢＩ ツールいでフォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩまめ」を生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名称を表示する設定」（表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。で設定ができます。し述べます。た名）であり、が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩまめ」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」欄にに一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅲ‐２‐（１）‐④ データの表示期間仕分フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、仕分フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述カラム（YYYY/MM/DD の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。形式）であり、を生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日数で期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。仕
分けするフォルダを共有するフリーソフトではありまです。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日を生じないように申し述べます。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、仕分するフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。

仕分フォルダの作成カラム名をキー入力する ▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示されるカラム名をキー入力するの説明一覧を表示することもでからカラム名を得る、見出しフォルダ、条件フォル仕分フォルダの作成けするカ ラム名をキー入力するをキー入力する選択とグラフします。

期間開く始します。日 期間の説明開く始します。日をキー入力する指定します。
指定しなデータの整理・分類い方時に作るは今日になデータの整理・分類るの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する展開くした日をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以と機能アイコンした仕分フォルダの作成が可能メニューと機能アイコンで作成す。

期間日数フォルダを同時に開く 期間の説明日数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。
最初の説明期間は開く始します。日で作成指定された日付けと機能アイコンそこからカラム名を得る過去に向と対策のためのフォルダ群の作成かって編集日数フォルダを同時に開く分フォルダの作成さかの説明ぼった日付け迄となりまと機能アイコンなデータの整理・分類り替えま
す。

繰返数フォルダを同時に開く 期間をキー入力する繰り替え返す数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。

仕分カラムに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。日に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/07/07」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、日数に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。28（４週間で交換をする時は、）であり、」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。繰り返し集計を試行する返し集計を試行する数に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。8」
を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。仕分フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2006/11/26～」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/06/10～」までの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/06/10～」を生じないように申し述べます。クリックすると期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
検索条件で図で検索条件でを生じないように申し述べます。調べると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日が誰でも簡単にできるように ツール”2007/06/10” から ツール”2007/07/07” の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件ででデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索され
た事が誰でも簡単にできるように分かります。
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Ⅲ‐２‐（１）‐⑤ データの表示ショーと機能アイコントカットフォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまへの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リンクを生じないように申し述べます。設定ができます。できるフォルダを共有するフリーソフトではありまです。

ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リンクし述べます。たいフォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリッ
クし述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま作成について次の順で説明します。」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツール」 ツールを生じないように申し述べます。選びます。

表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で設定ができます。を生じないように申し述べます。適宜変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。
ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまではアイコンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最大検索数、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。はリンク先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。
に従ってデータを整形し、組込み関数 います。

リン画面の構成ク先 リン画面の構成クするフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する指定します。
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作成について次の順で説明します。し述べます。たショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最上位フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に追加の一途を辿っております。されます。
クリックするとリンク先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまと同じ名前 じ検索が誰でも簡単にできるように行するわれます。

ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまには以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。制限り が誰でも簡単にできるようにあります。

• ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下にフォルダを共有するフリーソフトではありまは作れなＢＩ ツールい ツール
• ショートなＢＩ ツールカットなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまは表フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に置などを設定します。けなＢＩ ツールい ツール

116



Ⅲ‐２‐（１）‐⑥ データの表示リスト条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツール条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。し述べます。た条件でで検索されるデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。から、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。着目するカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究複の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状いリス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。作る
ところまでは列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまと同じ名前 様です。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま ツールではリス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールと同じ名前 数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。し述べます。ますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／
トなＢＩ ツール条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまでは一つで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるようにリス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どれかに等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いが誰でも簡単にできるように設定ができます。されます。
リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。作る時にだけ有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内なＢＩ ツール検索条件でが誰でも簡単にできるように付けは後述加の一途を辿っております。できるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上げデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。ある商品で検索しで検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それ
から顧客名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツール作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。リス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールで検索すればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある商品で検索しを生じないように申し述べます。買った人の、他の商品も含めたった人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索しも簡単にできるように含めたカラムの設定が一めた売上データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
を生じないように申し述べます。検索することが誰でも簡単にできるようにできます。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いわなＢＩ ツール」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。れた川の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。検索するフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。
設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する開くい方た時に作るの説明検索の説明意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合が分フォルダの作成かる名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定します。
ここで作成は「検索条件図」を選択するか、または、い方わなデータの整理・分類の説明釣り実績」にします。れた川」と機能アイコンします。

リストカラム名をキー入力する ▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示される一覧を表示することもでからカラム名を得るリストするカ ラム名をキー入力するをキー入力する選択とグラフします。
ここで作成は、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、川情報の保存と読み直し.名をキー入力する称」と機能アイコンします。

リスト条件フォルダの作成図にドロップ 「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類.名をキー入力する称 が い方わなデータの整理・分類 と機能アイコン等を表示する領域です。しい方」、見出しフォルダ、条件フォルと機能アイコンい方う条件フォルダの作成をキー入力する指定します。

指定の説明方法の列表示は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅲ-2-(1)-  ② 条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明作りかた成」をキー入力する見の設定て編集下さい方。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いわなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。れた川」フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。これを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと画面は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

川毎に「追加」ボタンをクリックします。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いわなＢＩ ツール」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。レコードなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるようにあるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように確認ウィンドウで「はい」をクリックできます。 ツール
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Ⅲ‐２‐（１）‐⑦ データの表示過去年検索フォルからカラム名を得るダの種類の構成作りかた成
過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしな年検索フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述カラム（YYYY/MM/DDの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。形式）であり、を生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。日付けは後述の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある範囲われます。を生じないように申し述べます。過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしなにさか
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ぼって誤解を生じないように申し述べます。検索するフォルダを共有するフリーソフトではありまです。
範囲われます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。は基準日を生じないように申し述べます。決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でめて誤解を生じないように申し述べます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。基準日迄の年度、半期、等で指の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。を生じないように申し述べます。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。月、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。から選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。毎に「追加」ボタンをクリックします。に１年
前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。を生じないように申し述べます。算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ出し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それらを生じないように申し述べます。ORで結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。前年、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前々年、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。・コンパクトなＢＩ ツール・コンパクトなＢＩ ツール・コンパクトなＢＩ ツール、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしなにさかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ぼって誤解を生じないように申し述べます。検索する条件でを生じないように申し述べます。
生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。し述べます。ます。
検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。で集計すればＲＤＢ前年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ比、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前々年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ比、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。といった比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。集計が誰でも簡単にできるようにできます。
基準日は年月日を生じないように申し述べます。固定ができます。的なＢＩに指定ができます。するだけでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。今（PowerFolderでフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。し述べます。た時）であり、を生じないように申し述べます。起点や条件でにて誤解を生じないように申し述べます。相
対的なＢＩに昨日とか先月といった指定ができます。も簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。

設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定します。
特に指定しません。に指定しなデータの整理・分類い方と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、比較カラム名をキー入力する」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、範囲」の説明内容の切り替えからカラム名を得る自動的に名をキー入力する前のフォルダに戻ります。がつきます。

日付けカラム名をキー入力する ▼をキー入力するクリックすると機能アイコン表示される一覧を表示することもでからカラム名を得る日付けカ ラム名をキー入力するをキー入力する選択とグラフします。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。月日 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明開く始します。月日をキー入力する ”処理無し” と表示され、定義してあM/D"(M=月、見出しフォルダ、条件フォルD=日) （例えば続いて表示します。 4/1）で作成指定します。
基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日 基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日をキー入力する"YYYY/MM/DD"(Y=年、見出しフォルダ、条件フォルM=月、見出しフォルダ、条件フォルD=日) で作成指定します。

今をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以と機能アイコンする相対する操作指定の説明時に作るは date()等を表示する領域です。の説明組込関数フォルダを同時に開くをキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出すマクロ文字列で作成指定します。

の説明クリックで作成表示される一覧を表示することもでからカラム名を得る選択とグラフすると機能アイコン自動的にセットされます。

基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日 左ボタンを押しながらクリックで作成表示される以下の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選択とグラフします。

• 年月日　メイン画面の構成― 左ボタンを押しながら側のカラムが先になります。の説明基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日に入力するした YYYY/MM/DDが有効になデータの整理・分類り替えます

• 先月末　メイン画面の構成― 先月末をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日にします

• 昨日　メイン画面の構成　メイン画面の構成― 昨日をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日にします

• 今日　メイン画面の構成　メイン画面の構成― 今日をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日にします

• 明日　メイン画面の構成　メイン画面の構成― 明日をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日にします

• 今月末  ― 今月末をキー入力する基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日にします 

「検索条件図」を選択するか、または、年月日」以外をキー入力する選んだ時に作るは左ボタンを押しながら側のカラムが先になります。の説明基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日欄にマクロ文字列がセットされます。にマクロ文字列がセットされます。

範囲 基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日迄となりまの説明範囲をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。」「検索条件図」を選択するか、または、半期」「検索条件図」を選択するか、または、四半期」「検索条件図」を選択するか、または、月」の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選択とグラフします。

繰返数フォルダを同時に開く 繰返す回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。
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年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。日「検索条件図」を選択するか、または、4/1」、見出しフォルダ、条件フォル基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日「検索条件図」を選択するか、または、2017/03/21」、見出しフォルダ、条件フォル範囲「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。」、見出しフォルダ、条件フォル繰返数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、5」をキー入力する指定した時に作るの説明検索条件フォルダの作成は次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

→

範囲をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、四半期」、見出しフォルダ、条件フォル繰返数フォルダを同時に開くをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、4」にすると機能アイコン次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようなデータの整理・分類検索条件フォルダの作成になデータの整理・分類り替えます。

→

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。日「検索条件図」を選択するか、または、9/1」、見出しフォルダ、条件フォル基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、昨日」にして編集、見出しフォルダ、条件フォル２０１８年２月９日に実行すると機能アイコン次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

→
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Ⅲ‐２‐（２） データの表示ド表示ラッグ＆ド表示ロップで作成作りかた成
任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する部のタブにて切り替えます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッ
グ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決作成について次の順で説明します。することが誰でも簡単にできるようにできます。
細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダかい設定ができます。はできませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまと条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまであればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ポップアップメニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま
作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。選んで作成について次の順で説明します。するよりも簡単にできるように少なＢＩ ツールい手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で数で作成について次の順で説明します。することが誰でも簡単にできるようにできます。

検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列型を指定していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する部のタブにて切り替えます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。できます。

 ① フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。名称を表示する設定」（魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。部のタブにて切り替えます。分に
カーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。

 ② フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する部のタブにて切り替えます。までドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまとフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。間で交換をする時は、にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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③ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類.名称を表示する設定」が誰でも簡単にできるようにできます。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまは見出し述べます。用ですが誰でも簡単にできるように条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状い検索フォルダを共有するフリーソフトではありまとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。
作成について次の順で説明します。されます。

 ④ フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類.名称を表示する設定」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下は魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまになＢＩ ツールります。
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検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数値型を指定していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する部のタブにて切り替えます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると検索フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。できます。

 ⑤カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。部のタブにて切り替えます。分にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。

 ⑥ フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する部のタブにて切り替えます。までドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまとフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。間で交換をする時は、にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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⑦ ツール検索条件でを生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力するウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。検索カラムはあらかじめ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。.長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、」が誰でも簡単にできるように選択します。
されて誤解を生じないように申し述べます。いるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。50」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いか大きい」を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリック
し述べます。ます。

 ⑧フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、 ツール>= 50」が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、」が誰でも簡単にできるように ツール50 以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。レ
コードなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように検索され表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅲ‐２‐（３） データの表示編集
列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまと期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、仕分フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。た時点や条件でで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。直下は魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類と釣り実績」が表示されています。った日
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、仕分フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。います。

魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１つにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま操作メ
ニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。

上のフォルダを表しているのではありへ 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する１つ上のフォルダを表しているのではありの説明階層にします。

更新 変更した内容の切り替えで作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する更新します。

作りかた成 フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成します。
作りかた成するフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明種類はクリックで作成表示されるメニューと機能アイコンからカラム名を得る選びます。

切り替えり替え取り替え 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する貼り付けり替え付けけ用グリッドと機能アイコンして編集記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。憶し、そのフォルダを削除します。し、見出しフォルダ、条件フォルその説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する削除します。

コピーと機能アイコン 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する貼り付けり替え付けけ用グリッドと機能アイコンして編集記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。憶し、そのフォルダを削除します。します。

貼り付けり替え付けけ 貼り付けり替え付けけ用グリッドと機能アイコンして編集記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。憶し、そのフォルダを削除します。したフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下位フォルダ複数集計に追加します。

削除 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する削除します。

検索しなデータの整理・分類い方で作成更新 フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する変更して編集も編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじて編集も再検索しません。

フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明一覧を表示することもで マウスの説明左ボタンを押しながらクリックで作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する選択とグラフすること機能アイコンがで作成きます。
列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方、見出しフォルダ、条件フォル期間仕分フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方は展開くされなデータの整理・分類い方で作成表示されます。
マウスの説明ド表示ラッグ＆ド表示ロップで作成フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明移動がで作成きます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明内容の切り替え フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明内容の切り替えは複数フォルダを同時に開くの説明タブで切り換えます。に分フォルダの作成割して編集表示されます。
【案内】タブで切り換えます。で作成は、見出しフォルダ、条件フォル各タブで切り換えます。の説明概要が説明され、見出しフォルダ、条件フォル説明文をキー入力するクリックすると機能アイコン該当するタブで切り換えます。に切り替えり替え替え
わり替えます。
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【検索表示の書式設定】基本】タブ

【基本】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そちファルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。扱い方を説明します。い方を説明します。 ツール２フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作 ツール（１）であり、新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決作成について次の順で説明します。」と同じ名前 じですの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そち
らを生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。
【検索表示の書式設定】挙フォルダ動する項目の指定】タブ

【挙げます。動します。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そちファルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。扱い方を説明します。い方を説明します。 ツール２フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作 ツール（１）であり、新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決作成について次の順で説明します。」と同じ名前 じですの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そち
らを生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。
【検索表示の書式設定】書式】タブ

【書式】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ではフォルダを共有するフリーソフトではありまに付けは後述随する書式情報の有無の確認、クリア、貼り付け、編集（表示書式と集計書する書式情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。有するフリーソフトではありま無い状の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリック、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリア、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述け、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集（表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式と集計書
式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み）であり、が誰でも簡単にできるようにできます。
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内容を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式」を生じないように申し述べます。クリックせず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまに選択します。を生じないように申し述べます。変えようとすると以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
されます。

はい方 内容の切り替えをキー入力する更新して編集、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフをキー入力する変えます

い方い方え 内容の切り替えをキー入力する更新しなデータの整理・分類い方で作成、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフをキー入力する変えます

キャン画面の構成セルからカラム名を得る 内容の切り替えの説明更新もせず、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフも変えません

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。次の順で説明します。はこの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メッセージを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。なＢＩ ツールい」にチェックを生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますれ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように
閉じ、「適用」の時は閉じないじるまでは確認ウィンドウで「はい」をクリックが誰でも簡単にできるように省略されます。
内容を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式」を生じないように申し述べます。クリックせず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。閉じ、「適用」の時は閉じないじる」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。た時も簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックが誰でも簡単にできるように行するわれます。

フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。では内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件でだけでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えが誰でも簡単にできるようにできます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、仕分フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。はフォルダを共有するフリーソフトではありま一覧でフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリック、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
確認ウィンドウで「はい」をクリックウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」が誰でも簡単にできるように選択します。された状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。作成について次の順で説明します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリック、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。列挙げます。
フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

作成について次の順で説明します。された列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように選択します。されて誤解を生じないように申し述べます。いることを生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。カラムに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字長さ（ミリ）」、に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。７」を生じないように申し述べます。指
定ができます。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

文字長さ（ミリ）」、「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。７」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。意味は、カラム釣った日の内容の先頭から「７文字」で列挙するということです。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム釣り実績」が表示されています。った日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先頭のから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。７文字」で列挙げます。するということです。
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以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。画面で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クが誰でも簡単にできるように文字長さ（ミリ）」、を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。なＢＩ ツールい（０）であり、場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クが誰でも簡単にできるように文字長さ（ミリ）」、「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。７」を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】で
す。
左クは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日で列挙げます。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った月で列挙げます。されて誤解を生じないように申し述べます。います。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。２００７／０２＊」を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと２００７年２月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」欄にに一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
検索条件で図を生じないように申し述べます。見ると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日が誰でも簡単にできるように ツール2007/02 で始」ボタンをクリックします。まる」という条件でで検索されたことが誰でも簡単にできるように分かります。
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Ⅲ‐２‐（４） データの表示切り替えり替え取り替えと機能アイコン貼り付けり替え付けけ
前ページ迄の年度、半期、等で指の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールりまし述べます。た。

表「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」には、見出しフォルダ、条件フォルつぎの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方があり替え ます。
条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」
列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成魚の種類」の説明種類．名をキー入力する称
列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成釣り実績」にします。った日の説明７文字列挙フォルダの作成

この説明ようにフォルからカラム名を得るダの扱い方が幾つもできてくると分かり難くなります。つもで作成きて編集くると機能アイコン分フォルダの作成かり替え難くなります。くなデータの整理・分類り替えます。

ここで作成、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する整理します。

① 見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」をキー入力する作りかた成します。

② 見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」をキー入力する作りかた成します。

③ 列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類．名をキー入力する称」をキー入力する切り替えり替え取り替えます。

列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類．名をキー入力する称」で作成列挙フォルダの作成されて編集い方る任意の行にマークを付けます。の説明魚の種類」の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に
カーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせマウスの説明右ボタン画面の構成で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表示しま
す。

「検索条件図」を選択するか、または、切り替えり替え取り替え」をキー入力する選択とグラフします。

④ 切り替えり替え取り替えの説明確認します。で作成「検索条件図」を選択するか、または、ＯＫ」をキー入力するクリックします。
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⑤ 上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。③で作成切り替えり替え取ったフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。①の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に貼り付けり替え付けけます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせて編集、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明右ボタン画面の構成で作成フォルからカラム名を得る
ダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表示します。

「検索条件図」を選択するか、または、貼り付けり替え付けけ」をキー入力する選択とグラフします。

⑥ 見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」の説明先頭のファイに「検索条件図」を選択するか、または、▷」記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号が表示され、見出しフォルダ、条件フォル下位フォルダ複数集計の説明
フォルからカラム名を得るダの扱い方が有る事ができます。をキー入力する示すようになデータの整理・分類り替えます。

見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」の説明先頭のファイの説明「検索条件図」を選択するか、または、▷」 記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号をキー入力するクリックすると機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルカラム名をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」
の説明種類．名をキー入力する称」をキー入力する列挙フォルダの作成したフォルからカラム名を得るダの扱い方が表示されます。
先頭のファイの説明記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号が変わり替え、見出しフォルダ、条件フォル下位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方が展開くされて編集い方ること機能アイコンをキー入力する示します。
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⑦ フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力するド表示ラッグ＆ド表示ロップして編集場所をキー入力する移動すること機能アイコンもで作成きます。

列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った日の説明７文字列挙フォルダの作成」をキー入力するド表示ラッグ＆ド表示ロップして編集見の設定出し
フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」の説明下に移動します。

まず列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った日の説明７文字列挙フォルダの作成」で作成列挙フォルダの作成されて編集い方る任意の行にマークを付けます。の説明フォ
ルからカラム名を得るダの扱い方にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォル押しながらしたままマウスをキー入力する
移動し、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出 しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ、見出しフォルダ、条件フォルそこで作成左ボタンを押しながらボ
タン画面の構成をキー入力する離します。します。

左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する離します。す時に作るの説明カーと機能アイコンソルからカラム名を得るの説明位フォルダ複数集計置によって編集見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年
月」の説明下で作成はなデータの整理・分類く、見出しフォルダ、条件フォル前のフォルダに戻ります。後に移動すること機能アイコンになデータの整理・分類り替えます。
左ボタンを押しながらの説明ようなデータの整理・分類所で作成離します。すと機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」の説明前のフォルダに戻ります。に移動すること機能アイコンになデータの整理・分類り替えます。

フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。切り取りは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。切り取ったフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報を生じないように申し述べます。一時保管場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所に保持しています。し述べます。ます。
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一時保管場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所にあるフォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。指定ができます。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けます。
上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。運用中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。にフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように増えて誤解を生じないように申し述べます。分かり難くなったフォルダを見出しフォルダの下位にまとめて、くなＢＩ ツールったフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位にまとめて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
分かり易さを追求したソフトです。くし述べます。まし述べます。た。
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Ⅲ‐２‐（５） データの表示コピーと機能アイコンと機能アイコン貼り付けり替え付けけ
表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」には、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。つぎの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるようにあります。

条件でフォルダを共有するフリーソフトではありま　　　　３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類
見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま　　　魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類
見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま　　　釣り実績」が表示されています。った年月

見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った年月」を生じないように申し述べます。それぞれコピーし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流
魚の種類」から「魚の種類」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けて誤解を生じないように申し述べます。みます。

 

① 見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」をキー入力するコピーと機能アイコンします。

見の設定出しフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせて編集マウスの説明右ボ
タン画面の構成で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、コピーと機能アイコン」をキー入力する選択とグラフします。 

 

② 上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。①で作成コピーと機能アイコンしたフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流
魚の種類」」に貼り付けり替え付けけます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせて編集、見出しフォルダ、条件フォルマウス
の説明右ボタン画面の構成で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、貼り付けり替え付けけ」をキー入力する選
択とグラフします。 

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」」の説明下位フォルダ複数集計にフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」
が張り替え付けきます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」」をキー入力する展開くすると機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類」が表
示されます。
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③ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明ド表示ラッグ＆ド表示ロップで作成もフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する複写することがすること機能アイコンが
で作成きます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」をキー入力するド表示ラッグ＆ド表示ロップで作成「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓
流魚の種類」」の説明下に複写することがします。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成
をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォル押しながらしたままマウスをキー入力する移動し、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」」に

カーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ、見出しフォルダ、条件フォル〈Ctrl〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得るマウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する

離します。します。

〈Ctrl〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまキーと機能アイコンをキー入力する押しながらさなデータの整理・分類い方と機能アイコン移動になデータの整理・分類り替えます。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。にフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いて誤解を生じないように申し述べます。いくと ツールこの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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Ⅲ-２-(６) 部分フォルダの作成貼り付けり替え付けけ
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。部のタブにて切り替えます。分貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一時保管場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所にあるフォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。部のタブにて切り替えます。分的なＢＩに選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。指定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまに貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述け
ます。
通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で指定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま自身の情報を書き替えませんが、部の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報を生じないように申し述べます。書き替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。部のタブにて切り替えます。
分貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報を生じないように申し述べます。上書くの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で注意 ツールが誰でも簡単にできるように必要です。
部のタブにて切り替えます。分貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報を生じないように申し述べます。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様に分けて誤解を生じないように申し述べます。選ぶことが誰でも簡単にできるようにできます。

1. 検索・列挙フォルダの作成条件フォルダの作成 

2. 表示書式のデータ 

3. 集計書式のデータ 

4. カーと機能アイコンド表示書式のデータ 

5. 集計カーと機能アイコンド表示書式のデータ 

6. グラフカーと機能アイコンド表示書式のデータ

7. グラフスタイルからカラム名を得る 

8. HTML 出力する形式のデータ 

9. ボーと機能アイコンド表示表示形式のデータ

10.検索時に作る処理 

11.集計時に作る処理 

12.アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御 ツール
２－１１は表の扱い方示の書式設定】書式に付け］随する情報ですので、一時保管場所 にあるフォルダに表示書式が設定されているする項目の指定情報ですの説明で、行（一時の注意保管場所 にある項目の指定フォルダの扱い方に表の扱い方示の書式設定】書式が設定されている設定されてい方る項目の指定
場合の説明み、行（選択できます。
１２はアクセス制御が有効な場合のみ表示されます。が設定されている有効な場合のみ表示されます。な場合のみ表示されます。場合の説明み表の扱い方示の書式設定】されます。
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Ⅲ-２-(７) 設定の構成クリア
フォルダを共有するフリーソフトではありま操作メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリア」で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。部のタブにて切り替えます。分的なＢＩに選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。クリアすることが誰でも簡単にできるようにできます。
選択します。できる情報は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

1. 検索・コンパクトなＢＩ ツール列挙げます。条件で ツール
2. 集計書式 ツール
3. カードなどのメモリー間で交換をする時は、書式 ツール
4. 集計カードなどのメモリー間で交換をする時は、書式 ツール
5. グラフカードなどのメモリー間で交換をする時は、書式
6. グラフス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。イル ツール
7. HTML出力形式 ツール
8. ボードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する形式
9. 検索時処理 ツール
10.集計時処理 ツール

対象のフォルダに該当する情報がセットされている項目だけが選択可能になります。の説明フォルダの扱い方に該当する情報がセットされている項目だけが選択可能になります。する項目の指定情報が設定されているセットされてい方る項目の指定項目だけが設定されている選択可能になります。にな場合のみ表示されます。り実績」ます。
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Ⅲ-２-(８) 定義の構成書き出しと機能アイコン読み込みみ込み込み込み
表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書き出し述べます。と読み込まれ、表示されます。みと同じ名前 様に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。定ができます。義の書き出し」を選択します。を生じないように申し述べます。書き出し述べます。たり読み込まれ、表示されます。んだりできます。
フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所に持しています。って誤解を生じないように申し述べます。いくことは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 じ環境を提供します。で動します。いて誤解を生じないように申し述べます。いる PowerFolder内ではフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。コピーと貼り付けができますので、複数のカラムの属性を
り付けは後述けでできます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。書き出し述べます。で作成について次の順で説明します。し述べます。た定ができます。義の書き出し」を選択します。ファイルは別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。環境を提供します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 PCでも簡単にできるように読み込まれ、表示されます。めますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。コ
ピーと貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けではできなＢＩ ツールい独立つことを祈 念しております。し述べます。た PowerFolder間で交換をする時は、でフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩり取りが誰でも簡単にできるようにできます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」の説明下位フォルダ複数集計にあるフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以
上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」」の説明定義をキー入力する書き出します。

 ① フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わ

せて編集、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明右ボタン画面の構成で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表
示します。

「検索条件図」を選択するか、または、定義の説明書き出し」をキー入力する選択とグラフします。

 ② ファイルからカラム名を得る名をキー入力するをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」.flx」と機能アイコンして編集「検索条件図」を選択するか、または、保

存の表を元にする」をキー入力するクリックします。
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フォルダを共有するフリーソフトではありま定ができます。義の書き出し」を選択します。ファイル「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。３０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類.flx」を生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。環境を提供します。で動します。いて誤解を生じないように申し述べます。いる PowerFolderからアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／で
きる所に置などを設定します。きフォルダを共有するフリーソフトではありま定ができます。義の書き出し」を選択します。を生じないように申し述べます。読み込まれ、表示されます。みます。

 ③ 読み込みみ込み込み込み先の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する選びカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ

て編集、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明右ボタン画面の構成で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表示し
ます。

「検索条件図」を選択するか、または、定義の説明読み込みみ込み込み込み」をキー入力する選択とグラフします。

 ④ ファイルからカラム名を得る名をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、３０ｃｍ以上のフォルダを表しているのではありの説明渓流魚の種類」.flx」をキー入力する選び「検索条件図」を選択するか、または、開く

く」をキー入力するクリックします。

 ⑤ 読み込みみ込み込み込み先に選んだフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下にフォルからカラム名を得るダの扱い方がで作成

きます。
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Ⅲ-２-(９) 削除

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」の説明下位フォルダ複数集計にあるフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」をキー入力する
削除します。

① フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った年月」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせて編集、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明
右ボタン画面の構成で作成フォルからカラム名を得るダの扱い方操作りかたメニューと機能アイコンをキー入力する表示します。

「検索条件図」を選択するか、または、削除」をキー入力する選択とグラフします。

② 削除の説明確認します。で作成「検索条件図」を選択するか、または、ＯＫ」をキー入力するクリックします。

フォルダの扱い方操作の説明「切り取り」と「削除」の違いり実績」取り除く場合り実績」」と「削除く場合」の説明違いい方
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。切り取り」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。一時保管場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所に保持しています。し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。一時保管場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所に保持しています。し述べます。ません。
一度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」操作し述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありまは復するために元にして表を作成できます。できませんの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で注意し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。移動します。を生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールう場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。切り取り」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述け」を生じないように申し述べます。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールいます。

フォルダの扱い方と実データ
フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でであり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。を生じないように申し述べます。持しています。ちません。
フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。切り取り」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように実データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に影響はありません。はありません。
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Ⅲ-２-(１０) 検索条件フォルダの作成の構成一時に作る的変更
メイン画面に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。た検索条件で図で検索条件でを生じないように申し述べます。一時的なＢＩに変更に様々な視点や条件ですることが誰でも簡単にできるようにできます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件では一時的なＢＩですの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。でフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件では変わりませんし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時には失われますわれます。

検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件で操作は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件で図と同じ名前 様です。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール条件でで検索し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いたとし述べます。ます。

検索条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、...」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール"30" の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所を生じないように申し述べます。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックし述べます。編集できるようにし述べます。 ツール"20" に変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。
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変更に様々な視点や条件で後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。<Enter>キーを生じないように申し述べます。打つか数字以外の所をクリックすると検索が実行され、つか数字以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所を生じないように申し述べます。クリックすると検索が誰でも簡単にできるように実行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。20センチ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。渓流魚の種類」から「魚の種類が誰でも簡単にできるように検
索されます。

魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類から ツール"あまご紹介する" を生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。するために該当てられて表示されます。する条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」
を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類から ツール"あまご紹介する" は除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。かれ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。"いわなＢＩ ツール" と ツール"やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩまめ" だけが誰でも簡単にできるように検索されます。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。見なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら検索条件でを生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件ですることが誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅲ‐２‐(１１) よくある設定
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。よくある設定ができます。」を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うとフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。組合は「キャンセル」をクリックしますせて誤解を生じないように申し述べます。基本的なＢＩなＢＩ ツール分類と集計が誰でも簡単にできるようにできるフォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るを生じないように申し述べます。少なＢＩ ツールい手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。で作る
ことが誰でも簡単にできるようにできます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るを生じないように申し述べます。作りたい表に属するフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１つにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメ
ニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。よくある設定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。支援するソフトです。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。説明を生じないように申し述べます。読んで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。次の順で説明します。へ」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。するフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前と親フォルダの指定を行います。指定後、「次へ」をクリックします。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。を生じないように申し述べます。行するいます。指定ができます。後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。次の順で説明します。へ」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

生成するフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明親となるフォルダを指定します。ここでは「釣り実績」とします。と機能アイコンなデータの整理・分類るフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する指定します。ここで作成は「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。り替え実績」にします。」と機能アイコンします。

生成するフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定します。ここで作成は「検索条件図」を選択するか、または、基に表更新本フォルからカラム名を得るダの扱い方」と機能アイコンします。

分類するカラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。指定ができます。後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。次の順で説明します。へ」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

分フォルダの作成類するカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。

複数フォルダを同時に開く選択とグラフする時に作るは<Ctrl>キーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得るクリックします。

ここで作成は「検索条件図」を選択するか、または、釣り実績」にします。った日」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、川情報の保存と読み直し．名をキー入力する称」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、魚の種類」の説明種類．名をキー入力する称」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、天気．天気」の説明４つをキー入力する指定します。
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合は「キャンセル」をクリックします計するカラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。指定ができます。後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。次の順で説明します。へ」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

合計をキー入力する算出するカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。

複数フォルダを同時に開く選択とグラフする時に作るは<Ctrl>キーと機能アイコンをキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得るクリックします。

ここで作成は「検索条件図」を選択するか、または、長さ→さ（ｃｍ）」と機能アイコンします。

件フォルダの作成数フォルダを同時に開くをキー入力する表示するかをキー入力する指定します。

指定ができます。し述べます。た内容が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で内容を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。ます。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容で良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。ければＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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表フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に指定ができます。し述べます。た名前でフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。され（ここでは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。基本フォルダを共有するフリーソフトではありま」）であり、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それを生じないように申し述べます。
展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。すると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には分類するカラムで指定ができます。し述べます。たカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。これらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォル
ダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。いたカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。以下同じ名前 様にフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数が誰でも簡単にできるように減りながらりなＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら
階層的なＢＩにフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように配置などを設定します。されます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮」直下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまからクリックし述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありま迄の年度、半期、等で指の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カ
ラムが誰でも簡単にできるように左クから配置などを設定します。された伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールります。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。天気．天気」－「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名称を表示する設定」ー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川情報．
名称を表示する設定」ー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックすると以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールります。
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、リルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ン」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には分類するカラムを生じないように申し述べます。”ー”で繋いだ名前のフォルダが並びます。こいだ名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。こ
れらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックすると最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で集計し述べます。たグラフが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。天気―釣り実績」が表示されています。っ
た日―名称を表示する設定―名称を表示する設定」を生じないように申し述べます。クリックすると結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは【グラフ】に切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。わり天気を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。た棒グラフが表示グラフが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
されます。

棒グラフが表示グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ」を生じないように申し述べます。選ぶと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。い
た棒グラフが表示グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダが誰でも簡単にできるように次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。分類カラムを生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-13-(4) グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するとドなどのメモリー間で交換をする時は、リルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ン」も簡単にできるように参考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用するこにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。 ツール
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。パレートなＢＩ ツール図」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下にも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮」と同じ名前 様に分類するカラムで指定ができます。し述べます。たカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータを
びます。これらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックするとクリックし述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。たパレートなＢＩ ツール図
が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類．名称を表示する設定」を生じないように申し述べます。クリックすると結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは【グラフ】に切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。わり魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名
称を表示する設定を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。たパレートなＢＩ ツール図が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます ツール。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。パレートなＢＩ ツール図」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、には分類するカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位にはフォルダを共有するフリーソフトではありま名と対
応するカラム名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように置などを設定します。かれます。さらに ツールその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位には上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。いたカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォル
ダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように次の順で説明します。々に出現し述べます。ます。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。った日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。→川の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名称を表示する設定の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。→魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名称を表示する設定の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列
挙げます。 ツール→天気の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。となＢＩ ツールります。

　メイン画面の構成　メイン画面の構成

149



次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。天気の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に釣り実績」が表示されています。った日が誰でも簡単にできるように列挙げます。されて誤解を生じないように申し述べます。います。釣り実績」が表示されています。った日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一つを生じないように申し述べます。クリックすればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上
位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。天気でその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日に釣り実績」が表示されています。ったデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索されます。
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Ⅲ‐２‐(１２) 傾向と対策のためのフォルダ群の作成と機能アイコン対する操作策のためのフォルダ群の作成の構成ための構成フォルからカラム名を得るダの種類群の作成の構成作りかた成
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。傾向や兆しを見落とと対策のためのフォルダ群の作成」を使うと年度、半期、四半期、等の時系列でデータを集計できるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うと年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時系列でデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。集計できる
フォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。できます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るを生じないように申し述べます。作りたい表に属するフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１つにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメ
ニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。傾向や兆しを見落とと対策のためのフォルダ群の作成」を使うと年度、半期、四半期、等の時系列でデータを集計できるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。傾向や兆しを見落とと対策のためのフォルダ群の作成」を使うと年度、半期、四半期、等の時系列でデータを集計できるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま群を少ない手順で作るの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。するフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
時系列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。元にして表を作成できます。になＢＩ ツールる日付けは後述の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。指定ができます。
し述べます。ます。対象に文字列を探す事ができます。となＢＩ ツールるカラムは文字列型を指定していきます。
で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。YYYY/MM/DD の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。形式である必要
が誰でも簡単にできるようにあります。
分類するカラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
複数選択します。を生じないように申し述べます。する時は ツール[PowerFolder] CTRL]キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。
なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらクリックし述べます。ます。
文字型を指定していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムが誰でも簡単にできるように対象に文字列を探す事ができます。となＢＩ ツールります。
ここでは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。営業所」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。顧客業種」を生じないように申し述べます。
選択します。し述べます。ます。
合は「キャンセル」をクリックします計値を生じないように申し述べます。計算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイするカラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
複数選択します。を生じないように申し述べます。する時は ツール[PowerFolder] CTRL]キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。
なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらクリックし述べます。ます。整数型を指定していきます。と実数
型を指定していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムが誰でも簡単にできるように対象に文字列を探す事ができます。となＢＩ ツールります。
基準日を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でも簡単にできるように指定ができます。し述べます。なＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。今日」になＢＩ ツールり
ます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カレンダを共有するフリーソフトではありまー」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリッ
クでカレンダを共有するフリーソフトではありまーが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そこから
日付けは後述を生じないように申し述べます。選べます。
締日を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
締日が誰でも簡単にできるように月末の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。31」を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ま
す。 ツール
過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしなに遡る年数を指定します。る年数を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
年数以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。遡る年数を指定します。りの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。数を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。
ます。
件で数カラムを生じないように申し述べます。付けは後述加の一途を辿っております。するかを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。

比率と増減りながら印が表示されます。を生じないように申し述べます。付けは後述加の一途を辿っております。するかを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
集計値を生じないように申し述べます。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比率で色とフォントを設定することができます。分けするかを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
色とフォントを設定することができます。分けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比率と色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件では次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようにし述べます。ます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。傾向や兆しを見落とと対策のためのフォルダ群の作成」を使うと年度、半期、四半期、等の時系列でデータを集計できる」が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。基準日を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは”傾向や兆しを見落とと対
策のためのフォルダ群の作成」を使うと年度、半期、四半期、等の時系列でデータを集計できる”の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、ろに基準日が誰でも簡単にできるように付けは後述いたフォルダを共有するフリーソフトではありま名になＢＩ ツールります。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。傾向や兆しを見落とと対策のためのフォルダ群の作成」を使うと年度、半期、四半期、等の時系列でデータを集計できる」を生じないように申し述べます。展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。すると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

連続期間比較 ツール
基準日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前日までに完了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。た期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、から、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。し述べます。た年数やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ
繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。数を生じないように申し述べます。遡る年数を指定します。った範囲われます。で検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 し述べます。た期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、で比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。
できるように集計し述べます。ます。 ツール

同一期間比較 ツール
基準日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前日までに完了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。た期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、から、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。し述べます。た年数を生じないように申し述べます。
遡る年数を指定します。った範囲われます。で検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 一の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。年を生じないように申し述べます。またいで比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。で
きるように集計し述べます。ます。 ツール

当する情報がセットされている項目だけが選択可能になります。期の説明比較 ツール
今の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。前日までの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。で年ご紹介するとに検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。当てられて表示されます。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにを生じないように申し述べます。年
を生じないように申し述べます。またいで比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。できるように集計し述べます。ます。 ツール
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」を生じないように申し述べます。展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。すると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。

1. 年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ ツール
2. 半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために ツール
3. 四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために ツール
4. 年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ月 ツール
5. 月 ツール
6. 締日 ツール
7. 7日間で交換をする時は、 ツール
8. 14日間で交換をする時は、 ツール
9. 21日間で交換をする時は、 ツール
10.28日間で交換をする時は、 ツール

各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。すると【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。にフォルダを共有するフリーソフトではありま
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前に応じた期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。1.年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。4.年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ月」に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わる年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。月日は見出し述べます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。にある「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。月日」で指定ができます。できます（「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そち‐2‐
(1)‐① ツール見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま）であり、。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。2019年 2月 1日にフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。同じ名前 一期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」を生じないように申し述べます。展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。すると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。同じ名前 一期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。
1. 年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ ツール
2. 半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために ツール
3. 四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために ツール
4. 年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ月 ツール
5. 月 ツール
6. 締日 ツール

各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。すると【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。にフォルダを共有するフリーソフトではありま
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前に応じた期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。1.年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。4.年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ月」に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わる年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。月日は見出し述べます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。にある「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。月日」で指定ができます。できます（「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そち‐2‐
(1)‐① ツール見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま）であり、。 ツール

上記を入力します。と同じ名前 じ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。2019年 2月 1日にフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。当てられて表示されます。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」を生じないように申し述べます。展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。すると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。当てられて表示されます。期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するためにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。

1. 年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ ツール
2. 半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために ツール
3. 四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために ツール
4. 年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ月 ツール
5. 月 ツール
6. 締日 ツール
7. 7日間で交換をする時は、 ツール
8. 14日間で交換をする時は、 ツール
9. 21日間で交換をする時は、 ツール
10.28日間で交換をする時は、 ツール

各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選択します。すると【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。にフォルダを共有するフリーソフトではありま
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前に応じた期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために間で交換をする時は、での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。1.年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。4.年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ月」に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わる年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。月日は見出し述べます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。にある「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。月日」で指定ができます。できます（「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そち‐2‐
(1)‐① ツール見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま）であり、。

上記を入力します。と同じ名前 じ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。2019年 2月 1日にフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には分類するカラムとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。たカラム名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるようにできます。
上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下には「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。営業所」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。顧客業種」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるようにできます。
フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。営業所」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【グラフ】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メインメニュ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。変化の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。複数集計における変化の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。い
て誤解を生じないように申し述べます。増減りながらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。傾向や兆しを見落とを生じないように申し述べます。いろいろなＢＩ ツール観点や条件でから把握することができます。することが誰でも簡単にできるようにできます。

＝＞

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。複数集計における変化の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-8 変化の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。増減りながらが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。-100」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するを生じないように申し述べます。クリックで選択します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計を生じないように申し述べます。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。」を生じないように申し述べます。クリックすると大きく下落とし述べます。た営業所だ
けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフになＢＩ ツールります。

＝＞
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Ⅲ-３ データの表示フォルからカラム名を得るダの種類の構成階層
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。階層について誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。

い方つでも
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。整理・コンパクトなＢＩ ツール分類が誰でも簡単にできるようにし述べます。易さを追求したソフトです。いようにフォルダを共有するフリーソフトではありまは必要なＢＩ ツール時にいつでも簡単にできるように作成について次の順で説明します。できます。

どこでも
フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。階層的なＢＩに作成について次の順で説明します。することが誰でも簡単にできるようにでき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。階層にも簡単にできるように新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決に作成について次の順で説明します。できます。

一時の注意的なフォルダな場合のみ表示されます。フォルダの扱い方
PowerFolderでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。が誰でも簡単にできるように簡単にできるようになＢＩ ツールため、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで思いつきのフォルダを作ってみることができまいつきの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作って誤解を生じないように申し述べます。みることが誰でも簡単にできるようにできま
す。
期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために待どおりに整理・分類できなかった場合は、その場で削除できます。どおりに整理・コンパクトなＢＩ ツール分類できなＢＩ ツールかった場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。できます。

下位のフォルダを持つフォルダの削除の説明フォルダの扱い方をカラム、行（持つフォルダの削除つフォルダの扱い方の説明削除く場合
操作中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまに下位にフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。これを生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。すると下位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまも簡単にできるように削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。されます。
フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。を生じないように申し述べます。持しています。ちませんの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように実データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。されません。

列挙フォルダフォルダの扱い方の説明下位のフォルダを持つフォルダの削除の説明フォルダの扱い方
列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位にフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。する場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。されて誤解を生じないように申し述べます。いるフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように複数あって誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま
に新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決にフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。たり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。既存されません。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。コピーし述べます。たりすればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。されて誤解を生じないように申し述べます。いる全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまに
新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式たなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。

 

表「検索条件図」を選択するか、または、販売管理」の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、担当者」の説明下位フォルダ複数集計には担当
者の説明列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方があり替えます。

担当者の説明列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下位フォルダ複数集計に商品・サーと機能アイコンビスの説明列
挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかたって編集み込みます。

新たにフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成すること機能アイコンもで作成きますが、見出しフォルダ、条件フォルここで作成
は、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明「検索条件図」を選択するか、または、コピーと機能アイコン」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、貼り付けり替え付けけ」で作成おこなデータの整理・分類い方ま
す。 
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既存の表を元にするの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、商品・サーと機能アイコンビス」の説明下位フォルダ複数集計に商品・サーと機能アイコン
ビスで作成列挙フォルダの作成したフォルからカラム名を得るダの扱い方があり替えますの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォルこの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方
をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、コピーと機能アイコン」します。

この説明と機能アイコンき、見出しフォルダ、条件フォル列挙フォルダの作成されて編集い方る商品・サーと機能アイコンビスの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明
任意の行にマークを付けます。なデータの整理・分類１つをキー入力する選び、見出しフォルダ、条件フォルコピーと機能アイコンします。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、担当者」の説明下位フォルダ複数集計の説明担当者の説明列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する
列挙フォルダの作成します。

列挙フォルダの作成されたフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明１つにカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせフォルからカラム名を得る
ダの扱い方をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、貼り付けり替え付けけ」します。

「検索条件図」を選択するか、または、貼り付けり替え付けけ」をキー入力するした列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方は、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、雨宮晴夫」でした」で作成した
が、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらの説明画面の説明の説明ように列挙フォルダの作成されて編集い方るほかの説明担当者の説明
名をキー入力する前のフォルダに戻ります。の説明前のフォルダに戻ります。が「検索条件図」を選択するか、または、▷」と機能アイコンなデータの整理・分類り替え下位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明存の表を元にする在が分フォルダの作成かり替え
ます。

宮内信二の下位フォルダを表示してみると、この担当の説明下位フォルダ複数集計フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する表示して編集み込みると機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルこの説明担当
者が担当した商品名をキー入力するで作成列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方が現れます。

コピーと機能アイコンしたの説明は、見出しフォルダ、条件フォル選んだ任意の行にマークを付けます。の説明１フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 身ではで作成は
なデータの整理・分類く、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明属するものであれば、クリックでそのカラムを表示書式から省きます性を検査します。（この説明場合、見出しフォルダ、条件フォル商品名をキー入力するで作成列挙フォルダの作成する
こと機能アイコン）をキー入力するコピーと機能アイコンしたの説明で作成す。
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Ⅲ-４ データの表示フォルからカラム名を得るダの種類と機能アイコン表示書式のデータ設定
フォルダを共有するフリーソフトではありまと表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。について誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。

個別の表示書式の説明表の扱い方示の書式設定】書式
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま毎に「追加」ボタンをクリックします。に設定ができます。できます。
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。整理・コンパクトなＢＩ ツール分類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。目的なＢＩによりフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時に検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。必要が誰でも簡単にできるようになＢＩ ツールい項目（カラ
ム）であり、が誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびを生じないように申し述べます。変えたい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックホルダを共有するフリーソフトではありまで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。を生じないように申し述べます。個別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に持しています。たせます。

上位のフォルダを持つフォルダの削除の説明フォルダの扱い方の説明表の扱い方示の書式設定】書式をカラム、行（継承
フォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。自分の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。を生じないように申し述べます。持しています。たなＢＩ ツールいようにすることが誰でも簡単にできるようにできます。
その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。より上位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式が誰でも簡単にできるように設定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。あるフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それを生じないように申し述べます。継がれます。 承します。し述べます。ます。
階層が誰でも簡単にできるように深く組み立てられたフォルダでは、下位のフォルダで表示書式を個別に持たないと、上位のく組み立つことを祈 念しております。て誤解を生じないように申し述べます。られたフォルダを共有するフリーソフトではありまでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式を生じないように申し述べます。個別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に持しています。たなＢＩ ツールいと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でするだけで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。必要が誰でも簡単にできるようにありません。

各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックフォルダを共有するフリーソフトではありまで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でし述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリック」が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
個別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。を生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールう場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまに変更に様々な視点や条件でし述べます。た設定ができます。を生じないように申し述べます。反映させたい時は、させたい時は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いいえ」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

個別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。を生じないように申し述べます。持しています。って誤解を生じないように申し述べます。いるフォルダを共有するフリーソフトではありまは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま操作メニュー」を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。つぎの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようにメ
ニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２行する目「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」が誰でも簡単にできるように選択します。可能を備えておりコンパクトなＤＷＨになＢＩ ツールります。

160



Ⅲ-５ データの表示多彩なデータの整理・分類なデータの整理・分類デーと機能アイコンタの構成整理・分フォルダの作成類
条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまと列挙げます。ホルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件でなＢＩ ツール使い易さを追求したソフトです。い方を説明します。について誤解を生じないように申し述べます。説明し述べます。ます。
仲間をカラム、行（知るフォルダる項目の指定フォルダの扱い方
Ａと集計Ｂ：条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明例

この説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定をキー入力する見の設定て編集み込みます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありま」で検索条件で図には長さ（ミリ）」、さが誰でも簡単にできるように５０ｃｍ以上という条件でが誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。います。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありま」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」で列挙げます。する「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」が誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。います。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」には「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。時条件で」は設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。いませんの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。単にできるように純に追加するだけでなく、条件を指定して更に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」で列挙げます。し述べます。ます。
実際の書式を設定できます。に列挙げます。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。見ると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大物は２００７年１月２８日と同２月４日であることは２００７年１月２８日と同じ名前 ２月４日であること
が誰でも簡単にできるように分かり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２月４日は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いとう」が誰でも簡単にできるように釣り実績」が表示されています。れて誤解を生じないように申し述べます。います。
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Ｂ：列挙フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明例

この説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定も見の設定て編集み込みます。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位にも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った日」で列挙げます。する「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」が誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。います。
し述べます。かし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。こちらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」には、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。時条件で」が誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。きます。
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列挙げます。された 2007/02/04の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと下記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/02/04」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実績」が表示されています。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全て誤解を生じないように申し述べます。が誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。［表」を左ク検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する］にすると に一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、さ（ｃｍ）であり、が誰でも簡単にできるように５０と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いか大きい」は列挙げます。する際の書式を設定できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。し述べます。た後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。釣り実績」が表示されています。れた日その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に
は何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でも簡単にできるように条件では付けは後述いて誤解を生じないように申し述べます。いません。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。時条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。着目するカラムと列挙げます。するカラムを生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。設定ができます。するこ
とが誰でも簡単にできるようにできます。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列Ａ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。Ｂでデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。整理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。趣旨が異なります。が誰でも簡単にできるように異なります。なＢＩ ツールります。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列Ａでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大物は２００７年１月２８日と同２月４日であることが誰でも簡単にできるように釣り実績」が表示されています。れた日を生じないように申し述べます。列挙げます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。されたある日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日に釣り実績」が表示されています。
れた５０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大物は２００７年１月２８日と同２月４日であることが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
大物は２００７年１月２８日と同２月４日であることが誰でも簡単にできるようにいつ釣り実績」が表示されています。れて誤解を生じないように申し述べます。それは何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でであったか条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように分かります。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列Ｂでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５０ｃｍ以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大物は２００７年１月２８日と同２月４日であることが誰でも簡単にできるように釣り実績」が表示されています。れた日を生じないように申し述べます。列挙げます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。されたある日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日に釣り実績」が表示されています。
れた全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実績」が表示されています。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
大物は２００７年１月２８日と同２月４日であることが誰でも簡単にできるように釣り実績」が表示されています。れた日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全容が誰でも簡単にできるように分かります。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でに合は「キャンセル」をクリックします致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではし述べます。たその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。だけではなＢＩ ツールく関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。わるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。調べて誤解を生じないように申し述べます。みたい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する面はよくあります。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。臨床検査と日付変換、カラム「観測の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある条件で（複数試験項目に条件でを生じないように申し述べます。与えて）に引っかかった患者の全ての試験項えて誤解を生じないように申し述べます。）であり、に引き継がれます。 っかかった患者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。試験項
目について誤解を生じないように申し述べます。調べたい。
ある商品で検索しを生じないように申し述べます。購入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。た顧客の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるようにその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日（週、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。月、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。年）であり、に購入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。た他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索しを生じないように申し述べます。調べたい。

PowerFolderで用意された３種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせることにより、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落と彩で分かり易いデータの整理・で分かり易さを追求したソフトです。いデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。整理・コンパクトなＢＩ ツール
分類が誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅲ-５-(１) 複数フォルダを同時に開くフォルからカラム名を得るダの種類をキー入力する同時に作るに作る開くく
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 時に複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くことが誰でも簡単にできるようにできます。
２つ目以降の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。く場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま間で交換をする時は、で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。が誰でも簡単にできるように異なります。なＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。いる場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でに開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いたフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。にし述べます。た
が誰でも簡単にできるようにいます。

同じ名前 時に複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くということは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用するこえ方を説明します。では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＲ」
で結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。た検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するするということになＢＩ ツールります。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。った地域】」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位には、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】」を生じないように申し述べます。列挙げます。項目に設定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。あるフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されて誤解を生じないように申し述べます。います。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。東北」とフォルダ「北海道」の２つのフォルダを同時に開くと下のようになります。」とフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。北」とフォルダ「北海道」の２つのフォルダを同時に開くと下のようになります。海道」の２つのフォルダを同時に開くと下のようになります。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

検索条件で図で確認ウィンドウで「はい」をクリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＲ」条件でになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。 ツール
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Ⅲ-６ データの表示デーと機能アイコンタの構成ド表示ロップ
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすることで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でできます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類が誰でも簡単にできるようにひめますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。にじます」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類を生じないように申し述べます。にじますに変え
ることが誰でも簡単にできるようにできます。

① ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ひめます」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するから、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。にじますに変えるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。選択します。（複数可）であり、し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。
左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。少し述べます。カーソルを生じないように申し述べます。動します。かすとカーソルが誰でも簡単にできるように下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグが誰でも簡単にできるように始」ボタンをクリックします。まったことが誰でも簡単にできるように分かりま
す。

② ツールカーソルを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。にじます」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありままで移動します。し述べます。ます。
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③ ツール押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いたボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。離して確定します。す（ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップ）であり、と次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツールウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。央部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メッセージに“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さカラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。名称を表示する設定」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。にじます」にし述べます。ます。”と表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるように正しく認識さし述べます。く認ウィンドウで「はい」をクリック識ささ
れたことが誰でも簡単にできるようにわかります。

［表」を左ク対象に文字列を探す事ができます。］にすると を生じないように申し述べます。選択します。することにより、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理対象に文字列を探す事ができます。を生じないように申し述べます。選択します。できます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックすると処理が誰でも簡単にできるように始」ボタンをクリックします。まります。

④ ツール処理が誰でも簡単にできるように終わるとウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。閉じ、「適用」の時は閉じないじる」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

⑤ ツール２件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ひめますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１件でが誰でも簡単にできるようににじますになＢＩ ツールったの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１件でになＢＩ ツールったひめますが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ<カラム> が誰でも簡単にできるように ツール<値> と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い” ツールという検索条件でが誰でも簡単にできるように設定ができます。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまに検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるようにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップさ
れると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderは検索条件でに一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではするようなＢＩ ツール値を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。にセットなＢＩ ツールし述べます。ます。
こ ツールれは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイルを生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまに移動します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くとファイルが誰でも簡単にできるように見える、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。というの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に似てますがて誤解を生じないように申し述べます。ますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますはあくまでも簡単にできるように検索条件でに一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここでは ツールする値を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。にセットなＢＩ ツールするの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。であって誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実体
が誰でも簡単にできるようにその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまに移動します。するも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ではありません。そも簡単にできるようにそも簡単にできるようにデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまに移動します。する、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。という概念しております。自体 ツール
が誰でも簡単にできるように考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用するこえられません。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でによって誤解を生じないように申し述べます。はその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように見えなＢＩ ツールいことも簡単にできるようにありえ
ます。

検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップする時に〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように複製されて、複製されたされて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複製されて、複製されたされた
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように変更に様々な視点や条件でされます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。こいの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ふなＢＩ ツール」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると名称を表示する設定が誰でも簡単にできるように“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さふなＢＩ ツール”でそれ
以外は同じ名前 じ内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。できます。

① ツールこいの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。ます。

② ツールカーソルを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ふなＢＩ ツール」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありままで移動します。し述べます。たら〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。ます。
〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。すとカーソルが誰でも簡単にできるように以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールりますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。離して確定します。し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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③ ツール次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様なＢＩ ツールウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。央部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メッセージにレコードなどのメモリー間で交換をする時は、（データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。）であり、が誰でも簡単にできるように複写される旨が表示されます。される旨が異なります。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックすると処理が誰でも簡単にできるように始」ボタンをクリックします。まります。

④ ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ふなＢＩ ツール」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと長さ（ミリ）」、さが誰でも簡単にできるように４２ｃｍの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ふなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けられた表を生じないように申し述べます。検索し述べます。た結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た
結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述いたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。
関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けられた表を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。にドなどのメモリー間で交換をする時は、
ロップし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。に新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式たなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。作る例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列を生じないように申し述べます。示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。

① ツール表フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。魚の種類」から「魚の種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するから名称を表示する設定が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いとう」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

② ツール選択します。し述べます。た検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」－「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。川の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前」－「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。川」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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③ ツール以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」にレコードなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように作られ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いとう」と関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連
付けは後述けられ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。川」だったの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で（川情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。）であり、名称を表示する設定が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。長さ（ミリ）」、良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。川」となＢＩ ツールることが誰でも簡単にできるように分か
ります。

④ ツール実行する後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いとう」を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式たなＢＩ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるようにできて誤解を生じないように申し述べます。いることが誰でも簡単にできるように確認ウィンドウで「はい」をクリックできます。
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検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状い表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。コピーか移動します。になＢＩ ツールります。

① ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。いくつか選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。

② ツール関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連付けは後述けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。なＢＩ ツールい表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。釣り実績」が表示されています。り実績」が表示されています。２」にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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③ ツールメニューが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。コピー、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。移動します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。キャンセルから選択します。し述べます。ます。

④ ツール例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢコピーを生じないように申し述べます。選択します。すると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様なＢＩ ツールウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。実行するするの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。であればＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。ク
リックし述べます。ます。

コピーやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ移動します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。元にして表を作成できます。表と先表との蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対応は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名によって誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。すなＢＩ ツールわち元にして表を作成できます。表と先表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名を生じないように申し述べます。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。
し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 じ名前が誰でも簡単にできるようにあればＲＤＢその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム同じ名前 士を対応付けます。先表に対応する名前がないカラムの内容は失われまを生じないように申し述べます。対応付けは後述けます。先表に対応する名前が誰でも簡単にできるようになＢＩ ツールいカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容は失われますわれま
す。
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Ⅲ-７ データの表示フォルからカラム名を得るダの種類の構成デーと機能アイコンタ処理
検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でらかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理を生じないように申し述べます。記を入力します。述べます。できます。
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理には検索処理と集計処理とが誰でも簡単にできるようにあり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それぞれ検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに対し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに対し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。
と対応し述べます。ます。
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。記を入力します。述べます。方を説明します。法で行えます。に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅵ　式と組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【検索処理】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。と【集計処理】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。
(1) 処理を生じないように申し述べます。記を入力します。述べます。するフォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」
を生じないように申し述べます。選びます。

(2) 【検索処理】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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(3) 検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに対するデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理を生じないように申し述べます。記を入力します。述べます。し述べます。ます。
集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに対するも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は【集計時処理】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。行するいます。

処理名をキー入力する 識別の説明助けとなるような名前を付けます。けと機能アイコンなデータの整理・分類るようなデータの整理・分類名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する付けけます。

説明 処理内容の切り替えの説明説明をキー入力する書きます。
実行時に作るに表示されるウィン画面の構成ド表示ウの説明メッセーと機能アイコンジ欄にマクロ文字列がセットされます。に表示されます。

指示 デーと機能アイコンタの説明処理をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、Ⅲ－５　メイン画面の構成式のデータと機能アイコン組込み込み関数フォルダを同時に開く」の説明式のデータで作成記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。します。
　メイン画面の構成記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。述した検索処理を実行します。した式のデータは結果の検索の説明１行毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に実行されます。

実行場面の説明 デーと機能アイコンタの説明処理をキー入力する実行するタイミン画面の構成グをキー入力する選びます（複数フォルダを同時に開く可）。
　メイン画面の構成メニューと機能アイコン：メニューと機能アイコンからカラム名を得る選んだ時に作る
　メイン画面の構成ド表示ロップ：結果の検索をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方にド表示ロップした時に作る
　メイン画面の構成編集前のフォルダに戻ります。：デーと機能アイコンタをキー入力する編集し書き込む直し前のフォルダに戻ります。で作成、見出しフォルダ、条件フォルカラム名をキー入力する値を条件とする検索をキー入力する参照すると機能アイコン編集前のフォルダに戻ります。の説明もの説明が返る
　メイン画面の構成編集後：デーと機能アイコンタをキー入力する編集し書き込んだ直し後で作成、見出しフォルダ、条件フォルカラム名をキー入力する値を条件とする検索をキー入力する参照すると機能アイコン編集したもの説明が返る
　メイン画面の構成削除時に作る：デーと機能アイコンタをキー入力する削除する時に作る

処理対する操作象 処理の説明対する操作象をキー入力する全部、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフ、見出しフォルダ、条件フォル非選択とグラフの説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選びます。

実行時に作るの説明確認します。 実行時に作るに確認します。の説明ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する表示するか、見出しフォルダ、条件フォルしなデータの整理・分類い方かをキー入力する選びます。
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指示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力欄ににカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

式のデータの説明編集 式のデータの説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

組込関数フォルダを同時に開く 組込み込み関数フォルダを同時に開くの説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

条件フォルダの作成の説明編集 条件フォルダの作成の説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

元にするに戻るす 直し前のフォルダに戻ります。の説明削除をキー入力する取り替え消し、元に戻します。し、見出しフォルダ、条件フォル元にするに戻るします。

切り替えり替え取り替え 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字列をキー入力するクリップボーと機能アイコンド表示にコピーと機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル削除します。

コピーと機能アイコン 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字列をキー入力するクリップボーと機能アイコンド表示にコピーと機能アイコンします。

貼り付けり替え付けけ クリップボーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力するテキストカーと機能アイコンソルからカラム名を得るの説明位フォルダ複数集計置に挿入します。

削除 選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字列をキー入力する削除します。

すべて編集選択とグラフ 文字列をキー入力する全て編集選択とグラフします。
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式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。

下部のタブにて切り替えます。には表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム一覧が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
一覧の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名を生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ル・コンパクトなＢＩ ツールクリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム名」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックする
と上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集領域】の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。テキス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／トなＢＩ ツールカーソルが誰でも簡単にできるようにある位置などを設定します。にその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名が誰でも簡単にできるように挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。
中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。段の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さカラム名“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックするとダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクォーテーションで囲われます。って誤解を生じないように申し述べます。挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。

組込関数フォルダを同時に開く 組込み込み関数フォルダを同時に開くの説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

条件フォルダの作成の説明編集 条件フォルダの作成の説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

カラム名をキー入力する名をキー入力する
下部の説明カラム名をキー入力する一覧を表示することもでで作成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する上のフォルダを表しているのではあり部の説明編集領域です。の説明テキストカーと機能アイコンソルからカラム名を得るがある位フォルダ複数集計置に挿入
します。

"カラム名をキー入力する名をキー入力する"
下部の説明カラム名をキー入力する一覧を表示することもでで作成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する上のフォルダを表しているのではあり部の説明編集領域です。の説明テキストカーと機能アイコンソルからカラム名を得るがある位フォルダ複数集計置にダの扱い方ブで切り換えます。
ルからカラム名を得るクォーと機能アイコンテーと機能アイコンション画面の構成で作成囲って編集挿入します。

編集 編集用グリッドの説明メニューと機能アイコンが表示されます。

検索 編集領域です。の説明文字列をキー入力する検索するウィン画面の構成ド表示ウが表示されます。

置換えます。 編集領域です。の説明文字列をキー入力する置換えます。するウィン画面の構成ド表示ウが表示されます。

構文検査 編集領域です。の説明式のデータが構文的に正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。しい方かをキー入力する検査します。
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下部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。式】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。

左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。は他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧です。
一覧を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックすると右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。にその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。式を生じないように申し述べます。参考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用するこにする場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますに便利です。

式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集領域】にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ
ます。
それぞれの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨは指示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力欄にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューを生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。
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組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。

 

関数フォルダを同時に開く名をキー入力する 下部の説明関数フォルダを同時に開くの説明一覧を表示することもでからカラム名を得る選ば続いて表示します。れた関数フォルダを同時に開くが表示されます。
別名をキー入力するがある場合は、見出しフォルダ、条件フォル右端に行番号が表示されます。の説明▼の説明クリックで作成選択とグラフで作成きます。
式のデータの説明編集からカラム名を得る関数フォルダを同時に開く名をキー入力するにテキストカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する置い方た状態に戻します。で作成メニューと機能アイコンからカラム名を得る本ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くい方た場合、見出しフォルダ、条件フォルその説明
関数フォルダを同時に開くが表示されます。

引数フォルダを同時に開く

（可変）

関数フォルダを同時に開くの説明引数フォルダを同時に開くをキー入力する入力するします。
引数フォルダを同時に開くの説明見の設定出しと機能アイコン個数フォルダを同時に開くは選択とグラフされた関数フォルダを同時に開くに応を指定している場合、じて編集変わり替えます。

検索 関数フォルダを同時に開くの説明一覧を表示することもでをキー入力する指定した文字列で作成検索します。
文字が入力するされる度クリックすると昇順、降順が逆になります。に関数フォルダを同時に開くの説明一覧を表示することもでをキー入力する検索します。

文字列をキー入力する変えなデータの整理・分類い方で作成次の中からグラフの種類を選択します。に一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。するもの説明をキー入力する検索するには<Enter>キーと機能アイコンをキー入力する打つか、左の「検索」ボタンをクつか、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらの説明「検索条件図」を選択するか、または、検索」ボタン画面の構成をキー入力するク

リックします。

関数フォルダを同時に開く 関数フォルダを同時に開くの説明一覧を表示することもでが表示されます。
マウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成の説明クリックで作成右側のカラムが先になります。に説明が表示されます。
マウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成の説明ダの扱い方ブで切り換えます。ルからカラム名を得る・クリックで作成関数フォルダを同時に開くが選ば続いて表示します。れ、見出しフォルダ、条件フォル上のフォルダを表しているのではあり部の説明関数フォルダを同時に開く名をキー入力すると機能アイコン引数フォルダを同時に開くにセットされます。

組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。引き継がれます。 数領域】にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューが誰でも簡単にできるように
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
それぞれの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨは指示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力欄にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューを生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。
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組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索（）であり、やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ検索件で数（）であり、では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。引き継がれます。 数に条件でを生じないように申し述べます。文字列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。渡します。し述べます。ます。
条件で編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。はその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。編集するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に使い易さを追求したソフトです。います。
以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では販売商品で検索しの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索しＩＤを生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。に商品で検索し・コンパクトなＢＩ ツールサービス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／表を生じないように申し述べます。検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。区分が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。自社製されて、複製された品で検索し」か「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。在庫商品で検索し」か
を生じないように申し述べます。検索件で数で調べて誤解を生じないように申し述べます。います。

(1)指示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する欄にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索件で数」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ところに文字カーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。組込まれ、表示されます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。
数」を生じないように申し述べます。選びます。

(2)条件で欄にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。macstr」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ところに文字カーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。組込まれ、表示されます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数」を生じないように申し述べます。選びま
す。
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(3)引き継がれます。 数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１番目が誰でも簡単にできるように条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列です。
　関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数 ツールmacstr( ) は文字列中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。で検索し述べます。たレコードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。たり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数 ツールcondstr( ) を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。ったりするために
呼びます。び出し述べます。ます。
　文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。部のタブにて切り替えます。分に文字カーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」を生じないように申し述べます。選び
ます。

(4)条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。
フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件で図と同じ名前 じように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。選んでマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから編集やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ
AND条件で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。OR条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。が誰でも簡単にできるようにが誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅲ-８ データの表示式のデータまと機能アイコンめて編集編集
前章の内部結合の説明で表「釣り実績」の「種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理」以外にも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索時拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計時拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。CSV取込まれ、表示されます。時処理、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。に
て誤解を生じないように申し述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ために式を生じないように申し述べます。記を入力します。述べます。できます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。式まとめて誤解を生じないように申し述べます。編集」を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。いろいろなＢＩ ツール部のタブにて切り替えます。分に設定ができます。された式を生じないように申し述べます。表単にできるように位でまとめて誤解を生じないように申し述べます。編集することが誰でも簡単にできるようにできます。

(1) 表フォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。式まとめて誤解を生じないように申し述べます。編集」を生じないように申し述べます。
選びます。

(2) 「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。式まとめて誤解を生じないように申し述べます。編集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
　左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。には、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように階層的なＢＩに展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。された状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索時処理、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。項目、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるようにあればＲＤＢ同じ名前 じ
階層に先頭のに が誰でも簡単にできるようについて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。編集するも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで選択します。すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。式が誰でも簡単にできるように右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。に
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ編集可能を備えておりコンパクトなＤＷＨとなＢＩ ツールります。

閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじるウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。
更新編集した式のデータをキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定と機能アイコンして編集更新します。

全て編集更新式のデータまと機能アイコンめて編集編集で作成行ったすべて編集の説明変更をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明設定と機能アイコンして編集更新します。
変更放棄します。変更をキー入力する放棄します。し、見出しフォルダ、条件フォル元にするに戻るします。

検索式のデータの説明内容の切り替えをキー入力する対する操作象にして編集文字列検索します。
検索は編集中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明式のデータだけで作成なデータの整理・分類く左ボタンを押しながら側のカラムが先になります。に載っている全部の式を横断して行います。って編集い方る全部の説明式のデータをキー入力する横断します。して編集行い方ます。

次の中からグラフの種類を選択します。をキー入力する検索次の中からグラフの種類を選択します。の説明検索をキー入力するします。
置換えます。文字列をキー入力する検索し置換えます。します。

式のデータの説明編集式のデータの説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます（前のフォルダに戻ります。述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、７ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明デーと機能アイコンタ処理」をキー入力する参照）。
組込関数フォルダを同時に開く組込関数フォルダを同時に開くの説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます（前のフォルダに戻ります。述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、７ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明デーと機能アイコンタ処理」をキー入力する参照）。
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条件フォルダの作成編集条件フォルダの作成の説明編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます（前のフォルダに戻ります。述した検索処理を実行します。の説明「検索条件図」を選択するか、または、７ フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明デーと機能アイコンタ処理」をキー入力する参照）。

の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。<？>はいくつかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類が誰でも簡単にできるようにあり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理を生じないように申し述べます。表し述べます。ます。
<処>　：　検索時処理
<集>　：　集計時処理
<ボ>　：　カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ン
<拡>　：　表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム
<取り除く場合>　：　CSV取込まれ、表示されます。時処理

編集し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。未更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。式は左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧で太字で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。 ツール
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Ⅲ‐９ データの表示検索・集計表示からカラム名を得るの構成フォルからカラム名を得るダの種類操作りかた
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。参考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用するこにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。が誰でも簡単にできるようにできます。
作成について次の順で説明します。できるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまと列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまです。

次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】名」が誰でも簡単にできるように東北」とフォルダ「北海道」の２つのフォルダを同時に開くと下のようになります。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニュー
を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】名」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。検索条件でにする」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。
集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するでも簡単にできるようにメニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム○○の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」に同じ名前 じ選択します。項目が誰でも簡単にできるようにあります。

検索カラムに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】名」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。東北」とフォルダ「北海道」の２つのフォルダを同時に開くと下のようになります。」が誰でも簡単にできるようにセットなＢＩ ツールされた状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で検索条件でウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。下部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまに条件でを生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決に作成について次の順で説明します。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どちらかを生じないように申し述べます。選ぶことで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。今の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
フォルダを共有するフリーソフトではありまに条件でを生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。することも簡単にできるように新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決に作成について次の順で説明します。することも簡単にできるようにできます。ここでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決に作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。
選びます。
内容を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。ければＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いて誤解を生じないように申し述べます。いたフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下層に検索条件でが誰でも簡単にできるように分かるフォルダを共有するフリーソフトではありま名で条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。
作成について次の順で説明します。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。選ぶと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。今の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下にメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォ
ルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容は関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。係ありません。ありません。
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Ⅲ‐１０ データの表示フォルからカラム名を得るダの種類情報の保存と読み直しの構成保存の表を元にすると機能アイコン読み込みみ込み直しし
PowerFolderは起動します。時にフォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。ファイルから読みメモリ上に配置などを設定します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。動します。作中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。はメモリ上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報を生じないように申し述べます。参
照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。ます。そし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまに加の一途を辿っております。えた変更に様々な視点や条件ではメモリ上に記を入力します。録されます。従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でを生じないように申し述べます。永続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 的なＢＩにするにはフォル
ダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。明示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する的なＢＩにファイルに保存されません。する必要が誰でも簡単にできるようにあります。

フォルダを共有するフリーソフトではありま情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。は上部のタブにて切り替えます。メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。行するいます。
メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。」は変更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるように無い状い時は無い状効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内です。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。」を生じないように申し述べます。選択します。すると保存されません。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリックするための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。選択します。すると保存されません。先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述が誰でも簡単にできるように読み込まれ、表示されます。んだ時と同じ名前 じであればＲＤＢ現在の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。が誰でも簡単にできるようにファ
イルに保存されません。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いいえ」を生じないように申し述べます。選択します。すると保存されません。されません。

フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。を生じないように申し述べます。保存されません。するファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述が誰でも簡単にできるように読み込まれ、表示されます。んだ時と違いは、「って誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。選択します。すると現在の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。とファイルにある構成について次の順で説明します。を生じないように申し述べます。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。名前が誰でも簡単にできるように変更に様々な視点や条件でされたフォルダを共有するフリーソフトではありまと追
加の一途を辿っております。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。ファイルにある構成について次の順で説明します。情報に反映させたい時は、させて誤解を生じないように申し述べます。保存されません。し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いいえ」を生じないように申し述べます。選択します。すると現在の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。を生じないように申し述べます。ファイルに上書きし述べます。ます。

変更に様々な視点や条件で分だけを生じないように申し述べます。保存されません。する場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびはファイルにある方を説明します。が誰でも簡単にできるように優先されます。また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありま
でも簡単にできるようにファイルに残っていれば復活します。って誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ復するために活します。し述べます。ます。
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その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるようにし述べます。なＢＩ ツールくて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。情報を生じないように申し述べます。ファイルから読み直し述べます。を生じないように申し述べます。選択します。する次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」でファイルから読み直し述べます。ます。

フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報を生じないように申し述べます。保存されません。せず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。ファイルから読み直す時は上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
読み直し述べます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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■　Ⅳ　集計表の扱い方示の書式設定】の説明仕方
PowerFolder の説明集計表示の説明仕方につい方て編集つぎの説明順に説明します。

１ 集計対する操作象 集計の説明対する操作象につい方て編集説明します。

２ 集計カラム名をキー入力するの説明操作りかた 集計カラム名をキー入力するの説明追加、見出しフォルダ、条件フォル編集、見出しフォルダ、条件フォル削除、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。の説明操作りかたについ方て編集説明します。

３ 複数フォルダを同時に開く集計 複数フォルダを同時に開くの説明集計をキー入力する並び べて編集み込みる方法の列表示につい方て編集説明します。 

４ クロス集計 クロス集計の説明方法の列表示につい方て編集説明します。

５ 集計カラム名をキー入力すると機能アイコン方法の列表示の説明列表示 カラム名をキー入力する名をキー入力すると機能アイコン集計方法の列表示をキー入力する列で作成表示する方法の列表示につい方て編集説明します。

６ 集計行の説明選別 集計行をキー入力する選別する方法の列表示につい方て編集説明します。

７ 集計の説明マーと機能アイコンク 集計をキー入力する視点の選択とグラフの説明内容の切り替えで作成マーと機能アイコンクする方法の列表示につい方て編集説明します。

８ 変化の集計の説明集計 複数フォルダを同時に開く集計における変化の集計の説明集計につい方て編集説明します。

９ 集計値を条件とする検索をキー入力する条件フォルダの作成と機能アイコンする検索 集計値を条件とする検索をキー入力する条件フォルダの作成と機能アイコンする検索につい方て編集説明します。

１０ 伸縮表示 伸縮表示につい方て編集説明します。

１１ 比率表示 比率表示につい方て編集説明します。

１２ 色分フォルダの作成け表示 値を条件とする検索の説明大小で作成結果の検索をキー入力する色分フォルダの作成けして編集表示する方法の列表示につい方て編集説明します。

１３ グラフ表示 グラフ表示につい方て編集説明します。

１４ カーと機能アイコンド表示表示 集計カーと機能アイコンド表示と機能アイコングラフカーと機能アイコンド表示につい方て編集説明します。

１５ 集計結果の検索の説明独立とボード表示と機能アイコンボーと機能アイコンド表示表示 結果の検索表示の説明タブで切り換えます。をキー入力する独立とボード表示ウィン画面の構成ド表示ウにする方法の列表示と機能アイコンボーと機能アイコンド表示表示につい方て編集説明しま
す。

１６ 集計結果の検索の説明保存の表を元にする 集計結果の検索をキー入力する別表に保存の表を元にするする方法の列表示につい方て編集説明します。
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Ⅳ-１ データの表示集計対する操作象
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。抽出されたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。集計できます。
操作は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索・コンパクトなＢＩ ツール集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下部のタブにて切り替えます。にある【集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目を生じないように申し述べます。持しています。った表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上」を生じないように申し述べます。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列に集計し述べます。ます。

データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。整理・コンパクトなＢＩ ツール分類するために次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように主要なＢＩ ツールカラムで列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。まし述べます。た。

集計対象に文字列を探す事ができます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。すべて誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。です。
下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように一部のタブにて切り替えます。し述べます。か画面に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するできて誤解を生じないように申し述べます。いなＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますでも簡単にできるように検索し述べます。た結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する全て誤解を生じないように申し述べます。が誰でも簡単にできるように集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。になＢＩ ツールります。

188



カラムを生じないように申し述べます。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをべる順で説明します。番により、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でを生じないように申し述べます。変えた集計が誰でも簡単にできるようにできます。
以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項と商品で検索し名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび順で説明します。により、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。→商品で検索し別する項目であることから項目名とも呼ばれます。と商品で検索し別する項目であることから項目名とも呼ばれます。→担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計を生じないように申し述べます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに視点や条件で毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。小さなＢＩ計行するを生じないように申し述べます。加の一途を辿っております。えたも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。です。
カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ対象に文字列を探す事ができます。は集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると同じ名前 じです。
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Ⅳ-２ データの表示集計カラム名をキー入力するの構成操作りかた
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。予め設定ができます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ある集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。し述べます。ます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件でやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ追加の一途を辿っております。が誰でも簡単にできるように簡単にできるようににできます。

集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム設定ができます。は集計操作メニューでおこなＢＩ ツールいます。

集計操作りかたメニューと機能アイコン

カラム名をキー入力する挿入 新たに集計の説明カラム名をキー入力するの説明挿入をキー入力するします。

集計追加 既に集計表示されて編集い方る視点の選択とグラフについ方て編集集計の説明方法の列表示をキー入力する追加します。

カラム名をキー入力する編集 既に集計表示されて編集い方るカラム名をキー入力するについ方て編集集計の説明設定をキー入力する編集します。

カラム名をキー入力するの説明表示／非表示 集計表の説明カラム名をキー入力するの説明表示、見出しフォルダ、条件フォル非表示をキー入力する設定します。

カラム名をキー入力する削除 集計表からカラム名を得る指定されたカラム名をキー入力するをキー入力する取り替え除きます。

カラム名をキー入力するコピーと機能アイコン 指定されたカラム名をキー入力するの説明設定をキー入力する貼り付け付けけ用グリッド領域です。にコピーと機能アイコンします。

カラム名をキー入力する貼り付け付けけ 貼り付け付けけ用グリッド領域です。の説明内容の切り替えをキー入力する貼り付けり替えつけます。
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Ⅳ-２-(１) カラム名をキー入力するの構成挿入
【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」に切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。わります。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために画面は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。または、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされません。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますする項目（カラム）であり、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。なＢＩ ツールど集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ための蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。おこなＢＩ ツールいます。
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【全般】タブで切り換えます。

 対する操作象カラム名をキー入力する
追加するカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。

▼をキー入力するクリックすると機能アイコン対する操作象カラム名をキー入力するの説明一覧を表示することもでが表

示されます。

 見の設定出し名をキー入力する
集計表示する時に作る、見出しフォルダ、条件フォル表の説明１行目の文字で表示されます。に表示する
見の設定出しをキー入力する指定します。
ディフォルからカラム名を得るトは、見出しフォルダ、条件フォル対する操作象カラム名をキー入力するの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。で作成す。

 種類
追加するカラム名をキー入力するの説明種類をキー入力する選択とグラフします。

 日付け変換えます。
種類が「検索条件図」を選択するか、または、視点の選択とグラフ」で作成内容の切り替えが日付けの説明カラム名をキー入力するの説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル
日付けをキー入力する年や集計結果の表示の切り替えについて説明します。年度クリックすると昇順、降順が逆になります。に変換えます。したい方場合に指定
します。

 集計方法の列表示
種類が「検索条件図」を選択するか、または、集計」の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォルその説明方法の列表示をキー入力する指定しま
す。
集計方法の列表示の説明「検索条件図」を選択するか、または、列挙フォルダの作成数フォルダを同時に開く」は、見出しフォルダ、条件フォル対する操作象カラム名をキー入力するの説明内
容の切り替えをキー入力する重ね 複無しに数フォルダを同時に開くえた時に作るの説明個数フォルダを同時に開く。

 位フォルダ複数集計置揃ええ
集計表の説明枠内の説明ど表示に関する説明をします。こに表示するかをキー入力する指定
します。

 小数フォルダを同時に開く点の選択とグラフ以下桁
小数フォルダを同時に開く点の選択とグラフ以下の説明桁数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。
数フォルダを同時に開く値を条件とする検索が負の時は１０のｎ乗分の一（ｎは数の説明時に作るは１０の説明ｎ乗分の一（ｎは数乗分フォルダの作成の説明一（ｎ乗分の一（ｎは数は数フォルダを同時に開く
値を条件とする検索の説明絶対する操作値を条件とする検索）になデータの整理・分類り替えます。
「検索条件図」を選択するか、または、指定をキー入力する有効にする」をキー入力するチェックすると機能アイコン有効
になデータの整理・分類り替えます。

 ソーと機能アイコント
ソーと機能アイコントの説明順序と機能アイコン向と対策のためのフォルダ群の作成き（昇順／降順）をキー入力する指定し
ます。
ソーと機能アイコント無しの説明時に作るは”処理無し” と表示され、定義してあ０”処理無し” と表示され、定義してあをキー入力する指定します。
ソーと機能アイコントの説明種類は、見出しフォルダ、条件フォル例えば続いて表示します。曜日の説明ように、見出しフォルダ、条件フォル内
容の切り替えをキー入力する単純な文字列や数値でなく、特別な意味をもつものとして解釈する場合なデータの整理・分類文字列や集計結果の表示の切り替えについて説明します。数フォルダを同時に開く値を条件とする検索で作成なデータの整理・分類く、見出しフォルダ、条件フォル特に指定しません。別なデータの整理・分類
意の行にマークを付けます。味をもつものとして解釈する場合をキー入力するもつもの説明と機能アイコンして編集解釈する場合する場合に指定
します。

 カン画面の構成マ表示 数フォルダを同時に開く値を条件とする検索をキー入力する表示する時に作る、見出しフォルダ、条件フォル３桁毎にカンマを挿入するか否かを指定します。にカン画面の構成マをキー入力する表示するかをキー入力する指定します。

 視点の選択とグラフの説明内容の切り替え合せ ２番め以降の説明視点の選択とグラフカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えをキー入力する先行する視点の選択とグラフの説明内容の切り替えに依らず同じにします。 らカラム名を得るず同じにします。 

 縦書き見の設定出し 「検索条件図」を選択するか、または、自動」にすると機能アイコンカラム名をキー入力するの説明表示幅が狭い時、見出しを縦書きにします。い方時に作る、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出しをキー入力する縦書きにします。

 拡張の説明合計行 拡張カラム名をキー入力するで作成伸縮表示の説明時に作るに合計行をキー入力するど表示に関する説明をします。うするかをキー入力する指定します。

 式のデータ 種類が視点の選択とグラフか拡張の説明時に作るの説明式のデータをキー入力する指定します。
視点の選択とグラフの説明時に作るの説明式のデータは検索デーと機能アイコンタをキー入力する集計する直し前のフォルダに戻ります。に評価され、拡張の時の式は集計され、見出しフォルダ、条件フォル拡張の説明時に作るの説明式のデータは集計
が終わった後に評価され、拡張の時の式は集計されます。
視点の選択とグラフの説明時に作るに式のデータが指定して編集あると機能アイコンカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えで作成なデータの整理・分類く式のデータの説明結果の検索の説明文字列で作成集計さ
れます。例えば続いて表示します。検索デーと機能アイコンタに時に作る刻の説明カラム名をキー入力するがあって編集式のデータによって編集"午前のフォルダに戻ります。"、見出しフォルダ、条件フォル"午後"に
変換えます。すれば続いて表示します。それで作成集計すること機能アイコンがで作成きます。
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【クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／・コンパクトなＢＩ ツール複数集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。

 複数フォルダを同時に開く集計時に作る 複数フォルダを同時に開く集計時に作るの説明付け加情報の保存と読み直しについ方て編集設定します。

差分フォルダの作成 差分フォルダの作成をキー入力する表示するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。 

比率 比率をキー入力する表示するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。 

増減マーと機能アイコンク 増減マーと機能アイコンクをキー入力する表示するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。 

小計 小計カラム名をキー入力するをキー入力する付け加するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

 ％表示 比率表示をキー入力するパーと機能アイコンセン画面の構成ト（％）で作成するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

 増加印 増減マーと機能アイコンクの説明増加印をキー入力する指定します。

 減少印 増減マーと機能アイコンクの説明減少印をキー入力する指定します。

 比較対する操作象 比較の説明対する操作象と機能アイコンなデータの整理・分類るカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。

 表示カラム名をキー入力する 付け加情報の保存と読み直しをキー入力する表示するカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。
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以下に設定ができます。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列を生じないように申し述べます。挙げます。げます。

集計視点の選択とグラフ「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり日」の説明設定 集計視点の選択とグラフ「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり日」が表示されます。

集計視点の選択とグラフ「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり日」（年月変換えます。）の説明設定 集計視点の選択とグラフ「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり日」が年月で作成表示されます。
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集計視点の選択とグラフ「検索条件図」を選択するか、または、担当者」の説明設定 集計視点の選択とグラフ「検索条件図」を選択するか、または、担当者」が表示されます。

カラム挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。選択します。するメニューはマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するする際の書式を設定できます。にカーソルが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」列内で操作し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前に新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式し述べます。い列が誰でも簡単にできるように挿
入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。空列で操作し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、ろに挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。

集計列「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり金額」の説明合計の説明設定 売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計が表示されます。
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拡張カラム名をキー入力するで作成平均金額をキー入力する計算 売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明平均金額が表示されます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。視点や条件で」カラムと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」カラムと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。」カラムを生じないように申し述べます。自在に挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますすることが誰でも簡単にできるようにできます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作を生じないように申し述べます。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するし述べます。下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計が誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅳ-２-(２) 集計追加
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うと既存されません。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムに新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式たなＢＩ ツール集計を生じないように申し述べます。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダかなＢＩ ツール設定ができます。を生じないように申し述べます。せず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に追加の一途を辿っております。できま
す。
集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。し述べます。たいカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計追加の一途を辿っております。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。から選びます。

件フォルダの作成数フォルダを同時に開く 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明件フォルダの作成数フォルダを同時に開く

最小 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明最小値を条件とする検索

最大 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明最大値を条件とする検索 

範囲 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索の説明範囲（最小～最大）

合計 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明合計値を条件とする検索（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）

平均 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明平均値を条件とする検索（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象） 

分フォルダの作成散 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明分フォルダの作成散（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）

標準として、水平方向の位置揃えの方法を以偏差 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明標準として、水平方向の位置揃えの方法を以偏差（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）

順位フォルダ複数集計 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明順位フォルダ複数集計（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）
組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、集計順位フォルダ複数集計」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出す拡張カラム名をキー入力するになデータの整理・分類る

累計 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明累計（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）
組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、集計累計」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出す拡張カラム名をキー入力するになデータの整理・分類る

累計比 上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。累計の説明総合計に対する操作する比率
組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、集計累計比」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出す拡張カラム名をキー入力するになデータの整理・分類る

構成比 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明総合計に対する操作する比率（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）
組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、集計構成比」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出す拡張カラム名をキー入力するになデータの整理・分類る

増減比率 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明増減比率（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）
組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、増減比率」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出す拡張カラム名をキー入力するになデータの整理・分類る
「検索条件図」を選択するか、または、増減比率」につい方て編集は Ⅳ-７ 変化の集計の説明集計 参照

増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く 視点の選択とグラフに集計されたレコーと機能アイコンド表示の説明指定したカラム名をキー入力するの説明増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く（数フォルダを同時に開く値を条件とする検索カラム名をキー入力するが対する操作象）
組込み込み関数フォルダを同時に開く「検索条件図」を選択するか、または、増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く」をキー入力する呼んだ時だけ効果を発揮します。び出す拡張カラム名をキー入力するになデータの整理・分類る
「検索条件図」を選択するか、または、増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く」につい方て編集は Ⅳ-７ 変化の集計の説明集計 参照
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以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し名別する項目であることから項目名とも呼ばれます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計が誰でも簡単にできるように集計されて誤解を生じないように申し述べます。いるところへ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し名別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数を生じないように申し述べます。
追加の一途を辿っております。するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カーソルを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。内に合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計追加の一途を辿っております。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

商品で検索し名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。に件で数が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計追加の一途を辿っております。」で追加の一途を辿っております。されるカラムは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」で作成について次の順で説明します。することも簡単にできるようにできます。
その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最小さなＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最大、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。平均、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。分散、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。標準偏差は種類を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。集計方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。適切
に選びます。
順で説明します。位、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。累計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。累計比、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。構成について次の順で説明します。比、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。増減りながら比率、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。増減りながら回の起動に引き継がれます。 数は種類を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。」にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。式に適切なＢＩ ツール記を入力します。述べます。を生じないように申し述べます。し述べます。ます。
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Ⅳ-２-(３) カラム名をキー入力する編集
既に集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いるカラムについて誤解を生じないように申し述べます。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。編集し述べます。ます。

上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し分類別する項目であることから項目名とも呼ばれます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し名別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数と売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計が誰でも簡単にできるように集計されて誤解を生じないように申し述べます。います。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」に変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。

① ツールカーソルを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。内に合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。から
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一番上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。行するにカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツールカラム関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作を生じないように申し述べます。まとめたも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。になＢＩ ツールり「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム編集」は先頭のに表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

② ツール集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 カラム名をキー入力する一覧を表示することもで 集計表示の説明カラム名をキー入力するが一覧を表示することもでで作成表示されます。
先頭のファイの説明 □に「レ」 に「検索条件図」を選択するか、または、レ」で作成チェックをキー入力する入れると機能アイコン表示、見出しフォルダ、条件フォル無しで作成非表示になデータの整理・分類り替えます。
カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらしなデータの整理・分類がらカラム名を得るド表示ラッグして編集任意の行にマークを付けます。の説明場所にド表示ロップして編集順番をキー入力する変えること機能アイコンがで作成きま
す。
右ボタン画面の構成の説明クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、カラム名をキー入力するの説明削除」をキー入力する選択とグラフし削除すること機能アイコンがで作成きます。 

 カラム名をキー入力する追加 ボタン画面の構成の説明クリックで作成集計カラム名をキー入力するが追加で作成きます。

 一覧を表示することもで編集 ボタン画面の構成をキー入力するクリックで作成書式のデータをキー入力する一覧を表示することもで表で作成編集で作成きるウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。

上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。以外は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅳ-2-(1) カラム名をキー入力するの説明挿入」の説明説明と機能アイコン同じで作成す。
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③ ツール▼を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。対象に文字列を探す事ができます。項目」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上げ．見積先」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２列目が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」へ変わり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。し述べます。たが誰でも簡単にできるようにって誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数欄にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値も簡単にできるように変わりまし述べます。た。
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Ⅳ-２-(４) カラム名をキー入力するの構成表示／非表示
集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。なＢＩ ツールくて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにすることが誰でも簡単にできるようにできます。

下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」を生じないように申し述べます。非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにするには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列内でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。メニュー
を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム○○の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムを生じないように申し述べます。隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とす」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」カラムが誰でも簡単にできるように非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数と売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計を生じないように申し述べます。集計し述べます。た表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するなＢＩ ツールります。

非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにし述べます。たカラムを生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。に戻ってそこに今設定したカラムのフォルダ「釣り実績」が表示されています。すには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する内でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム編
集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-2-(3) カラム編集」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム一覧の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。チェックボックス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／
を生じないように申し述べます。チェックし述べます。ます。 ツール
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Ⅳ-２-(５) カラム名をキー入力する削除
集計表から指定ができます。されたカラムを生じないように申し述べます。取り除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。きます。

下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」を生じないように申し述べます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。し述べます。ます。

カーソルを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。内に合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム削
除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。 ツール
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。確認ウィンドウで「はい」をクリック」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」が誰でも簡単にできるように削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し分類別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数と売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計になＢＩ ツールります。
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Ⅳ-２-(６) カラム名をキー入力するの構成コピーと機能アイコン／貼り付け付けけ
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いる集計カラムを生じないように申し述べます。コピーし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。位置などを設定します。に貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けることが誰でも簡単にできるようにできます。

下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」を生じないように申し述べます。コピーし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。直後に、に貼り付けができますので、複数のカラムの属性をりつけて誤解を生じないように申し述べます。みます。

① カーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計」列の説明範囲内に合わせ、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明右ボタン画面の構成をキー入力する押しながらし「検索条件図」を選択するか、または、集計操作りかたメニューと機能アイコン」の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、カラ
ム名をキー入力する○○の説明操作りかた」→「検索条件図」を選択するか、または、カラム名をキー入力するコピーと機能アイコン」をキー入力する選択とグラフします。
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② カラム名をキー入力するの説明貼り付け付けけは、見出しフォルダ、条件フォルカーと機能アイコンソルからカラム名を得るの説明置かれたカラム名をキー入力するの説明所に挿入されます。「検索条件図」を選択するか、または、担当者」の説明後ろに挿入するには、見出しフォルダ、条件フォルカーと機能アイコンソルからカラム名を得る
をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、見の設定積先」列の説明範囲内に合わせ、見出しフォルダ、条件フォルマウスの説明右ボタン画面の構成をキー入力する押しながらし「検索条件図」を選択するか、または、集計操作りかたメニューと機能アイコン」の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、カラム名をキー入力する○○の説明操作りかた」→
「検索条件図」を選択するか、または、カラム名をキー入力する貼り付け付けけ」をキー入力する選択とグラフします。

③ 
「検索条件図」を選択するか、または、担当者」の説明直し後に「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計」が挿入され、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、担当者」毎にカンマを挿入するか否かを指定します。の説明売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計が集計されるようになデータの整理・分類り替えまし
た。

207



Ⅳ-２-(７) カラム名をキー入力するの構成移動
集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先頭の行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。移動します。先へドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。移動します。できます。

① ツール例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」を生じないように申し述べます。移動します。するには見出し述べます。部のタブにて切り替えます。分にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。
始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。

 ② カーソルを生じないように申し述べます。動します。かし述べます。移動します。可能を備えておりコンパクトなＤＷＨなＢＩ ツール列にくると色とフォントを設定することができます。付けは後述きの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。枠が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そこにドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列に
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」が誰でも簡単にできるように移動します。し述べます。ます。
〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いたカラムはコピーされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。位置などを設定します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム
はその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ままでドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た所へカラムが誰でも簡単にできるように出現し述べます。ます。
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③ ツール集計カラムが誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えられて誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積先」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。番になＢＩ ツールります。

伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにおいて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。 ツール
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Ⅳ-２-(８) ソーと機能アイコント
集計では視点や条件でカラムが誰でも簡単にできるように左クから順で説明します。にソートなＢＩ ツールされます。
集計カラム編集に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ソートなＢＩ ツール順で説明します。・コンパクトなＢＩ ツール向や兆しを見落とき」が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありまりますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。向や兆しを見落ときは変えれますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツール順で説明します。
は変えれません。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でカラムが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」と連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。特に指定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。無い状い場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツールは左ク
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムから昇順で説明します。になＢＩ ツールります。

カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」を生じないように申し述べます。編集し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ソートなＢＩ ツール順で説明します。を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。向や兆しを見落ときを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。降順で説明します。」とし述べます。ます。

カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツール順で説明します。を生じないように申し述べます。”１”にし述べます。たの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。方を説明します。が誰でも簡単にできるように先にソートなＢＩ ツールされます。従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」
はバラバラになＢＩ ツールります。ソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。向や兆しを見落ときは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。降順で説明します。」になＢＩ ツールります ツール。
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検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると同じ名前 様に列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上端にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。を生じないように申し述べます。クリックするとソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。向や兆しを見落ときの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。反転、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。またはソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。になＢＩ ツールります。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢカラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」を生じないように申し述べます。クリックするとソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。向や兆しを見落ときが誰でも簡単にできるように反対になＢＩ ツールります。

集計カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」を生じないように申し述べます。クリックするとソートなＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。となＢＩ ツールります。追加の一途を辿っております。された集計カラムは１番目
に挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それまでまとまって誤解を生じないように申し述べます。いた集計カラムはバラバラになＢＩ ツールる事が誰でも簡単にできるようにあります。
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集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ソートなＢＩ ツールを生じないように申し述べます。外すには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ソートなＢＩ ツールリセットなＢＩ ツール」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ソートなＢＩ ツールリセットなＢＩ ツール」でも簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅳ-２-(９) 小計行の構成有無
集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するでは視点や条件でカラム毎に「追加」ボタンをクリックします。に小さなＢＩ計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。有するフリーソフトではありまり無い状し述べます。を生じないように申し述べます。指定ができます。できます。
小さなＢＩ計行する有するフリーソフトではありまりの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でカラムでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように変わった時点や条件でで行する数が誰でも簡単にできるように２以上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。あればＲＤＢ小さなＢＩ計行するが誰でも簡単にできるように追加の一途を辿っております。されます。
小さなＢＩ計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。有するフリーソフトではありま無い状の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計時とクロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。両方を説明します。で有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内です。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でカラムが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」と３つあります。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」は１行する毎に「追加」ボタンをクリックします。に内容が誰でも簡単にできるように変わるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。小さなＢＩ計行する有するフリーソフトではありまりにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように小さなＢＩ計行するは付けは後述加の一途を辿っております。されません。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム○○の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。小さなＢＩ
計行する有するフリーソフトではありま無い状切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように小さなＢＩ計行するが誰でも簡単にできるように付けは後述加の一途を辿っております。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ボールドなどのメモリー間で交換をする時は、で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」にも簡単にできるように小さなＢＩ計行するが誰でも簡単にできるように付けは後述加の一途を辿っております。されるように設定ができます。すると以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計にすると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」は１行する毎に「追加」ボタンをクリックします。に内容が誰でも簡単にできるように変わるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で小さなＢＩ計行するは付けは後述加の一途を辿っております。されなＢＩ ツールく
なＢＩ ツールります。
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Ⅳ-２-(１０) 検索表示からカラム名を得る集計カラム名をキー入力するをキー入力する追加
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。見て誤解を生じないように申し述べます。集計カラムを生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。することが誰でも簡単にできるようにできます。
下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】名」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カ
ラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地域】名」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムを生じないように申し述べます。集計表に追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

上記を入力します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作で集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。既存されません。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク端にに地域】名を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。たカラムが誰でも簡単にできるように追加の一途を辿っております。されます。
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Ⅳ-３ データの表示複数フォルダを同時に開く集計
集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。系列（時系列、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組織系列、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。地域】系列、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し系列、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ユーザ系列）であり、なＢＩ ツールどでみたい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますが誰でも簡単にできるようにあります。
まず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見たい系列でデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。検索するフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。で作成について次の順で説明します。し述べます。ます。
次の順で説明します。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そち-5-(1) 複数フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。く」で説明し述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。く機能を備えておりコンパクトなＤＷＨを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。い、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。系列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。
次の順で説明します。々に検索し述べます。ます。
複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。かれた時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。直前までの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計を生じないように申し述べます。固定ができます。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。自動します。的なＢＩに生じないように申し述べます。成について次の順で説明します。される集計カラムで行するわれ
るの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをべて誤解を生じないように申し述べます。見ることが誰でも簡単にできるようにできます。

下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し分類」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＰＣソフトなＢＩ ツール」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。月別する項目であることから項目名とも呼ばれます。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２００７年２月を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いて誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。 ツール

つぎに、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

上記を入力します。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２００７年２月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上げ集計です。

216



「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」も簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」同じ名前 様、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くことが誰でも簡単にできるようにできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」画面で複数フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くとフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。系列軸として横方向へ集計していきます。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。横方を説明します。向や兆しを見落とへ集計し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いきます。

下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。画面は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２００７年２月と同じ名前 ３月を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」画面です。
縦方を説明します。向や兆しを見落とに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。横方を説明します。向や兆しを見落とに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」が誰でも簡単にできるように２月と３月集計されて誤解を生じないように申し述べます。います。

更に様々な視点や条件でに、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 ４月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように３ヶ月の売上げの経過集計ができます。月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。経過集計が誰でも簡単にできるようにできます。
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つぎに、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数集計時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。仕方を説明します。を生じないように申し述べます。変えて誤解を生じないように申し述べます。みます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上げ金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」列内にカーソルを生じないように申し述べます。移動します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム編
集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたらカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」が誰でも簡単にできるように選択します。されて誤解を生じないように申し述べます。いるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。確
認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／・コンパクトなＢＩ ツール複数集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。

 付け加情報の保存と読み直し 以下の説明付け加情報の保存と読み直しをキー入力する表示するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

差分フォルダの作成表示 差分フォルダの作成表示をキー入力するするか否かを指定します。かをキー入力する指定します。 

比率表示 比率表示をキー入力するするか否かを指定します。かをキー入力する指定します。 

増減マーと機能アイコンク 増減マーと機能アイコンクをキー入力する表示するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。 

小計 小計をキー入力する追加表示するか否かを指定します。かをキー入力する指定します。

 ％表示 比率の説明表示をキー入力するパーと機能アイコンセン画面の構成ト（％）で作成するかをキー入力する指定します。

 増加印 「検索条件図」を選択するか、または、増減マーと機能アイコンク」をキー入力する表示する時に作るの説明増加印をキー入力する指定します。

 減少印 「検索条件図」を選択するか、または、増減マーと機能アイコンク」をキー入力する表示する時に作るの説明減少印をキー入力する指定します。 

 比較対する操作象 比較の説明対する操作象と機能アイコンなデータの整理・分類るカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。 

 表示カラム名をキー入力する 付け加情報の保存と読み直しをキー入力する表示するカラム名をキー入力するをキー入力する指定します。
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複数集計時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。変えなＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら集計し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。みます。

差分フォルダの作成 ％表示　メイン画面の構成 する

レ 比率 増加印　メイン画面の構成 ↑

レ 増減マーと機能アイコンク 減少印　メイン画面の構成 ↓

小計 比較対する操作象　メイン画面の構成 直し前のフォルダに戻ります。の説明カラム名をキー入力する （直し前のフォルダに戻ります。の説明売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）金額の説明合計と機能アイコン比較します。）

表示カラム名をキー入力する　メイン画面の構成 同じカラム名をキー入力する

レ 差分フォルダの作成 ％表示 する

比率 増加印 △

レ 増減マーと機能アイコンク 減少印 ▼

小計 比較対する操作象 直し前のフォルダに戻ります。の説明カラム名をキー入力する （直し前のフォルダに戻ります。の説明売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）金額の説明合計と機能アイコン比較します。）

表示カラム名をキー入力する 同じカラム名をキー入力する
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差分フォルダの作成 ％表示 する

レ 比率 増加印 △

レ 増減マーと機能アイコンク 減少印 ▼

小計 比較対する操作象 先頭のファイの説明カラム名をキー入力する （先頭のファイの説明売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）金額の説明合計と機能アイコン比較します。）

表示カラム名をキー入力する 同じカラム名をキー入力する

差分フォルダの作成 ％表示 する

レ 比率 増加印 △

増減マーと機能アイコンク 減少印 ▼

小計 比較対する操作象 先頭のファイの説明カラム名をキー入力する
（先頭のファイの説明売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）金額の説明合計と機能アイコン比較しま
す。）

表示カラム名をキー入力する 別の説明カラム名をキー入力する （比率が別カラム名をキー入力するで作成表示されます。） 
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差分フォルダの作成 ％表示 する

レ 比率 増加印 △

増減マーと機能アイコンク 減少印 ▼

レ 小計 比較対する操作象 先頭のファイの説明カラム名をキー入力する
（先頭のファイの説明売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）金額の説明合計と機能アイコン比較しま
す。）

表示カラム名をキー入力する 同じカラム名をキー入力する
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Ⅳ-３-(１) 下位フォルダ複数集計フォルからカラム名を得るダの種類複数フォルダを同時に開く集計
複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くために〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらフォ ツールルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設
定ができます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索と集計」を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。下位複数」にすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。こうとし述べます。たフォルダを共有するフリーソフトではありまでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
フォルダを共有するフリーソフトではありま全て誤解を生じないように申し述べます。 ツールを生じないように申し述べます。〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらクリックし述べます。たの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 じように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くことが誰でも簡単にできるようにできます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。機能を備えておりコンパクトなＤＷＨを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。えばＲＤＢひとつの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックするだけで複数集計が誰でも簡単にできるようにできます。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列でフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PCソフトなＢＩ ツール」を生じないように申し述べます。編集し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位フォルダを共有するフリーソフトではありま複数集計を生じないように申し述べます。行するいます。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PCソフトなＢＩ ツール」にカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま操作メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたら【挙げます。動します。】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索と集計」で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。下位複数」を生じないように申し述べます。選びます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。おけばＲＤＢタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。が誰でも簡単にできるように集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。わります。
設定ができます。し述べます。たら、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でを生じないように申し述べます。確定ができます。し述べます。ます。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PCソフトなＢＩ ツール」を生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PCソフトなＢＩ ツール」でなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように全て誤解を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数
集計が誰でも簡単にできるようにクリックひとつで行するえます。
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Ⅳ-３-(２) 集計表比較
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するか集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】上でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表
比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」が誰でも簡単にできるようにあります。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。にも簡単にできるようにあります。

検索表示の説明時に作る 集計表示の説明時に作る

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」を生じないように申し述べます。選択します。すると検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるようにできなＢＩ ツールくなＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。連の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。みになＢＩ ツールります。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時に
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。自動します。的なＢＩに集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するに変わります。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」は頭のにチェックマークが誰でも簡単にできるように付けは後述きます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。後に、を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」と呼びます。び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。再び選択します。び「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」を生じないように申し述べます。選択します。するまで続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 きます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に【検索】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。解を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックする
ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」を生じないように申し述べます。終わらせることが誰でも簡単にできるようにできます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。動します。作が誰でも簡単にできるように変わります。
通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そち-５-(１) 複数フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。く」で ツール説明し述べます。たように〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらクリック
されたフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OR」で結合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数集計し述べます。ますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」では ツール
〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらクリックされたフォルダを共有するフリーソフトではありまだけの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でで検索し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計書式で集計し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。現在の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計と比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。た集計表を生じないように申し述べます。作り ツールます。

違いは、「いが誰でも簡単にできるように顕著になる例として、最初に全体の集計をして、次にある条件を付けて集計し、最初の集計と比較しになＢＩ ツールる例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でに全体の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計を生じないように申し述べます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。にある条件でを生じないように申し述べます。付けは後述けて誤解を生じないように申し述べます。集計し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計と比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。
全体の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。何らかのデータを管理しようとする時、最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でバーセントなＢＩ ツールになＢＩ ツールるかを生じないように申し述べます。求したソフトです。めて誤解を生じないように申し述べます。みます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-３ ツール複数集計」で以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように３ヶ月の売上げの経過集計ができます。月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上集計を生じないように申し述べます。し述べます。まし述べます。た。

フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PCソフトなＢＩ ツール」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に見出し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。全体」とし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計書式を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年／月」フォ
ルダを共有するフリーソフトではありまと同じ名前 じにし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年／月」フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前にし述べます。ます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、PC ソフト」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ右ボタン画面の構成
の説明クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかた成」→
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し」をキー入力する選択とグラフ
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【基に表更新本】タブで切り換えます。をキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、全体」、見出しフォルダ、条件フォル最大
検索数フォルダを同時に開くをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、-1」と機能アイコンし「検索条件図」を選択するか、または、作りかた成」ボタン画面の構成をキー入力するクリック

作りかた成されたフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、全体」をキー入力するド表示ラッグして編集
「検索条件図」を選択するか、または、2007/02＊」の説明前のフォルダに戻ります。にド表示ロップして編集移動

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、2007/02＊」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ右ボタ
ン画面の構成の説明クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、コピーと機能アイコン」をキー入力する選択とグラフ
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フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、全体」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ右ボタン画面の構成の説明ク
リックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、部分フォルダの作成貼り付けり替え付けけ」→「検索条件図」を選択するか、または、集計
書式のデータ」をキー入力する選択とグラフし確認します。ウィン画面の構成ド表示ウで作成「検索条件図」を選択するか、または、OK]をキー入力するクリックし

て編集「検索条件図」を選択するか、または、2007/02＊」と機能アイコン同じ集計書式のデータをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、全体」にコピーと機能アイコン

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、全体」をキー入力するクリックし集計表示し、見出しフォルダ、条件フォル集計カラ
ム名をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計」をキー入力する編集し、見出しフォルダ、条件フォル【クロス・複数フォルダを同時に開く集
計】タブで切り換えます。で作成、見出しフォルダ、条件フォル付け加情報の保存と読み直しをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、比率」、見出しフォルダ、条件フォル％表示をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、する」、見出しフォルダ、条件フォル
比較対する操作象をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、先頭のファイの説明カラム名をキー入力する」にする
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この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時と通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でにフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。全体」を生じないように申し述べます。クリック、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。に
〈Ctrl〉キーを押します。を生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/02＊」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。いた時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

集計表比較モーと機能アイコンド表示

通な領域で、タブで切り換えます。常の説明状態に戻します。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」では前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。係ありません。なＢＩ ツールくフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/02＊」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件ででデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索・コンパクトなＢＩ ツール集計され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。されるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全体に対する比率が誰でも簡単にできるように求したソフトです。 ツールめられて誤解を生じないように申し述べます。いるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。ではフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2007/02
＊」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。かれたフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。全体」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。に全て誤解を生じないように申し述べます。含めたカラムの設定が一まれるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。該当てられて表示されます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール無い状し述べます。となＢＩ ツールり
集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは空白となＢＩ ツールります。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。モードなどのメモリー間で交換をする時は、」でフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PCソフトなＢＩ ツール」下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。全て誤解を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように全体と月毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計
が誰でも簡単にできるように全体に占める比率と共に得られます。める比率と共に得て上のウィンドウが表示されます。られます。
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Ⅳ-４ データの表示クロス集計
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムから視点や条件でとなＢＩ ツールるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と集計するも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。いくつか選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように
同じ名前 じも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。集め、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計とし述べます。たカラムを生じないように申し述べます。件で数、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。平均、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。方を説明します。法で行えます。で集約し述べます。ます。
視点や条件でとなＢＩ ツールるカラムは一つとは限り らず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し名と店舗のように複数になります。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように複数になＢＩ ツールります。
PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／でなＢＩ ツールい集計は一つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でが誰でも簡単にできるように１列になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組合は「キャンセル」をクリックしますせが誰でも簡単にできるようにユニークになＢＩ ツールるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように
１行するになＢＩ ツールります。
それに対し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計は右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。列に割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でと列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でが誰でも簡単にできるように交わるところに集計値
を生じないように申し述べます。置などを設定します。きます。また同じ名前 一行するで横に並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをんだ集計値を生じないように申し述べます。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすることも簡単にできるようにできます。
列に割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。る視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数は増減りながら可能を備えておりコンパクトなＤＷＨで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。増やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩす時は右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。から順で説明します。番になＢＩ ツールります。
集計カラムが誰でも簡単にできるように複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計する時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびを生じないように申し述べます。集計カラム優先と視点や条件でカラム優先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりが誰でも簡単にできるように
あります。PowerFolderでは前者の全ての試験項を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計A」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、者の全ての試験項を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計B」と呼びます。びます。

結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する的なＢＩに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-３ ツール複数集計」で説明し述べます。たも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 じ集計表を生じないように申し述べます。得て上のウィンドウが表示されます。ることが誰でも簡単にできるようにできます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-３ ツール複数集計」で以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール集計表を生じないように申し述べます。定ができます。義の書き出し」を選択します。し述べます。まし述べます。た。

同じ名前 じも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計で作るには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。まず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。年月を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。得て上のウィンドウが表示されます。る必要が誰でも簡単にできるようにあります。
表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。は年月日なＢＩ ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。でその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ままでは使い易さを追求したソフトです。えなＢＩ ツールいの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で検索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラムを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。って誤解を生じないように申し述べます。年月にし述べます。ます。

表フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ右ボタン画面の構成の説明
クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかた成」→「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出
し」をキー入力する選択とグラフ
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【基に表更新本】タブで切り換えます。をキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、クロス集計」、見出しフォルダ、条件フォル最
大検索数フォルダを同時に開くをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、-1」と機能アイコンし「検索条件図」を選択するか、または、作りかた成」ボタン画面の構成をキー入力するクリック

作りかた成されたフォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、クロス集計」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合せ
右ボタン画面の構成の説明クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、表示書式のデータ設
定」をキー入力する選択とグラフ

「検索条件図」を選択するか、または、拡張カラム名をキー入力する」をキー入力するクリックして編集拡張カラム名をキー入力するをキー入力する作りかた成し、見出しフォルダ、条件フォルカラ
ム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり年月」、見出しフォルダ、条件フォル式のデータをキー入力する
　メイン画面の構成「検索条件図」を選択するか、または、 部分フォルダの作成文字列(売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）.売上のフォルダを表しているのではあり日, 1, 7) 」
と機能アイコンし「検索条件図」を選択するか、または、OK」をキー入力するクリック

「検索条件図」を選択するか、または、現在の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に表示書式のデータをキー入力する設定しますか？」で」で作成
「検索条件図」を選択するか、または、はい方」をキー入力するクリック
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フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、クロス集計」をキー入力するクリック、見出しフォルダ、条件フォル【集計】タブで切り換えます。をキー入力するクリッ
クし、見出しフォルダ、条件フォル３つの説明集計カラム名をキー入力するをキー入力する作りかたる

① 対する操作象カラム名をキー入力する：売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．商品名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォル種類：視点の選択とグラフ

② 対する操作象カラム名をキー入力する：拡張項目の文字で表示されます。．売上のフォルダを表しているのではあり年月、見出しフォルダ、条件フォル種類：視点の選択とグラフ

③ 対する操作象カラム名をキー入力する：売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．売上のフォルダを表しているのではあり金額、見出しフォルダ、条件フォル種類：集計、見出しフォルダ、条件フォル集
計方法の列表示：合計

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、クロス集計」にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合わせ右ボタン画面の構成
の説明クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかた成」→「検索条件図」を選択するか、または、列
挙フォルダの作成」をキー入力する選択とグラフ

【基に表更新本】タブで切り換えます。をキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォル列挙フォルダの作成カラム名をキー入力するをキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、商品分フォルダの作成類」にし
て編集作りかた成をキー入力するクリック
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フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計」を生じないように申し述べます。展開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。し述べます。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＰＣソフトなＢＩ ツール」を生じないように申し述べます。クリックすると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール集計になＢＩ ツールります。

クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計アイコン ツール  ツールを生じないように申し述べます。クリックすると視点や条件で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上年月」が誰でも簡単にできるように列になＢＩ ツールり商品で検索し名との蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計になＢＩ ツールります。
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Ⅳ-４-(１) 集計Ａと集計Ｂと機能アイコン集計Ｂ
クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計Ａ」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計Ｂ」は集計値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびが誰でも簡単にできるように違いは、「います。
説明の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ために「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ－４クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計に集計カラムとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。し述べます。ます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、クロス集計」で作成クロス集計無しで作成【検
索】タブで切り換えます。をキー入力する表示

カラム名をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計」の説明列にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する合
わせ右ボタン画面の構成の説明クリックで作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示し「検索条件図」を選択するか、または、集
計追加」→「検索条件図」を選択するか、または、件フォルダの作成数フォルダを同時に開く」をキー入力する選択とグラフ

カラム名をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、件フォルダの作成数フォルダを同時に開く」が追加
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アイコン ツール  ツールを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計Ａ」にし述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計Ａ」は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」が誰でも簡単にできるように年月毎に「追加」ボタンをクリックします。に連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」が誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。

アイコン ツール  ツールを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計Ｂ」にし述べます。ます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計Ｂ」は年月毎に「追加」ボタンをクリックします。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」が誰でも簡単にできるように並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをびます。
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Ⅳ-４-(２) クロスカラム名をキー入力するの構成増減
クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計で列に割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。る視点や条件でカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数を生じないように申し述べます。増減りながらできます。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表は左クから視点や条件でカラムが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上曜日」と並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、に売上金
額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計と件で数が誰でも簡単にできるように置などを設定します。かれて誤解を生じないように申し述べます。ます。

アイコン を生じないように申し述べます。クリックし述べます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計し述べます。ます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上曜日」が誰でも簡単にできるように列に割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。られ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。曜日毎に「追加」ボタンをクリックします。に合は「キャンセル」をクリックします計と件で数が誰でも簡単にできるように表
示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるようになＢＩ ツールります。
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上部のタブにて切り替えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。増加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」が誰でも簡単にできるように次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。となＢＩ ツールるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上曜日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。になＢＩ ツールります。

集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。曜日」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。四半期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために」が誰でも簡単にできるように置などを設定します。かれた集計が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅳ-5 集計カラム名をキー入力すると機能アイコン方法の列表示の構成列表示
集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム（対象に文字列を探す事ができます。カラム）であり、を生じないように申し述べます。どんなＢＩ ツール方を説明します。法で行えます。で集計するか（集計方を説明します。法で行えます。）であり、を生じないように申し述べます。設
定ができます。し述べます。ます。
複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。カラムを生じないように申し述べます。複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計方を説明します。法で行えます。で集計すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数はそれらを生じないように申し述べます。掛けあわせたものになるのでけあわせたも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。になＢＩ ツールるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で
列数はどんどん増え、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計を生じないように申し述べます。組合は「キャンセル」をクリックしますせるとさらに増えます。
集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると集計方を説明します。法で行えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列数を生じないように申し述べます。減りながららすことが誰でも簡単にできるようにできます。

下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。地区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し分類別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をと値引き継がれます。 きの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。平均、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。標準偏差を生じないように申し述べます。求したソフトです。めて誤解を生じないように申し述べます。います。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するアイコン 」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列数が誰でも簡単にできるように８から６になＢＩ ツールりまし述べます。た。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計方を説明します。法で行えます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するアイコン 」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールります。

クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計を生じないように申し述べます。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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Ⅳ-６ データの表示集計行の構成選別
集計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。により、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一部のタブにて切り替えます。分を生じないように申し述べます。取り出すことが誰でも簡単にできるようにできます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ行する数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とい集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加くと個々の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値は分からなＢＩ ツールくなＢＩ ツールりますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計行するを生じないように申し述べます。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。することにより値
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。分かるグラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加くことが誰でも簡単にできるようにできます。

次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように１２０行するある担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上げを生じないように申し述べます。棒グラフが表示グラフにすると個々の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値は判別する項目であることから項目名とも呼ばれます。不可能を備えておりコンパクトなＤＷＨですし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項名
も簡単にできるように対応が誰でも簡単にできるように不明瞭です。です。

 

グラフ
＝＝＞

１行する目から１０行する目までを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。」を生じないように申し述べます。選びます。
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集計行するは選択します。し述べます。た１０行するだけになＢＩ ツールります。また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計行するが誰でも簡単にできるように選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。であることを生じないように申し述べます。示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。が誰でも簡単にできるように変わります。

グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

集計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。する操作は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。３つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューで行するいます。
集計行の説明選別

　メイン画面の構成　メイン画面の構成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明行をキー入力する残し、他を非表示にします。して編集他】タブの説明行をキー入力する非表示にします
集計行の説明選別をキー入力する戻るす

　メイン画面の構成　メイン画面の構成ひと機能アイコンつ前のフォルダに戻ります。の説明選別に戻るします
集計行の説明選別解除

　メイン画面の構成　メイン画面の構成選別をキー入力する解除して編集全て編集の説明行をキー入力する表示します
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Ⅳ-７ データの表示集計の構成マーと機能アイコンク
集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するにマークを生じないように申し述べます。付けは後述けて誤解を生じないように申し述べます。おき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表でマークを生じないように申し述べます。付けは後述けた行するを生じないように申し述べます。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。することが誰でも簡単にできるようにできます。
集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マークは集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一番左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名とその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。記を入力します。録し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。おき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表でマークを生じないように申し述べます。呼びます。び出
す時には、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一番左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名が誰でも簡単にできるように一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではするマーク情報から一つを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一番左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように選択します。し述べます。たマーク情報にあるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。し述べます。ます。

集計を生じないように申し述べます。マークするとマーク情報を生じないように申し述べます。記を入力します。録する表が誰でも簡単にできるように元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。後に、に ツール'_PfmarK' を生じないように申し述べます。付けは後述加の一途を辿っております。し述べます。た名前で自動します。的なＢＩに作成について次の順で説明します。さ
れます。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でにマークし述べます。た時点や条件でではフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧に現れませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま情報を生じないように申し述べます。保存されません。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。再び選択します。度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ立つことを祈 念しております。ち上げ
て誤解を生じないように申し述べます。からはフォルダを共有するフリーソフトではありま一覧に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。年月毎に「追加」ボタンをクリックします。に担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をが誰でも簡単にできるように集計されて誤解を生じないように申し述べます。おり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位５人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。が誰でも簡単にできるように別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。月でどうなＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。いるかを生じないように申し述べます。
マークを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。って誤解を生じないように申し述べます。追跡する方法を挙げます。する方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。挙げます。げます。

２０１０年１月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。

上位５人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。から右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マーク」を生じないように申し述べます。選びます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マーク」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。

 登録します。 マーと機能アイコンクをキー入力する追加登録します。するウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。
集計表の説明一番左ボタンを押しながらの説明視点の選択とグラフ（この説明例で作成は「検索条件図」を選択するか、または、担当者」）の説明内容の切り替えをキー入力する記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。します。

 上のフォルダを表しているのではあり書 マーと機能アイコンク一覧を表示することもでで作成選択とグラフした行の説明内容の切り替えをキー入力する上のフォルダを表しているのではあり書きします。

 削除 マーと機能アイコンク一覧を表示することもでで作成選択とグラフした行をキー入力する削除します。。

 マーと機能アイコンクで作成選択とグラフ マーと機能アイコンク一覧を表示することもでで作成選択とグラフした行の説明マーと機能アイコンク内容の切り替えと機能アイコン一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。する集計表の説明行をキー入力する選択とグラフします。

 マーと機能アイコンクで作成選別 マーと機能アイコンク一覧を表示することもでで作成選択とグラフした行の説明マーと機能アイコンク内容の切り替えと機能アイコン一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。する集計表の説明行をキー入力する選別します。 

 選別をキー入力する戻るす ひと機能アイコンつ前のフォルダに戻ります。の説明選別に戻るします。

 選別をキー入力する解除 選別をキー入力する解除します。

 マーと機能アイコンクの説明一覧を表示することもで 登録します。して編集あるマーと機能アイコンクが一覧を表示することもでで作成表示されます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。登録」を生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。マークの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。登録」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 マーと機能アイコンク対する操作象 マーと機能アイコンク対する操作象をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、選択とグラフ」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、全部」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、非選択とグラフ」からカラム名を得る選びます。

 マーと機能アイコンク日時に作る マーと機能アイコンク日時に作るは現在時に作る刻になデータの整理・分類り替えます。

 識別名をキー入力する マーと機能アイコンクをキー入力する識別する名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定します。
ここで作成は「検索条件図」を選択するか、または、２０１０年１月上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計５」と機能アイコン入力するします。

 マーと機能アイコンク内容の切り替え マーと機能アイコンク内容の切り替えと機能アイコンして編集登録します。される視点の選択とグラフカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えで作成す。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。はい」を生じないように申し述べます。クリックすると登録され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。閉じ、「適用」の時は閉じないじる」でウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。閉じ、「適用」の時は閉じないじ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2010/02」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。２０１０年２月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク
ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マーク」を生じないように申し述べます。選びます。

マークの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧で先ほど登録し述べます。た行するを生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。マークで選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。
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集計表は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２０１０年１月の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位５人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２月には順で説明します。位２８位と、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２２位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。し述べます。かい
なＢＩ ツールいことが誰でも簡単にできるように分かります。

複数集計で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2010/01」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2010/02」を生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。く ツール（最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でに「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2010/01」を生じないように申し述べます。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリック、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。に
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。2010/02」を生じないように申し述べます。<Ctrl>を生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらクリック）であり、 ツールと以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マークと選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。が誰でも簡単にできるように正しく認識さし述べます。く行するわれたことが誰でも簡単にできるように
分かります。
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Ⅳ-８ データの表示変化の集計の構成集計
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。変化の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」は複数集計で集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。複数並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをべ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをんだ集計値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変化を生じないように申し述べます。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。方を説明します。法で行えます。で分類・コンパクトなＢＩ ツール集計し述べます。表
とグラフにまとめます。

1. 増減りながら比率　：　最後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値とそれまでの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値との蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比率
2. 連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 増減りながら回の起動に引き継がれます。 数　：　最後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値に至る値の増減傾向が連続する回数る値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。増減りながら傾向や兆しを見落とが誰でも簡単にできるように連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 する回の起動に引き継がれます。 数

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に月毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計を生じないように申し述べます。求したソフトです。めて誤解を生じないように申し述べます。います。
分析を支援するソフトです。し述べます。たい月とそこからさかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ぼって誤解を生じないように申し述べます。数ヶ月の売上げの経過集計ができます。月間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をを生じないように申し述べます。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。することでその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時点や条件ででの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。状況】タブが表示されます。を生じないように申し述べます。把握することができます。し述べます。ます。

デーと機能アイコンタをキー入力する売上のフォルダを表しているのではあり月で作成検索するフォルからカラム名を得るダの扱い方と機能アイコン担当者別に売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計をキー入力する求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数める集計書式のデータで作成、見出しフォルダ、条件フォルフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する複数フォルダを同時に開く開くい方て編集複数フォルダを同時に開く
集計をキー入力するします。以下の説明例で作成は 2010 年の説明４、見出しフォルダ、条件フォル５、見出しフォルダ、条件フォル６月をキー入力する集計して編集い方ます。

マウスの説明右ボタン画面の構成をキー入力する押しながらして編集表示されるメニューと機能アイコンからカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、変化の集計の説明集計」をキー入力する選択とグラフします。
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「検索条件図」を選択するか、または、複数フォルダを同時に開く集計における変化の集計の説明集計」ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。
ウィン画面の構成ド表示ウには【増減比率(％)】と機能アイコン【連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く】の説明２つの説明タブで切り換えます。があり替えます。

以下は【増減比率(％)】タブで切り換えます。をキー入力する選択とグラフした時に作るの説明表示で作成す。

 「検索条件図」を選択するか、または、閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる」　メイン画面の構成ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます 

 「検索条件図」を選択するか、または、集計をキー入力する選別」　メイン画面の構成増減をキー入力するまと機能アイコンめた表の説明選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明行に対する操作応を指定している場合、する集計行をキー入力する選別します （増減表の説明行をキー入力する選択とグラフするに
は、見出しフォルダ、条件フォル表の説明 の説明部分フォルダの作成をキー入力する左ボタンを押しながらボタン画面の構成で作成クリックします） 

 「検索条件図」を選択するか、または、選別をキー入力する戻るす」　メイン画面の構成ひと機能アイコンつ前のフォルダに戻ります。の説明選別に戻るします 

 「検索条件図」を選択するか、または、選別をキー入力する解除」　メイン画面の構成選別をキー入力する解除し全て編集の説明集計行をキー入力する表示します 

「検索条件図」を選択するか、または、条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方作りかた成」　メイン画面の構成最後に選別した情報の保存と読み直しをキー入力する検索条件フォルダの作成にしたフォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成します

 「検索条件図」を選択するか、または、表一覧を表示することもで表示」　メイン画面の構成複数フォルダを同時に開く種類の説明変化の集計の説明集計表をキー入力する別ウィン画面の構成ド表示ウで作成表示します 

 「検索条件図」を選択するか、または、増減比率（％）」「検索条件図」を選択するか、または、連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く」をキー入力する切り替えり替え替ええます 

計算対する操作象の説明集計値を条件とする検索をキー入力する選択とグラフします

比率対する操作象の説明違いよる計算方法を次の４つから選択しますい方よる計算方法の列表示をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明４つからカラム名を得る選択とグラフします
１：前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減（％）、見出しフォルダ、条件フォル２：平均値を条件とする検索に対する操作する増減（％）、見出しフォルダ、条件フォル３：先頭のファイの説明値を条件とする検索に対する操作する増減（％）、見出しフォルダ、条件フォル４：増減の説明開く始します。値を条件とする検索
と機能アイコンの説明比

増減の説明集計表の説明１行の説明範囲をキー入力する％単位フォルダ複数集計で作成指定します

増減比率の説明範囲をキー入力する示し、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、+100以上のフォルダを表しているのではあり」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、-100未満」間の行は、【その行の数字】以上、【上の行の数字】未満、」間の説明行は、見出しフォルダ、条件フォル【その説明行の説明数フォルダを同時に開く字】以上のフォルダを表しているのではあり、見出しフォルダ、条件フォル【上のフォルダを表しているのではありの説明行の説明数フォルダを同時に開く字】未満」間の行は、【その行の数字】以上、【上の行の数字】未満、、見出しフォルダ、条件フォル

をキー入力する示します
「検索条件図」を選択するか、または、前のフォルダに戻ります。回の最大検索数からカラム名を得る消し、元に戻します。滅」は最後の集計に値がないもので、「初登場」は最後の集計にだけ値があるものです」は最後の説明集計に値を条件とする検索がなデータの整理・分類い方もの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、初登場」は最後の説明集計にだけ値を条件とする検索があるもの説明で作成す

先頭のファイの説明見の設定出行の説明右端に行番号が表示されます。の説明▼をキー入力するクリックして編集、見出しフォルダ、条件フォル該当する範囲に分フォルダの作成類される集計値を条件とする検索の説明加工の仕方を次の６つから選択の説明仕方をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明６つからカラム名を得る選択とグラフ
します
１：件フォルダの作成数フォルダを同時に開く、見出しフォルダ、条件フォル２：集計値を条件とする検索（の説明合計）、見出しフォルダ、条件フォル３：差額（の説明合計）、見出しフォルダ、条件フォル４～６：それぞれの説明総計に対する操作する％

増減比率が＋の説明小計、見出しフォルダ、条件フォル‐の説明小計、見出しフォルダ、条件フォル初登場の説明小計で作成、見出しフォルダ、条件フォルその説明３つをキー入力する足すと集計の行数になりますすと機能アイコン集計の説明行数フォルダを同時に開くになデータの整理・分類り替えます

増減比率毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数めた値を条件とする検索（ ）の説明グラフで作成す
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以下は【連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く】タブで切り換えます。をキー入力する選択とグラフした時に作るの説明表示で作成す。

　メイン画面の構成【増減比率(％)】タブで切り換えます。と機能アイコン同じで作成す 

比較する相手な使い方について説明します。の説明違いよる計算方法を次の４つから選択しますい方による増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明２つからカラム名を得る選択とグラフします
１：前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く、見出しフォルダ、条件フォル２：平均値を条件とする検索に対する操作する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く

比較して編集値を条件とする検索が変わったと機能アイコン判定する時に作るの説明大きさをキー入力する％で作成指定します

連続する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する４回の最大検索数増加～４回の最大検索数減少の説明間と機能アイコン５回の最大検索数以上のフォルダを表しているのではありの説明増減で作成分フォルダの作成けます
「検索条件図」を選択するか、または、前のフォルダに戻ります。回の最大検索数からカラム名を得る消し、元に戻します。滅」は最後の集計に値がないもので、「初登場」は最後の集計にだけ値があるものです」は最後の説明集計に値を条件とする検索がなデータの整理・分類い方もの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、初登場」は最後の説明集計にだけ値を条件とする検索があるもの説明で作成す

先頭のファイの説明見の設定出行の説明右端に行番号が表示されます。の説明▼をキー入力するクリックして編集、見出しフォルダ、条件フォル該当する範囲に分フォルダの作成類された集計値を条件とする検索の説明加工の仕方を次の６つから選択の説明仕方をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明６つからカラム名を得る選択とグラフ
します
１：件フォルダの作成数フォルダを同時に開く、見出しフォルダ、条件フォル２：集計値を条件とする検索（の説明合計）、見出しフォルダ、条件フォル３：差額（の説明合計）、見出しフォルダ、条件フォル４～６：それぞれの説明総計に対する操作する％

増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くが+の説明小計、見出しフォルダ、条件フォル-の説明小計、見出しフォルダ、条件フォルなデータの整理・分類しの説明小計、見出しフォルダ、条件フォル初登場の説明小計で作成、見出しフォルダ、条件フォルその説明４つをキー入力する足すと集計の行数になりますすと機能アイコン集計の説明行数フォルダを同時に開くになデータの整理・分類り替えます

増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数めた値を条件とする検索（ ）の説明グラフで作成す

247



増減比率の種類の説明種類

増減りながら比率の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類には次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。４つが誰でも簡単にできるようにあります。
1. 前回の起動に引き継がれます。 値に対する増減りながら（％）であり、 ツール
2. 平均値に対する増減りながら（％）であり、 ツール
3. 先頭のの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値に対する増減りながら（％）であり、 ツール
4. 増減りながらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。値との蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比 ツール

種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。違いは、「いによる増減りながら比率の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変化を生じないように申し述べます。集計行するを生じないように申し述べます。選別する項目であることから項目名とも呼ばれます。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。見て誤解を生じないように申し述べます。みます。

種類をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減（％）」にして編集「検索条件図」を選択するか、または、+100以上のフォルダを表しているのではあり」をキー入力する選び、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、集計をキー入力する選別」をキー入力するクリックします。

集計表示は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

最後の説明集計は「検索条件図」を選択するか、または、2010/06」、見出しフォルダ、条件フォル前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索は「検索条件図」を選択するか、または、2010/05」で作成すが、見出しフォルダ、条件フォル１１行目の文字で表示されます。だけは「検索条件図」を選択するか、または、2010/04」が前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索になデータの整理・分類り替えます。
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種類をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、平均値を条件とする検索に対する操作する増減（％）」にすると機能アイコン変化の集計の説明集計は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

「検索条件図」を選択するか、または、+100以上のフォルダを表しているのではあり」の説明 16 件フォルダの作成が 10 件フォルダの作成になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル6 件フォルダの作成が「検索条件図」を選択するか、または、+60」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、+20」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、-60」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、-100」に分フォルダの作成類されます。

「検索条件図」を選択するか、または、前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減」の説明時に作るは「検索条件図」を選択するか、または、+100以上のフォルダを表しているのではあり」だった集計の説明うち６件フォルダの作成は増減が「検索条件図」を選択するか、または、+100以上のフォルダを表しているのではあり」で作成はなデータの整理・分類くなデータの整理・分類り替えました。

「検索条件図」を選択するか、または、-60」をキー入力する選別すると機能アイコン集計表示は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

2010/04 と機能アイコン 2010/05 の説明平均値を条件とする検索をキー入力する元にするに増減をキー入力する計算すると機能アイコン以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

行 平均値を条件とする検索 増減比率（％）

１ (469,155+48,320)/2=258,737.5 (138,320-258,737.5)/258,737.5*100=-46.5 
２ (339,755+23,790)/2=181,772.5 (90,060-181,772.5)/181,772.5*100=-50.4 
変化の集計の説明集計表の説明「検索条件図」を選択するか、または、-60」は -60 以上のフォルダを表しているのではあり -40 未満」間の行は、【その行の数字】以上、【上の行の数字】未満、なデータの整理・分類の説明で作成正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。しくカウン画面の構成トされて編集い方ること機能アイコンが分フォルダの作成かり替えます。
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２件フォルダの作成をキー入力する選別した状態に戻します。で作成、見出しフォルダ、条件フォル種類をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、先頭のファイの説明値を条件とする検索に対する操作する増減（％）」にすると機能アイコン変化の集計の説明集計は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

この説明時に作るの説明集計表示は前のフォルダに戻ります。と機能アイコン同じで作成以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

先頭のファイの説明値を条件とする検索をキー入力する元にするに増減をキー入力する計算すると機能アイコン以下の説明ようになデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、-80」の説明行にカウン画面の構成トされます。

行 先頭のファイの説明値を条件とする検索 増減比率（％） 

１ 　メイン画面の構成469,155　メイン画面の構成 　メイン画面の構成(138,320-469,155)/469,155*100=-70.5　メイン画面の構成

２ 　メイン画面の構成339,755　メイン画面の構成 　メイン画面の構成(90,060-339,755)/339,755*100=-73.4　メイン画面の構成 

250



２件フォルダの作成をキー入力する選別した状態に戻します。で作成、見出しフォルダ、条件フォル種類をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、増減の説明開く始します。値を条件とする検索と機能アイコンの説明比（％）」にすると機能アイコン変化の集計の説明集計は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

増減の説明開く始します。値を条件とする検索をキー入力する特に指定しません。定するためグラフをキー入力する見の設定ます。

増減の説明開く始します。値を条件とする検索をキー入力する元にするに増減をキー入力する計算すると機能アイコン以下の説明ようになデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、+100以上のフォルダを表しているのではあり」にカウン画面の構成トされます。

　メイン画面の構成行　メイン画面の構成 　メイン画面の構成増減の説明開く始します。値を条件とする検索　メイン画面の構成 増減比率（％）
　メイン画面の構成１ 　メイン画面の構成48,320 　メイン画面の構成 　メイン画面の構成(138,320-48,320)/48,320*100=186.2　メイン画面の構成
　メイン画面の構成２ 　メイン画面の構成23,790　メイン画面の構成 　メイン画面の構成(90,060-23,790)/23,790*100=278.5
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連続増減回数の項目の選択の説明種類

連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 増減りながら回の起動に引き継がれます。 数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。種類は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２つが誰でも簡単にできるようにあります。
1. 前回の起動に引き継がれます。 値に対する増減りながら回の起動に引き継がれます。 数 ツール
2. 平均値に対する増減りながら回の起動に引き継がれます。 数 ツール

２０１０年の説明１月からカラム名を得る６月迄となりまをキー入力する複数フォルダを同時に開く集計した時に作るの説明「検索条件図」を選択するか、または、複数フォルダを同時に開く集計における変化の集計の説明集計」ウィン画面の構成ド表示ウの説明【連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く】タブで切り換えます。で作成
「検索条件図」を選択するか、または、平均値を条件とする検索に対する操作する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く」は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

「検索条件図」を選択するか、または、４回の最大検索数増加」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、４回の最大検索数減少」をキー入力する選択とグラフし「検索条件図」を選択するか、または、集計をキー入力する選別」をキー入力するクリックして編集選別します。

選別後、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く」は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

集計表示は以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。
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連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くは、見出しフォルダ、条件フォル最後の説明集計（2010/06）からカラム名を得る遡って増減をみていき、増減の傾向が変わる直前までの同じ傾向の増って編集増減をキー入力するみ込みて編集い方き、見出しフォルダ、条件フォル増減の説明傾向と対策のためのフォルダ群の作成が変わる直し前のフォルダに戻ります。まで作成の説明同じ傾向と対策のためのフォルダ群の作成の説明増

減の説明回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する指します。

前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減は以下の説明ようにまと機能アイコンめらカラム名を得るれ、見出しフォルダ、条件フォル1 行目の文字で表示されます。が 1回の最大検索数減少、見出しフォルダ、条件フォル2 行めが 2回の最大検索数減少になデータの整理・分類り替えます。 

行 　メイン画面の構成担当者　メイン画面の構成 　メイン画面の構成2010/01　メイン画面の構成　メイン画面の構成2010/02　メイン画面の構成　メイン画面の構成2010/03　メイン画面の構成　メイン画面の構成2010/04　メイン画面の構成　メイン画面の構成2010/05　メイン画面の構成 　メイン画面の構成2010/06　メイン画面の構成

　メイン画面の構成1黒田 斉 　メイン画面の構成初め 　メイン画面の構成減少 　メイン画面の構成増加 　メイン画面の構成増加 　メイン画面の構成増加 　メイン画面の構成減少

　メイン画面の構成2西郷邦彦 　メイン画面の構成初め 　メイン画面の構成減少 　メイン画面の構成増加 　メイン画面の構成減少 　メイン画面の構成減少

前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索に対する操作する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くは以下の説明グラフで作成も確認します。で作成きます。

「検索条件図」を選択するか、または、平均値を条件とする検索に対する操作する増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く」をキー入力する見の設定るために、見出しフォルダ、条件フォル平均値を条件とする検索をキー入力する求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数めます。
平均値を条件とする検索は比較する月より替え前のフォルダに戻ります。の説明全て編集の説明月の説明平均で作成、見出しフォルダ、条件フォル以下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

行 担当者 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06

　メイン画面の構成1 黒田 斉
114,270
　メイン画面の構成初め

合計 168,475
平均 84,237
　メイン画面の構成減少

合計 309,105
平均 103,035
　メイン画面の構成増加

合計 799,565
平均 199,891
　メイン画面の構成増加

合計 1,419,890
平均 283,978
　メイン画面の構成増加

　メイン画面の構成358,680
　メイン画面の構成増加

　メイン画面の構成2 西郷邦彦 　メイン画面の構成860,590
　メイン画面の構成初め

合計 946,790
平均 473,395
　メイン画面の構成減少

合計 1,404,845
平均 468,281
　メイン画面の構成減少

合計 1,577,985
平均 394,496
　メイン画面の構成減少

　メイン画面の構成51,840
　メイン画面の構成減少

増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くは１行目の文字で表示されます。が４回の最大検索数増加、見出しフォルダ、条件フォル２行めが４回の最大検索数減少になデータの整理・分類り替えます。
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連続増減回数の項目の選択の説明閾値（％）をカラム、行（
連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くの説明閾値を条件とする検索（％）は、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索をキー入力する比べて編集増か減かをキー入力する決める。定する際にデータが格納される物理ファイルの名前の説明、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索が変わったと機能アイコン判定する大きさをキー入力する％単位フォルダ複数集計で作成指
定すること機能アイコンがで作成きます。

値を条件とする検索 A の説明値を条件とする検索 B に対する操作する増減は、見出しフォルダ、条件フォル閾値を条件とする検索（％）をキー入力する C と機能アイコンすると機能アイコン

• A  B‐ B 　メイン画面の構成＞　メイン画面の構成 A × C ÷ 100　メイン画面の構成なデータの整理・分類らカラム名を得るば続いて表示します。増加

• A  B‐ B 　メイン画面の構成＜　メイン画面の構成‐A × C ÷ 100　メイン画面の構成なデータの整理・分類らカラム名を得るば続いて表示します。減少

• それ以外は増減なデータの整理・分類し 

と機能アイコン判定します。

閾値を条件とする検索（％）の説明違いよる計算方法を次の４つから選択しますい方による回の最大検索数数フォルダを同時に開くが変化の集計する例と機能アイコンして編集以下の説明ようなデータの整理・分類集計をキー入力する挙フォルダの作成げ金額の合計と比較します。）ます。

この説明例は閾値を条件とする検索が０～８％まで作成は「検索条件図」を選択するか、または、１回の最大検索数増加」で作成すが、見出しフォルダ、条件フォル９％になデータの整理・分類ると機能アイコン４回の最大検索数減少になデータの整理・分類り替えます。

閾値を条件とする検索が８％の説明時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル以下の説明様の事ができます。なデータの整理・分類計算になデータの整理・分類り替えます。

2010/06 が増加、見出しフォルダ、条件フォル2010/05 が減少と機能アイコン増減傾向と対策のためのフォルダ群の作成が変わって編集い方るの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くは増加の説明１回の最大検索数と機能アイコンなデータの整理・分類り替えます。

行 担当者 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06

　メイン画面の構成1石塚 慎吾  438,290

　メイン画面の構成291,080

差 -147,210
閾値を条件とする検索 23,286
　メイン画面の構成減少

 256,215
 [PowerFolder] 258,360]
差　メイン画面の構成-34,865
閾値を条件とする検索 20,497
　メイン画面の構成減少

　メイン画面の構成256,215

差 　メイン画面の構成-2,145
閾値を条件とする検索 20,497
　メイン画面の構成なデータの整理・分類し

　メイン画面の構成209,505

差  -46,710
閾値を条件とする検索 16,760
　メイン画面の構成減少

　メイン画面の構成227,910

差 　メイン画面の構成18,405
閾値を条件とする検索 18,232
　メイン画面の構成増加

注）差が閾値を条件とする検索の説明範囲内で作成判定が「検索条件図」を選択するか、または、なデータの整理・分類し」の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル次の中からグラフの種類を選択します。の説明比較は「検索条件図」を選択するか、または、なデータの整理・分類し」の説明値を条件とする検索をキー入力する使いまう
注）閾値を条件とする検索は小数フォルダを同時に開く点の選択とグラフ以下切り替えり替え捨てて編集

閾値を条件とする検索が９％の説明時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル以下の説明様の事ができます。なデータの整理・分類計算になデータの整理・分類り替えます。

増減がなデータの整理・分類しの説明所は傾向と対策のためのフォルダ群の作成が変わって編集い方なデータの整理・分類い方と機能アイコンみ込みなデータの整理・分類すの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル2010/01 まで作成の説明減少傾向と対策のためのフォルダ群の作成と機能アイコンなデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォルその説明後、見出しフォルダ、条件フォル増減なデータの整理・分類しうち、見出しフォルダ、条件フォル全

体の説明増減傾向と対策のためのフォルダ群の作成（この説明場合は減少傾向と対策のためのフォルダ群の作成）と機能アイコン同じ傾向と対策のためのフォルダ群の作成の説明もの説明をキー入力する回の最大検索数数フォルダを同時に開くに加えるの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くは減少の説明４回の最大検索数と機能アイコンなデータの整理・分類り替えま
す。

行 担当者 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06

 1 石塚 慎吾  438,290

 291,080

差 -147,210
閾値を条件とする検索 26,197
　メイン画面の構成減少

 256,215
   [PowerFolder] 258,360]
差  -34,865
閾値を条件とする検索 23,059
　メイン画面の構成減少

 256,215

差   -2,145
閾値を条件とする検索 23,059
　メイン画面の構成なデータの整理・分類し

 227,910
   [PowerFolder] 209,505]
差  -28,305
閾値を条件とする検索 20,511
　メイン画面の構成減少

 227,910

差 　メイン画面の構成18,405
閾値を条件とする検索 20,511
　メイン画面の構成なデータの整理・分類し

注）差が閾値を条件とする検索の説明範囲内で作成判定が「検索条件図」を選択するか、または、なデータの整理・分類し」の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル次の中からグラフの種類を選択します。の説明比較は「検索条件図」を選択するか、または、なデータの整理・分類し」の説明値を条件とする検索をキー入力する使いまう
注）閾値を条件とする検索は小数フォルダを同時に開く点の選択とグラフ以下切り替えり替え捨てて編集
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表の扱い方の説明一覧表の扱い方示の書式設定】

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。クリックすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。変化の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表一覧」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。 ツール

【増減りながら比率（％）であり、】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１２の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表です。 ツール

前回の起動に引き継がれます。 値に対する増減りながら
件で数

.............. 
集計値

..............
差額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を

.............. 

平均値に対する増減りながら ツール
件で数

.............. 
集計値

..............
差額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を

.............. 

先頭のの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値に対する増減りながら
件で数

.............. 
集計値

..............
差額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を

.............. 

増減りながらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。値との蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比率
件で数

.............. 
集計値

..............
差額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を

.............. 

【連続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 増減りながら回の起動に引き継がれます。 数】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。６の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表です。

前回の起動に引き継がれます。 値に対する増減りながら
件で数

.............. 
集計値

..............
差額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を

.............. 

平均値に対する増減りながら ツール
件で数

.............. 
集計値

..............
差額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を

.............. 
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Ⅳ-９ データの表示集計値を条件とする検索をキー入力する条件フォルダの作成と機能アイコンする検索
条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムだけでなＢＩ ツールく集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムも簡単にできるように指定ができます。することが誰でも簡単にできるようにできます。
集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。指定ができます。することにより集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。条件でとする検索が誰でも簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨになＢＩ ツールります。

手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とおりです。
1. 集計カラムを生じないように申し述べます。設定ができます。する。 ツール
2. 表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。__集計表__」から集計カラムを生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式に設
定ができます。する。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式に設定ができます。し述べます。た集計カラムは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索カラムで選択します。可能を備えておりコンパクトなＤＷＨになＢＩ ツールる。 ツール

3. 条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件で図に検索カラムに集計表カラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。た検索条件でを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。する。 ツール

上記を入力します。 ツール2 と ツール3 の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。検索条件でにする」を生じないように申し述べます。選ぶと
少なＢＩ ツールい手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。で済みの表のカラムは削除したり名前みます。

売上データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列を生じないように申し述べます。挙げます。げます。
担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。で売上げ金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をを生じないように申し述べます。集計し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大きい順で説明します。に順で説明します。位を生じないように申し述べます。つけ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位１０人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。を生じないように申し述べます。検索する条件でフォルダを共有するフリーソフトではありま
を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

１．フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位」を生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計を生じないように申し述べます。求したソフトです。め、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計に順で説明します。位を生じないように申し述べます。付けは後述ける。

集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。説明
見の設定出し名をキー入力する 対する操作象カラム名をキー入力する 種類 集計方法の列表示 ソーと機能アイコント 式のデータ

担当者 売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．担当者 視点の選択とグラフ 0

売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計 売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．売上のフォルダを表しているのではあり金額 集計 合計 0

順位フォルダ複数集計 売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．売上のフォルダを表しているのではあり金額 拡張 1 集計順位フォルダ複数集計('売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計')
集計カラム名をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、順位フォルダ複数集計」は「検索条件図」を選択するか、または、集計操作りかたメニューと機能アイコン」→「検索条件図」を選択するか、または、集計追加」→「検索条件図」を選択するか、または、順位フォルダ複数集計」で作成作りかた成する（「検索条件図」を選択するか、または、Ⅳ-２-(２) 集計追加」をキー入力する参照）。
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２．集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。順で説明します。位」にマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。き右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラム○○の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。検索条件でにする」を生じないように申し述べます。選択します。する。

３．検索条件でウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされる。
　検索カラムにはカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。いた集計カラム名が誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。文字列には集計値が誰でも簡単にできるようにセットなＢＩ ツールされて誤解を生じないように申し述べます。いるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。
文字列を生じないように申し述べます。 ツール”10”、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。方を説明します。法で行えます。を生じないように申し述べます。 ツール”と等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いか小さなＢＩさい” ツールに設定ができます。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位が誰でも簡単にできるように１０位以内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索されるように
し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。"フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決に作成について次の順で説明します。" を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックする。

４．「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下にフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。順で説明します。位 ツール<= 10」
が誰でも簡単にできるようにできる。クリックすると順で説明します。位が誰でも簡単にできるように１０位以内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索される。
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次の順で説明します。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。検索条件でにする」を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。わなＢＩ ツールいで設定ができます。する例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列を生じないように申し述べます。示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。
上と同じ名前 様に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。で売上げ金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をを生じないように申し述べます。集計し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大きい順で説明します。に順で説明します。位を生じないように申し述べます。つけます。
今度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩは順で説明します。位の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上位１０人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。とそれ以外で商品で検索し名別する項目であることから項目名とも呼ばれます。で売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をを生じないように申し述べます。集計し述べます。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。みます。

上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール１． ツールと同じ名前 じようにフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位」を生じないように申し述べます。作る。

２．フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式に集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。順で説明します。位」を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。する。
　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計操作メニュー」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計値条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま作成について次の順で説明します。」を生じないように申し述べます。実行するし述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは既に設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。いる。 ツール
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表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一番下に追加の一途を辿っております。される。

３．フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」を生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し名を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計を生じないように申し述べます。求したソフトです。める。

集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。説明
見の設定出し名をキー入力する 対する操作象カラム名をキー入力する 種類 集計方法の列表示 ソーと機能アイコント 式のデータ

商品名をキー入力する 売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．商品名をキー入力する 視点の選択とグラフ 0 　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成

売上のフォルダを表しているのではあり金額の説明合計 売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）．売上のフォルダを表しているのではあり金額 集計 合計 1[PowerFolder] 降順]
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４．フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１０位以内」を生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位が誰でも簡単にできるように１０位以内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように
検索される条件でを生じないように申し述べます。つける。

 検索条件フォルダの作成＝＞ 

５．また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１０位以外」で集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。位が誰でも簡単にできるように１０位以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように検索されるフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作り、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ
-３-(２) 集計表比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。」にし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１０位以内」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１０位以外」を生じないように申し述べます。同じ名前 時に開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き複数集計
すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全体、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１０位以内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１０位以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をが誰でも簡単にできるように商品で検索し別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。できる。
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Ⅳ-１０ データの表示伸縮表示
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件で毎に「追加」ボタンをクリックします。に小さなＢＩ計行するを生じないように申し述べます。挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますし述べます。ます。
小さなＢＩ計行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク端にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する（伸張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。）であり、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する（縮約）であり、が誰でも簡単にできるように交互に繰り返されます。に繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するされます。
小さなＢＩ計行するは視点や条件で毎に「追加」ボタンをクリックします。に挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全体から細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ部のタブにて切り替えます。へと段階的なＢＩに集計値を生じないように申し述べます。追うことが誰でも簡単にできるようにできます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム設定ができます。が誰でも簡単にできるように元にして表を作成できます。になＢＩ ツールります。
まず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でを生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し名」とし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
合は「キャンセル」をクリックします ツール計」とする集計を生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」に切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えます。
先頭のに追加の一途を辿っております。された「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。総合は「キャンセル」をクリックします計」という行するを生じないように申し述べます。見ると全体の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数と売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計が誰でも簡単にできるようにわかります。
それ以降は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１番目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」で縮約し述べます。た表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値が誰でも簡単にできるようにわかります。
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担当てられて表示されます。者の全ての試験項「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。阿部のタブにて切り替えます。清子」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。＋」を生じないように申し述べます。クリックすると明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックし述べます。た「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。＋」は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。―」に変わり
ます。

売上日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。＋」を生じないように申し述べます。クリックするとさらに明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列を生じないように申し述べます。伸張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。」を生じないように申し述べます。選ぶとカーソルが誰でも簡単にできるようにある列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。全て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でが誰でも簡単にできるように伸張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。
され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列を生じないように申し述べます。縮約」を生じないように申し述べます。選ぶと全て誤解を生じないように申し述べます。が誰でも簡単にできるように縮約されます。
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Ⅳ-１１ データの表示比率表示
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選ぶか比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するアイコン を生じないように申し述べます。ク
リックすると比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値ではなＢＩ ツールく基準値（直前、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。先頭の）であり、に対し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。比を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。
集計カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。％表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」が誰でも簡単にできるように”する”であればＲＤＢ基準は 100、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。”し述べます。なＢＩ ツールい”であればＲＤＢ 1と
し述べます。ます。

差分フォルダの作成 ％表示 する

レ 比率 増加印 △

レ 増減マーと機能アイコンク 減少印 ▼

小計 比較対する操作象 先頭のファイの説明カラム名をキー入力する （先頭のファイの説明売上のフォルダを表しているのではありげ金額の合計と比較します。）金額の説明合計と機能アイコン比較します。）

表示カラム名をキー入力する 同じカラム名をキー入力する

「検索条件図」を選択するか、または、集計表示」の説明設定が上のフォルダを表しているのではありの説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、比率表示」は下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。
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「検索条件図」を選択するか、または、％表示」をキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあしなデータの整理・分類い方”処理無し” と表示され、定義してあにすると機能アイコン下の説明ようになデータの整理・分類り替えます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。桁数が誰でも簡単にできるように増えて誤解を生じないように申し述べます。大きなＢＩ ツール数字を生じないように申し述べます。絶対値で扱い方を説明します。うと分かりづらい時に便利です。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。つぎの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように営業担当てられて表示されます。者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。評価を標準的な誰かと比べて見たい時などにも使えます。を生じないように申し述べます。標準的なＢＩなＢＩ ツール誰でも簡単にできるようにかと比べて誤解を生じないように申し述べます。見たい時なＢＩ ツールどにも簡単にできるように使い易さを追求したソフトです。えます。

① ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。列挙げます。項目」が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

②「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／・コンパクトなＢＩ ツール複数集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようにし述べます。ます。
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③ ツール基準となＢＩ ツールる担当てられて表示されます。者の全ての試験項を生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率集計」表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。
　　この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。口純に追加するだけでなく、条件を指定して更一」が誰でも簡単にできるように基準となＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。比率集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上げ金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」欄には「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１」です。

④ ツール〈Ctrl〉キーを押します。キーを生じないように申し述べます。押します。し述べます。なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。し述べます。たい担当てられて表示されます。者の全ての試験項を生じないように申し述べます。順で説明します。不同じ名前 でクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いきます。
大久保友昭
西野祐司
首藤奈美子

担当てられて表示されます。者の全ての試験項「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。口純に追加するだけでなく、条件を指定して更一」を生じないように申し述べます。基準に他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項が誰でも簡単にできるようにどの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。程度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ売り上げたかを生じないように申し述べます。比で知ることができます。ることが誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅳ-１２ データの表示色分フォルダの作成け表示
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」では、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大小さなＢＩにより、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。色とフォントを設定することができます。分けし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすることが誰でも簡単にできるようにできます。
色とフォントを設定することができます。分けの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【色とフォントを設定することができます。分け】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。

 判定する値を条件とする検索 判定の説明対する操作象と機能アイコンなデータの整理・分類る値を条件とする検索をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、比率」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、％比率」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、差分フォルダの作成」、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、集計値を条件とする検索」の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選びます。 

 追加ボタン画面の構成 クリックで作成色分フォルダの作成けの説明範囲をキー入力する追加します。
追加された範囲は、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらにある矩形の説明領域です。に表示されます。 

 削除ボタン画面の構成 色分フォルダの作成け範囲をキー入力する削除します。
削除対する操作象は左ボタンを押しながらの説明矩形内に表示された範囲をキー入力する左ボタンを押しながらボタン画面の構成の説明クリックで作成選択とグラフします。 

 開く始します。の説明値を条件とする検索 範囲の説明開く始します。の説明値を条件とする検索をキー入力する指定します。 

 文字色 文字色をキー入力する指定します。指定しなデータの整理・分類い方時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル"clNone" をキー入力する選択とグラフします。 

背景色 背景色をキー入力する指定します。指定しなデータの整理・分類い方時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル"clNone" をキー入力する選択とグラフします。
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以下の説明設定は、見出しフォルダ、条件フォル集計値を条件とする検索が 50万以上のフォルダを表しているのではあり、見出しフォルダ、条件フォル100万以上のフォルダを表しているのではありをキー入力する色分フォルダの作成けします。

集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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Ⅳ-１３ データの表示グラフ表示
集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。グラフで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすることが誰でも簡単にできるようにできます。
グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。するには を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックし述べます。ます。
以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では売上を生じないように申し述べます。商品で検索し別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に小さなＢＩ計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値引き継がれます。 き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。売上、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック合は「キャンセル」をクリックします計を生じないように申し述べます。集計し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

集計値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するには次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツールグラフが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

視点の選択とグラフ 集計表示の説明視点の選択とグラフカラム名をキー入力するからカラム名を得る選択とグラフします。

集計 上のフォルダを表しているのではありの説明視点の選択とグラフの説明直し下にある集計カラム名をキー入力するからカラム名を得る選択とグラフします。

集計２ ２つ目の文字で表示されます。の説明集計カラム名をキー入力するで作成す。散布図にドロップ、見出しフォルダ、条件フォル棒＆折れ線、円、面、積重ね れ線の説明時に作る有効で作成す。

種類 グラフの説明種類をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選択とグラフします。
　メイン画面の構成棒（縦）、見出しフォルダ、条件フォル棒（横）、見出しフォルダ、条件フォル折れ線、円、面、積重ね れ線、見出しフォルダ、条件フォル円、見出しフォルダ、条件フォル面の説明、見出しフォルダ、条件フォル積重ね ね１００％、見出しフォルダ、条件フォル横並び び１００％、見出しフォルダ、条件フォル
　メイン画面の構成パレーと機能アイコント図にドロップ、見出しフォルダ、条件フォル散布図にドロップ、見出しフォルダ、条件フォル棒＆折れ線、円、面、積重ね れ線

横回の最大検索数転 3D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル横回の最大検索数転の説明大きさをキー入力する指定します。

縦回の最大検索数転 3D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル縦回の最大検索数転の説明大きさをキー入力する指定します。

　メイン画面の構成3D ３次の中からグラフの種類を選択します。元にするの説明立とボード表示体的なデータの整理・分類グラフかをキー入力する選択とグラフします。

直し交 縦軸と横軸が直角になるようにします。と機能アイコン横軸と横軸が直角になるようにします。が直し角になデータの整理・分類るようにします。

転置 行と機能アイコン列をキー入力する入れ替ええた集計表をキー入力する元にするにします。

複数フォルダを同時に開く 複数フォルダを同時に開くの説明集計値を条件とする検索をキー入力する同時に作るに表示するかをキー入力する選択とグラフします。

ド表示リルからカラム名を得るダの扱い方ウン画面の構成 選択とグラフすると機能アイコン視点の選択とグラフが複数フォルダを同時に開くある集計をキー入力する最初の説明視点の選択とグラフからカラム名を得るグラフ表示し、見出しフォルダ、条件フォルグラフ上のフォルダを表しているのではありで作成次の中からグラフの種類を選択します。の説明視点の選択とグラフ
の説明詳細に移行できるようにします。に移行で作成きるようにします。

設定ボタン画面の構成 グラフの説明設定ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する表示します。

左ボタンを押しながら上のフォルダを表しているのではありリストボックス 棒 グラフで作成複数フォルダを同時に開くグラフの説明場合、見出しフォルダ、条件フォル棒の説明配置をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選択とグラフします。

　メイン画面の構成縦並び び、見出しフォルダ、条件フォル横並び び、見出しフォルダ、条件フォル積重ね ね、見出しフォルダ、条件フォル積重ね ね 100%
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グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様になＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。

グラフ種類 グラフ右横の説明「検索条件図」を選択するか、または、種類」と機能アイコン同じで作成、見出しフォルダ、条件フォルグラフの説明種類をキー入力する指定します。

3D グラフ右横の説明「検索条件図」を選択するか、または、３ D」と機能アイコン同じで作成す。

直し交 グラフ右横の説明「検索条件図」を選択するか、または、直し交」と機能アイコン同じで作成す。

転置 グラフ右横の説明「検索条件図」を選択するか、または、転置」と機能アイコン同じで作成す。

複数フォルダを同時に開く グラフ右横の説明「検索条件図」を選択するか、または、複数フォルダを同時に開く」と機能アイコン同じで作成す。

ド表示リルからカラム名を得るダの扱い方ウン画面の構成 グラフ右横の説明「検索条件図」を選択するか、または、ド表示リルからカラム名を得るダの扱い方ウン画面の構成」と機能アイコン同じで作成す。

閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじるボタン画面の構成 グラフの説明設定ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。

設定をキー入力する保存の表を元にするボタン画面の構成 現 在の説明設定をキー入力するフォルからカラム名を得るダの扱い方に関連付けけて編集保存の表を元にするします。

各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様になＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。
全般

奥行
　メイン画面の構成３ D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル奥行をキー入力する指定します。
回の最大検索数転
　メイン画面の構成３ D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル回の最大検索数転をキー入力する指定します。
　メイン画面の構成下方にあるスライダの扱い方ーと機能アイコンバーと機能アイコンは横回の最大検索数転。
グラフ線幅
　メイン画面の構成３ D で作成なデータの整理・分類い方場合、見出しフォルダ、条件フォル折れ線、円、面、積重ね れ線、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。の説明線幅をキー入力する指定しま
す。
位フォルダ複数集計置
　メイン画面の構成３ D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルグラフの説明位フォルダ複数集計置をキー入力する指定します。
　メイン画面の構成下方にあるスライダの扱い方ーと機能アイコンバーと機能アイコンは横方向と対策のためのフォルダ群の作成。
余白や記号（アンダースコアは除く）は使えない
　メイン画面の構成上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明余白や記号（アンダースコアは除く）は使えないをキー入力する指定します。
全体倍率
　メイン画面の構成３ D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルグラフの説明大きさをキー入力する指定します。
文字倍率
　メイン画面の構成文字部分フォルダの作成の説明大きさをキー入力する指定します。

種類別 - 棒

影を付けるをキー入力する付けける
　メイン画面の構成3D の説明場合、見出しフォルダ、条件フォル面の説明に影を付けるをキー入力する付けけるかをキー入力する選択とグラフします。
余白や記号（アンダースコアは除く）は使えないをキー入力するあける
　メイン画面の構成両端に行番号が表示されます。に余白や記号（アンダースコアは除く）は使えないをキー入力するあけるかをキー入力する選択とグラフします。
並び びと機能アイコン重ね ね
　メイン画面の構成棒グラフで作成複数フォルダを同時に開くグラフの説明場合、見出しフォルダ、条件フォル棒の説明配置をキー入力する選択とグラフし
ます。
棒の説明種類
　メイン画面の構成棒グラフの説明棒の説明種類をキー入力する選択とグラフします。
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種類別 - 円

最大区分フォルダの作成の説明分フォルダの作成割
　メイン画面の構成円グラフで作成最大の説明区分フォルダの作成をキー入力する分フォルダの作成離します。する大きさをキー入力する指定し
ます。
回の最大検索数転
　メイン画面の構成円グラフの説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。をキー入力する指定します。
横径
　メイン画面の構成円グラフの説明横の説明大きさをキー入力する指定します。
縦径
　メイン画面の構成円グラフの説明縦の説明大きさをキー入力する指定します。
デーと機能アイコンタの説明最大数フォルダを同時に開く
　メイン画面の構成円グラフの説明デーと機能アイコンタの説明最大数フォルダを同時に開くをキー入力する指定します。
　メイン画面の構成超えたものはその他でまとめられます。えたもの説明はその説明他】タブで作成まと機能アイコンめらカラム名を得るれます。

種類別 - 折れ線、円、面、積重ね 線

点の選択とグラフの説明大きさ
　メイン画面の構成折れ線、円、面、積重ね れ線の説明デーと機能アイコンタ点の選択とグラフの説明大きさをキー入力する指定します。
点の選択とグラフの説明種類
　メイン画面の構成折れ線、円、面、積重ね れ線の説明デーと機能アイコンタ点の選択とグラフの説明種類をキー入力する指定します。

種類別 - 散布

平均線をキー入力する 引く
　メイン画面の構成散布図にドロップの説明平均線をキー入力する引くかをキー入力する指定します。
回の最大検索数帰線をキー入力する引く
　メイン画面の構成散布図にドロップの説明回の最大検索数帰線をキー入力する引くかをキー入力する指定します。
デーと機能アイコンタラベルからカラム名を得るをキー入力する表示
　メイン画面の構成散布図にドロップの説明デーと機能アイコンタラベルからカラム名を得るをキー入力する表示するかをキー入力する指定しま
す。
点の選択とグラフの説明大きさ
　メイン画面の構成デーと機能アイコンタ点の選択とグラフの説明点の選択とグラフの説明大きさをキー入力する指定します。
点の選択とグラフの説明種類
　メイン画面の構成デーと機能アイコンタ点の選択とグラフの説明種類をキー入力する指定します。

軸と横軸が直角になるようにします。
最大値を条件とする検索
　メイン画面の構成目の文字で表示されます。盛の最大値を指定します。の説明最大値を条件とする検索をキー入力する指定します。
　メイン画面の構成空欄にマクロ文字列がセットされます。の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルグラフの説明値を条件とする検索に準として、水平方向の位置揃えの方法を以じます。
最小値を条件とする検索
　メイン画面の構成目の文字で表示されます。盛の最大値を指定します。の説明最小値を条件とする検索をキー入力する指定します。
　メイン画面の構成空欄にマクロ文字列がセットされます。の説明場合、見出しフォルダ、条件フォルグラフの説明値を条件とする検索に準として、水平方向の位置揃えの方法を以じます。
目の文字で表示されます。盛の最大値を指定します。の説明増分フォルダの作成
　メイン画面の構成目の文字で表示されます。盛の最大値を指定します。の説明増分フォルダの作成をキー入力する指定します。
上のフォルダを表しているのではあり端に行番号が表示されます。（右端に行番号が表示されます。）間隔を揃える
　メイン画面の構成軸と横軸が直角になるようにします。の説明最大値を条件とする検索と機能アイコン端に行番号が表示されます。の説明間隔を揃えるをキー入力する指定します。
（以上のフォルダを表しているのではありは左ボタンを押しながら軸と横軸が直角になるようにします。、見出しフォルダ、条件フォル下軸と横軸が直角になるようにします。、見出しフォルダ、条件フォル右軸と横軸が直角になるようにします。に共通な領域で、タブで切り換えます。で作成す。）
視点の選択とグラフ項目の文字で表示されます。の説明内容の切り替えをキー入力する表示
　メイン画面の構成視点の選択とグラフ項目の文字で表示されます。の説明内容の切り替えをキー入力するグラフの説明下に表示するかをキー入力する指
定します。
文字の説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。
　メイン画面の構成グラフの説明下に表示する文字の説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。をキー入力する指定し
ます。
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ラベルからカラム名を得る
デーと機能アイコンタラ ベルからカラム名を得るをキー入力する表示
　メイン画面の構成デーと機能アイコンタラベルからカラム名を得るをキー入力する表示するかをキー入力する指定します。
引出線をキー入力する表示
　メイン画面の構成引出線をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。
長さ→さ
　メイン画面の構成引出線の説明長さ→さをキー入力する指定します。
枠をキー入力する表示
　メイン画面の構成枠をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。
背景をキー入力する透明化の集計
　メイン画面の構成背景をキー入力する透明にするかをキー入力する指定します。
複数フォルダを同時に開く行で作成表示
　メイン画面の構成内容の切り替えをキー入力する複数フォルダを同時に開く行で作成表示するかをキー入力する指定します。
内容の切り替え
　メイン画面の構成内容の切り替えをキー入力する指定します。

凡例
複数フォルダを同時に開く集計 時に作るに表示
　メイン画面の構成複数フォルダを同時に開く集計時に作るに凡例をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。
影を付けるをキー入力する付けける
　メイン画面の構成影を付けるをキー入力する付けけるかをキー入力する指定します。
枠をキー入力する表示
　メイン画面の構成枠をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。
背景をキー入力する透明化の集計
　メイン画面の構成背景をキー入力する透明にするかをキー入力する指定します。
位フォルダ複数集計置
　メイン画面の構成凡例の説明位フォルダ複数集計置をキー入力する指定します。
色の説明幅
　メイン画面の構成凡例に表示する色の説明幅をキー入力する指定します。
開く始します。位フォルダ複数集計置
　メイン画面の構成凡例の説明表示の説明開く始します。位フォルダ複数集計置をキー入力する指定します。
グラフと機能アイコンの説明間隔を揃える
　メイン画面の構成凡例と機能アイコングラフと機能アイコンの説明間隔を揃えるをキー入力する指定します。 

見の設定出

上のフォルダを表しているのではあり部
　メイン画面の構成上のフォルダを表しているのではあり部の説明見の設定出しをキー入力する指定します。
左ボタンを押しながら軸と横軸が直角になるようにします。
　メイン画面の構成左ボタンを押しながら軸と横軸が直角になるようにします。の説明見の設定出しをキー入力する指定します。
右軸と横軸が直角になるようにします。
　メイン画面の構成右軸と横軸が直角になるようにします。の説明見の設定出しをキー入力する指定します。
下軸と横軸が直角になるようにします。
　メイン画面の構成下軸と横軸が直角になるようにします。の説明見の設定出しをキー入力する指定します。
適用グリッドボタン画面の構成
　メイン画面の構成指定した値を条件とする検索をキー入力するグラフに反映します。します。
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色

基に表更新本
　メイン画面の構成基に表更新本と機能アイコンなデータの整理・分類る色で作成、見出しフォルダ、条件フォル変更で作成きません。
外観
　メイン画面の構成背景や集計結果の表示の切り替えについて説明します。見の設定出等を表示する領域です。の説明色をキー入力する指定します。
グラフ
　メイン画面の構成グラフ〈折れ線、円、面、積重ね れ線以外）の説明色をキー入力する指定します。
折れ線、円、面、積重ね れ線・平均線
　メイン画面の構成折れ線、円、面、積重ね れ線と機能アイコン散布図にドロップの説明平均線の説明色をキー入力する指定します。
折れ線、円、面、積重ね れ線点の選択とグラフ・回の最大検索数帰線
　メイン画面の構成折れ線、円、面、積重ね れ線の説明デーと機能アイコンタ点の選択とグラフと機能アイコン散布部の説明回の最大検索数帰線の説明色をキー入力する指定
します。 

グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。は４０色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。一組にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数集計時に順で説明します。番に割り当てられて表示されます。り当てられて表示されます。て誤解を生じないように申し述べます。ます。
色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組みは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。基本」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。外観」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフ」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。折れ線の・平均線」、「折れ線点・回帰線」の５つありまれ線で表示されています。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。・コンパクトなＢＩ ツール平均線で表示されています。」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。折れ線の・平均線」、「折れ線点・回帰線」の５つありまれ線で表示されています。点や条件で・コンパクトなＢＩ ツール回の起動に引き継がれます。 帰線で表示されています。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５つありま
す。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。基本」は固定ができます。的なＢＩに決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でめられた基本の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。外観」以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。はこの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。になＢＩ ツールります。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。基本」以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でするには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ル・コンパクトなＢＩ ツールクリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから選択します。することも簡単にできるようにできます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンで色とフォントを設定することができます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件ですることも簡単にできるようにできます。
「外観」の背景、凡例背景、後壁、左壁、下壁、右壁はダブルクリックで開く設定ウィンドウでグラデー」の説明背景、行（凡例背景、行（後壁、行（左壁、行（下壁、行（右壁はダの扱い方ブルクリックで開く設定ウィンドウでグラデーく場合設定ウィンド表示】ウでグラデー
ションをカラム、行（指定できます。さら他表のカラムを取り除く場合に後壁、行（左壁、行（下壁、行（右壁は透明度も指定できます。も指定できます。

色 - グラデーと機能アイコンション画面の構成や集計結果の表示の切り替えについて説明します。透明度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明設定

開く始します。色
　メイン画面の構成グラデーと機能アイコンション画面の構成の説明最初の説明色をキー入力する指定します。
中の検索結果を対象に文字列を検索します。 間色
　メイン画面の構成中の検索結果を対象に文字列を検索します。 間の説明色をキー入力する指定します。
終了色
　メイン画面の構成最後の説明色をキー入力する指定します。
方向と対策のためのフォルダ群の作成
　メイン画面の構成色をキー入力する変化の集計させる向と対策のためのフォルダ群の作成きをキー入力する指定します。
グラデーと機能アイコンション画面の構成有効
　メイン画面の構成グラデーと機能アイコンション画面の構成をキー入力する有効にするかをキー入力する指定します。
　メイン画面の構成有効で作成なデータの整理・分類い方場合、見出しフォルダ、条件フォル開く始します。色の説明単色になデータの整理・分類り替えます。
以下の説明設定は後壁、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながら壁、見出しフォルダ、条件フォル下壁、見出しフォルダ、条件フォル右壁の説明み込みで作成す。
透明度クリックすると昇順、降順が逆になります。
　メイン画面の構成透明度クリックすると昇順、降順が逆になります。をキー入力する指定します。
表示
　メイン画面の構成表示するかをキー入力する指定します。 
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フォン画面の構成ト

左ボタンを押しながらの説明一覧を表示することもで
　メイン画面の構成文字列の説明場所をキー入力する指定します。
色
　メイン画面の構成文字の説明色をキー入力する指定します。
フォン画面の構成ト名をキー入力する
　メイン画面の構成フォン画面の構成ト名をキー入力するをキー入力する指定します。
サイズ
　メイン画面の構成フォン画面の構成トの説明サイズをキー入力する指定します。
詳細に移行できるようにします。
　メイン画面の構成フォン画面の構成トをキー入力する設定するウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。

線分フォルダの作成

左ボタンを押しながらの説明一覧を表示することもで
　メイン画面の構成線分フォルダの作成の説明場所をキー入力する指定します。
色
　メイン画面の構成線分フォルダの作成の説明色をキー入力する指定します。
線種
　メイン画面の構成線種をキー入力する指定します。
線幅
　メイン画面の構成線幅をキー入力する指定します。
線分フォルダの作成をキー入力する表示
　メイン画面の構成線分フォルダの作成をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。

値を条件とする検索

視点の選択とグラフ
　メイン画面の構成集計表示で作成視点の選択とグラフと機能アイコンして編集設定されて編集い方るカラム名をキー入力するからカラム名を得る
選択とグラフします。
集計
　メイン画面の構成上のフォルダを表しているのではありの説明視点の選択とグラフで作成選択とグラフ可能メニューと機能アイコンなデータの整理・分類集計値を条件とする検索からカラム名を得る選択とグラフします。
集計２
　メイン画面の構成２つ目の文字で表示されます。の説明集計値を条件とする検索で作成す。
　メイン画面の構成散布図にドロップ、見出しフォルダ、条件フォル棒＆折れ線、円、面、積重ね れ線の説明時に作る有効で作成す。

コピペ

設定の説明コピーと機能アイコン
　メイン画面の構成現在の説明グラフの説明設定をキー入力するクリップボーと機能アイコンド表示にコピーと機能アイコンしま
す。
設定の説明貼り付け付けけ
　メイン画面の構成クリップボーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力する設定パラメーと機能アイコンタに表示しま
す。
変更箇所
　メイン画面の構成設定パラメーと機能アイコンタに表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明値を条件とする検索で作成変更する箇所をキー入力する
指定します。
設定パラメーと機能アイコンタ
　メイン画面の構成取り替え込んだ設定パラメーと機能アイコンタで作成す。 
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Ⅳ-１３-(１) グラフの構成種類
PowerFolder で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する可能を備えておりコンパクトなＤＷＨなＢＩ ツールグラフは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

棒グラフ

「検索条件図」を選択するか、または、直し交：yes」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、種類別タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、棒：種類：グラデーと機能アイコンション画面の構成」

→「検索条件図」を選択するか、または、軸と横軸が直角になるようにします。タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、文字の説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。：90」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォルグラフ色、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

棒〈横〉キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないまグラフ

「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、種類別タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、棒：種類：円筒」

→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォルグラフ色、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

折れ線、円、面、積重ね れ線グラフ

「検索条件図」を選択するか、または、３ D：no」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、全般タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ線幅：3」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線・平均線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線点の選択とグラフ・回の最大検索数帰線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」
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円グラフ

「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、種類別タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、円：最大区分フォルダの作成の説明分フォルダの作成割：12」
→「検索条件図」を選択するか、または、横径：130」
→「検索条件図」を選択するか、または、縦径：110」
→「検索条件図」を選択するか、または、ラベルからカラム名を得るタブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、デーと機能アイコンタラベルからカラム名を得るをキー入力する表示」

→「検索条件図」を選択するか、または、長さ→さ：-46」
→「検索条件図」を選択するか、または、内容の切り替え：視点の選択とグラフカラム名をキー入力するの説明内容の切り替え」

→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル凡例＆ラベルからカラム名を得る背景、見出しフォルダ、条件フォル文字、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

面の説明グラフ

「検索条件図」を選択するか、または、直し交：yes」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、線分フォルダの作成タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、輪郭線：線幅：1」
→「検索条件図」を選択するか、または、軸と横軸が直角になるようにします。タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、文字の説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。：90」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル後壁、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

積重ね ね１００％

「検索条件図」を選択するか、または、3D：no」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、線分フォルダの作成タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、輪郭線：線幅：1」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ、見出しフォルダ、条件フォル背景、見出しフォルダ、条件フォル凡例背景、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」
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横並び び１００％

「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、種類別タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、棒：棒グラフの説明種類：円筒」

→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ、見出しフォルダ、条件フォル背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

パレーと機能アイコント図にドロップ

「検索条件図」を選択するか、または、３ D：no」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、全般タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ線幅：3」
→「検索条件図」を選択するか、または、軸と横軸が直角になるようにします。タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、文字の説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。：90」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線・平均線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線点の選択とグラフ・回の最大検索数帰線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

散布図にドロップ

「検索条件図」を選択するか、または、３ D：no」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、種類別タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、散布図にドロップ：デーと機能アイコンタラベルからカラム名を得るをキー入力する表示：yes」
→「検索条件図」を選択するか、または、ラベルからカラム名を得るタブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、枠をキー入力する表示：no」
→「検索条件図」を選択するか、または、背景をキー入力する透明化の集計：yes」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線・平均線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線点の選択とグラフ・回の最大検索数帰線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

散布図にドロップの説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながら軸と横軸が直角になるようにします。は「検索条件図」を選択するか、または、集計」、見出しフォルダ、条件フォル下軸と横軸が直角になるようにします。は「検索条件図」を選択するか、または、集計２」の説明値を条件とする検索になデータの整理・分類り替えます。
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棒＆折れ線、円、面、積重ね れ線

「検索条件図」を選択するか、または、３ D：no」
「検索条件図」を選択するか、または、設定ボタン画面の構成」
→「検索条件図」を選択するか、または、全般タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ線幅：3」
→「検索条件図」を選択するか、または、種類別タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、棒：棒グラフの説明種類：矢印」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね 線：点の選択とグラフの説明大きさ：6」
→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね 線：点の選択とグラフの説明種類：米十字」

→「検索条件図」を選択するか、または、軸と横軸が直角になるようにします。タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、（左ボタンを押しながら軸と横軸が直角になるようにします。）目の文字で表示されます。盛の最大値を指定します。の説明増分フォルダの作成：2000000」
→「検索条件図」を選択するか、または、（右軸と横軸が直角になるようにします。）目の文字で表示されます。盛の最大値を指定します。の説明増分フォルダの作成：20」
→「検索条件図」を選択するか、または、文字の説明回の最大検索数転角度クリックすると昇順、降順が逆になります。：90」
→「検索条件図」を選択するか、または、色タブで切り換えます。」

→「検索条件図」を選択するか、または、グラフ：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線・平均線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、折れ線、円、面、積重ね れ線点の選択とグラフ・回の最大検索数帰線：変更」

→「検索条件図」を選択するか、または、背景、見出しフォルダ、条件フォル壁、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。変更」

棒＆折れ線、円、面、積重ね れ線の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル棒グラフは左ボタンを押しながら軸と横軸が直角になるようにします。で作成「検索条件図」を選択するか、または、集計」、見出しフォルダ、条件フォル折れ線、円、面、積重ね れ線グラフは右軸と横軸が直角になるようにします。で作成「検索条件図」を選択するか、または、集計２」の説明値を条件とする検索になデータの整理・分類り替えます。
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Ⅳ-１３-(２) 視点の選択とグラフの構成選択とグラフと機能アイコングラフ
グラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加画するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でカラムと集計カラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選ばＲＤＢれたカラムは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように下軸として横方向へ集計していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。となＢＩ ツールります。
集計で視点や条件でが誰でも簡単にできるように複数あり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選ばＲＤＢれたカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。に視点や条件でが誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下軸として横方向へ集計していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。は一番
左クから選ばＲＤＢれたカラム迄の年度、半期、等で指の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。アンダを共有するフリーソフトではありまース集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／コア( _ )で連結し述べます。たも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。となＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それより右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件では凡例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列と
なＢＩ ツールります。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計を生じないように申し述べます。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し分類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組合は「キャンセル」をクリックしますせで集計し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。

グラフで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ」を生じないように申し述べます。視点や条件でとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。選んだ場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し分類」を生じないように申し述べます。選んだ場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
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Ⅳ-１３-(３) 複数フォルダを同時に開く集計と機能アイコンクロス集計の構成グラフ
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。複数集計」やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール集計値を生じないように申し述べます。比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。する集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフも簡単にできるようにフォルダを共有するフリーソフトではありま毎に「追加」ボタンをクリックします。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ視点や条件で毎に「追加」ボタンをクリックします。に描き、その結果をみて更に条件を追加画さ
れるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。違いは、「いを生じないように申し述べます。グラフで見ることが誰でも簡単にできるようにできます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-３ ツール複数集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様になＢＩ ツールります。
フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、2007/02*」をキー入力する開くい方た時に作る フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、2007/02*」と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、2007/03*」をキー入力する開くい方た時に作る

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、2007/02*」「検索条件図」を選択するか、または、2007/03*」「検索条件図」を選択するか、または、2007/04*」をキー入力する開くい方た
時に作る
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折れ線、円、面、積重ね れ線 円

面の説明

以上は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値で描き、その結果をみて更に条件を追加いたグラフです。
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比率表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。グラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加くことも簡単にできるようにできます。
比率の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフは単にできるように数集計では１組の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値し述べます。かなＢＩ ツールいの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で比率は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。１」となＢＩ ツールり意味は、カラム釣った日の内容の先頭から「７文字」で列挙するということです。が誰でも簡単にできるようになＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み意
味は、カラム釣った日の内容の先頭から「７文字」で列挙するということです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ある表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールります。

以下は比率グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列です。

フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、2007/02*」の説明比率グラフ
フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、2007/02*」「検索条件図」を選択するか、または、2007/03*」「検索条件図」を選択するか、または、2007/04*」の説明比率グ

ラフ
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Ⅳ-１３-(４) グラフの構成印刷と機能アイコンファイルからカラム名を得る出力する
グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」から印が表示されます。刷することができます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフ」からファイル出力が誰でも簡単にできるようにできます。

ファイル出力の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォーマットなＢＩ ツールは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。WMF(Windowsメタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。EMF(Enhanced Meta File)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。BMP(ビッ
トなＢＩ ツールマップ)が誰でも簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。
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Ⅳ-１３-(５) グラフの構成値を条件とする検索表示と機能アイコンド表示リルからカラム名を得るダの種類ウン画面の構成
グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ上を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するさせることが誰でも簡単にできるようにできます。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされた値を生じないように申し述べます。消えて、表「釣り実績」の［カラム去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしなするにはグラフ以外（背景に表示され項目（カラム）名と内容表示枠を移動したり内容表示、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。）であり、を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでクリックし述べます。ます。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値は左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで消えて、表「釣り実績」の［カラム去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしな、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグで移動します。が誰でも簡単にできるようにできます。

またグラフ上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンクリックでメニューが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
クリックし述べます。たグラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダなＢＩ ツール集計が誰でも簡単にできるように定ができます。義の書き出し」を選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。あると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ」が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。すると詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダなＢＩ ツール集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ
が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフを生じないように申し述べます。見なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、リルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ンが誰でも簡単にできるようにできます。
グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するするとメニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。戻ってそこに今設定したカラムのフォルダ「釣り実績」が表示されています。る」が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で集計間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。自由に行ったり来たりでに行するき来たりでできます。 ツール
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例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ集計が誰でも簡単にできるように以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それぞれで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」が誰でも簡単にできるように設定ができます。
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いると上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。西」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ上でメニューで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ」が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。西」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダグラフは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。 ツール
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上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」を生じないように申し述べます。３つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でご紹介するとに繰り返し集計を試行する返し集計を試行するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、リルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ン」を生じないように申し述べます。指
定ができます。すればＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」を生じないように申し述べます。繰り返し集計を試行するり返し集計を試行するさなＢＩ ツールくて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように同じ名前 じことが誰でも簡単にできるようにできます。
以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」が誰でも簡単にできるように最後に、に一つだけある集計表を生じないように申し述べます。作ります。

グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、リルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ン」を生じないように申し述べます。指定ができます。すると上と同じ名前 じグラフが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされる
メニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ」が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、リルダを共有するフリーソフトではありまウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ンが誰でも簡単にできるようにできるようになＢＩ ツールります。
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Ⅳ-１３-(６) グラフの構成ポップアップメニューと機能アイコン
グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するで右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 詳細に移行できるようにします。 メニューと機能アイコンをキー入力する表示した時に作るの説明カーと機能アイコンソルからカラム名を得る位フォルダ複数集計置の説明グラフの説明下に詳細に移行できるようにします。なデータの整理・分類集計がある場合に有効に
なデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフすると機能アイコン詳細に移行できるようにします。なデータの整理・分類集計の説明グラフをキー入力する表示します。

 戻るる 「検索条件図」を選択するか、または、詳細に移行できるようにします。」で作成選択とグラフした集計をキー入力する一つ前のフォルダに戻ります。に戻るり替えます。

 設定をキー入力する新規フォルからカラム名を得るダの扱い方

に保存の表を元にする

開くい方て編集い方るフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明下に新しい方条件フォルダの作成フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかたり替え、見出しフォルダ、条件フォルそこにグラフと機能アイコン集計の説明設定をキー入力する保
存の表を元にするし、見出しフォルダ、条件フォル範囲選択とグラフがあれば続いて表示します。検索条件フォルダの作成と機能アイコンします。

範囲選択とグラフの説明解除 範囲選択とグラフをキー入力するした後に有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフすると機能アイコン範囲選択とグラフをキー入力する解除します。

 下軸と横軸が直角になるようにします。と機能アイコン凡例の説明交換えます。 下軸と横軸が直角になるようにします。か凡例で作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示すると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフすると機能アイコン下軸と横軸が直角になるようにします。と機能アイコン凡例の説明視点の選択とグラフカラム名をキー入力するをキー入力する
交換えます。します。

 ソーと機能アイコント 集計表の説明カラム名をキー入力するが割り替え当て編集らカラム名を得るれた軸と横軸が直角になるようにします。で作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示すると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフすると機能アイコン該
当するカラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索をキー入力するソーと機能アイコントします。 

 集計方法の列表示 集計表の説明集計値を条件とする検索が割り替え当て編集らカラム名を得るれた軸と横軸が直角になるようにします。で作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示すると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル次の中からグラフの種類を選択します。の説明サブで切り換えます。メ
ニューと機能アイコンが表示されます。

件フォルダの作成数フォルダを同時に開く、見出しフォルダ、条件フォル最小、見出しフォルダ、条件フォル最大、見出しフォルダ、条件フォル合計、見出しフォルダ、条件フォル平均、見出しフォルダ、条件フォル分フォルダの作成散、見出しフォルダ、条件フォル標準として、水平方向の位置揃えの方法を以偏差
選択とグラフすると機能アイコン指定した集計方法の列表示で作成の説明集計値を条件とする検索に変わり替えます。

カラム名をキー入力するについ方て編集は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅳ-２-(２) 集計追加」をキー入力する参照して編集下さい方。

 集計追加 集計表の説明集計値を条件とする検索が割り替え当て編集らカラム名を得るれた軸と横軸が直角になるようにします。で作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示すると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル次の中からグラフの種類を選択します。の説明サブで切り換えます。メ
ニューと機能アイコンが表示されます。

順位フォルダ複数集計、見出しフォルダ、条件フォル累計、見出しフォルダ、条件フォル構成比、見出しフォルダ、条件フォル累計比、見出しフォルダ、条件フォル増減比率、見出しフォルダ、条件フォル増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く
選択とグラフすると機能アイコン指定した集計方法の列表示で作成の説明集計カラム名をキー入力するが追加され、見出しフォルダ、条件フォルその説明カラム名をキー入力するが軸と横軸が直角になるようにします。に割り替え当て編集らカラム名を得る
れます。

カラム名をキー入力するについ方て編集は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅳ-２-(２) 集計追加」をキー入力する参照して編集下さい方。

 日付け変換えます。 集計表の説明視点の選択とグラフで作成日付けが割り替え当て編集らカラム名を得るれた軸と横軸が直角になるようにします。か凡例で作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示すると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル
次の中からグラフの種類を選択します。の説明サブで切り換えます。メニューと機能アイコンが表示されます。

なデータの整理・分類し、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、月」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、日」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、曜日」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年月」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル
「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、半期」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、四半期」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。半期」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。
四半期」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。月」に変換えます。、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。週」、「年度日」」に変換えます。

選択とグラフすると機能アイコン指定した方法の列表示で作成日付けをキー入力する変換えます。し集計しグラフ表示します。

 グラフの説明設定 グラフの説明設定ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。
メニューと機能アイコンをキー入力する表示した場所によって編集以下の説明ように表示され、見出しフォルダ、条件フォル設定ウィン画面の構成ド表示ウの説明該当するタブで切り換えます。
が選択とグラフされた状態に戻します。で作成表示されます。

軸と横軸が直角になるようにします。の説明設定、見出しフォルダ、条件フォル凡例の説明設定、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出の説明設定

グラフの説明設定ウィン画面の構成ド表示ウについ方て編集は「検索条件図」を選択するか、または、Ⅳ-13 グラフ表示」をキー入力する参照して編集下さい方。

 削除 集計表の説明カラム名をキー入力するが割り替え当て編集らカラム名を得るれた軸と横軸が直角になるようにします。で作成メニューと機能アイコンをキー入力する表示すると機能アイコン有効になデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフすると機能アイコン該
当するカラム名をキー入力するをキー入力する削除します。
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Ⅳ-１３-(７) グラフの構成範囲指定
グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するでは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ上でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ操作で矩形を生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加いて誤解を生じないように申し述べます。縦軸として横方向へ集計していきます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ横軸として横方向へ集計していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値
だけでグラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加く事が誰でも簡単にできるようにできます。

グラフを生じないように申し述べます。見て誤解を生じないように申し述べます。適当てられて表示されます。なＢＩ ツール位置などを設定します。でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。押します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。し述べます。ます。

ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグすると範囲われます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ範囲われます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値が誰でも簡単にできるようにマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。移動します。に連動します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では縦軸として横方向へ集計していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上限り 値が誰でも簡単にできるようにグラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最大値を生じないように申し述べます。超えるたびに下記の確認メッセージが表示されます。えて誤解を生じないように申し述べます。いるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いません。
適当てられて表示されます。なＢＩ ツール位置などを設定します。でドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグを生じないように申し述べます。終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。ます。
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範囲われます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で範囲われます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値は編集できます。また有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内を生じないように申し述べます。示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすチェックボックス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マークを生じないように申し述べます。外し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。無い状効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内
にすることも簡単にできるようにできます。
下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列では担当てられて表示されます。者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。範囲われます。は無い状効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内にし述べます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計だけを生じないように申し述べます。有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内にし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。
設定ができます。を生じないように申し述べます。確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計が誰でも簡単にできるように６００万を生じないように申し述べます。超えるたびに下記の確認メッセージが表示されます。えるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。だけが誰でも簡単にできるようにグラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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範囲われます。選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。解を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。は右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。範囲われます。選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。解を生じないように申し述べます。除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

上の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューで「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。設定ができます。を生じないように申し述べます。新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式規に登録して関連付けることでも解決フォルダを共有するフリーソフトではありまに保存されません。」を生じないように申し述べます。選択します。すると以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ク
リックでフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。

作成について次の順で説明します。されたフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項を生じないように申し述べます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計で検索」では指定ができます。し述べます。た範囲われます。が誰でも簡単にできるように検索条件でとなＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。ます。フォル
ダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅳ-１４ データの表示カーと機能アイコンド表示表示
PowerFolder には３種類の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるようにあります。

1. 検索カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する　　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。  ツール検索」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する ツール
2. 集計カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する　　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。  ツール集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する ツール
3. グラフカードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。  ツールグラフ」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する ツール

カードなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するするには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対応する結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。選択します。し述べます。た上で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選ぶか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
アイコン「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。 」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。

検索カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するについて誤解を生じないように申し述べます。は ツール「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-４-(１) カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」 ツールを生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。
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Ⅳ-１４-(１) 集計カーと機能アイコンド表示表示
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-４-(１)カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」で述べます。べたように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時も簡単にできるようにカードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。違いは、「いは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するでは集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。元にして表を作成できます。になＢＩ ツールった検索結
果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダが誰でも簡単にできるようにカードなどのメモリー間で交換をする時は、上に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされることです。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。販売管理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。見積番号で集計し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。件で数を生じないように申し述べます。みるとし述べます。ます。

カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。見積番号」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」に加の一途を辿っております。えて誤解を生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。になＢＩ ツールった検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダとし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する設定ができます。を生じないように申し述べます。変えるには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、上で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ表カラム設定ができます。」
を生じないように申し述べます。選びます。
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カラム名をキー入力する一覧を表示することもで 左ボタンを押しながら端に行番号が表示されます。の説明チェックボックスの説明レ印で作成カラム名をキー入力するの説明表示／非表示をキー入力する設定で作成きます。

見の設定出しの説明色 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し行の説明色が設定で作成きます。

デーと機能アイコンタの説明色 1 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル奇数フォルダを同時に開く行の説明色が設定で作成きます。

デーと機能アイコンタの説明色 2 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル偶数フォルダを同時に開く行の説明色が設定で作成きます。

フォン画面の構成ト 「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルフォン画面の構成トの説明設定がで作成きます。

見の設定出行をキー入力する表示 先頭のファイの説明見の設定出行の説明表示をキー入力する設定で作成きます。

位フォルダ複数集計置 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成明細に移行できるようにします。表示が移動します。
またカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ位フォルダ複数集計置”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置き、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も移動で作成きます。

大きさ 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成明細に移行できるようにします。表示の説明大きさをキー入力する変更で作成きます。
また［位フォルダ複数集計置］と機能アイコン同様の事ができます。にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ大きさ”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置き、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も大きさの説明変
更がで作成きます。

OＫ 変更をキー入力する確定します。

キャン画面の構成セルからカラム名を得る 変更をキー入力する破棄します。します。
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検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると同じ名前 様に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選択します。することで文字枠を生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。できます。
文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありま常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。は指定ができます。し述べます。た文字列が誰でも簡単にできるようにその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。まま表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされる訳ですが、集計や検索の項目値を表示したいですが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ検索の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目値を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。たい
場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますに、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。項目名を生じないように申し述べます。 ツール“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ$(” と ツール“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ)” で囲われます。んで ツール“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ$(項目名)” と指定ができます。することで項目値を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすることが誰でも簡単にできるようにできます。
以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようにすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。明細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにある氏名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。顧客 ID、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。会社名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。文字枠内に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するできます。

文字枠の説明内容の切り替えの説明編集中の検索結果を対象に文字列を検索します。 

文字カーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する別の説明枠に移動

普遍的なＢＩに説明すると ツール“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ$( )” 内は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅵ ツール式と組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数」で説明する式と解を生じないように申し述べます。釈されます。されます。
式では関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ定ができます。数以外はカラム名と解を生じないように申し述べます。釈されます。されるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツールカラム値への蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。置などを設定します。き換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイわりが誰でも簡単にできるように起こります。
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集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。利用し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。見積書、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。納されているファイル”品で検索し書、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。請求したソフトです。書、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。といった伝票を作成できます。を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。できます。
以下は見積書を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。た例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列です。

カーと機能アイコンド表示表示で作成見の設定積書作りかた成例

印刷プレビューと機能アイコン
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Ⅳ-１４-(２) グラフカーと機能アイコンド表示表示
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するではグラフと集計表が誰でも簡単にできるようにカードなどのメモリー間で交換をする時は、上に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように商品で検索し名毎に「追加」ボタンをクリックします。に売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をを生じないように申し述べます。集計し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」に切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。え、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するアイコン「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。 」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。カードなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。ます。 ツール

 ツール
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グラフカードなどのメモリー間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

【クリップボードなどのメモリー間で交換をする時は、】を生じないように申し述べます。クリックするとWMF（ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ズ・コンパクトなＢＩ ツールメタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。・コンパクトなＢＩ ツールファイル）であり、形式でグラフと集計表
を生じないように申し述べます。クリップボードなどのメモリー間で交換をする時は、にコピーし述べます。ます。
コピーし述べます。たグラフと集計表はワープロソフトなＢＩ ツールやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ表計算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイソフトなＢＩ ツールに貼り付けができますので、複数のカラムの属性をり付けは後述けられます。
【配置などを設定します。変え】を生じないように申し述べます。クリックするとグラフやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ大きさを生じないように申し述べます。変えられます。

カードなどのメモリー間で交換をする時は、上で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メニューが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフと集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。
が誰でも簡単にできるようにできます。 ツール

文字枠の説明設定 右ボタン画面の構成をキー入力するクリックした時に作るの説明文字枠をキー入力する対する操作象にして編集設定ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。

グラフの説明設定 グラフの説明設定ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。

集計表カラム名をキー入力する設定 集計表カラム名をキー入力する設定ウィン画面の構成ド表示ウが開くきます。
設定ウィン画面の構成ド表示ウの説明内容の切り替えは集計カーと機能アイコンド表示の説明明細に移行できるようにします。カラム名をキー入力する設定ウィン画面の構成ド表示ウと機能アイコン同じで作成す。

文字枠の説明追加 文字枠をキー入力する追加します。

背景色の説明設定 色の説明設定ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル指定した色が背景色になデータの整理・分類り替えます。

背景色の説明リセット 背景色をキー入力するデフォルからカラム名を得るトに戻るします。
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Ⅳ-１５ データの表示結果の検索表示の構成独立とボード表示と機能アイコンボーと機能アイコンド表示表示

表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。独立つことを祈 念しております。し述べます。たウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。にすることが誰でも簡単にできるようにできます。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作は検索、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。伸縮、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。４つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢグラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとグラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。独立つことを祈 念しております。し述べます。たウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

 ツール

グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。独立つことを祈 念しております。し述べます。たウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メインウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するも簡単にできるようにその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ままです。 ツール

 ツール
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メインウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。集計に変えると集計表とグラフを生じないように申し述べます。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをべて誤解を生じないように申し述べます。見ることが誰でも簡単にできるようにできます。 ツール

 ツール

独立つことを祈 念しております。し述べます。たウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。はボードなどのメモリー間で交換をする時は、上に複数、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。配置などを設定します。することが誰でも簡単にできるようにできます。
ボードなどのメモリー間で交換をする時は、はフォルダを共有するフリーソフトではありま毎に「追加」ボタンをクリックします。に定ができます。義の書き出し」を選択します。するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。目的なＢＩの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまにカーソルを生じないように申し述べます。合は「キャンセル」をクリックしますわせて誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリック
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ファルダを共有するフリーソフトではありま操作メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ボードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。 ツール

表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたボードなどのメモリー間で交換をする時は、上に独立つことを祈 念しております。し述べます。た結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。イトなＢＩ ツールル部のタブにて切り替えます。分を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メインウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすることも簡単にできるようにできます。
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ボードなどのメモリー間で交換をする時は、上にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように配置などを設定します。されます。 ツール

 ツール

ボードなどのメモリー間で交換をする時は、には複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。配置などを設定します。することが誰でも簡単にできるようにできます。
ボードなどのメモリー間で交換をする時は、に配置などを設定します。された結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様なＢＩ ツール操作が誰でも簡単にできるように削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。再び選択します。配置などを設定します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。サイズ変更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるようにできます。 ツール
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以下は地区と売上日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表とグラフを生じないように申し述べます。配置などを設定します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。います。 ツール

ボードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

 閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる ボーと機能アイコンド表示表示ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。 

 更新 ボーと機能アイコンド表示上のフォルダを表しているのではありの説明結果の検索表示をキー入力する更新します。 

 中の検索結果を対象に文字列を検索します。 止するかを指定します。 結果の検索表示の説明更新をキー入力する中の検索結果を対象に文字列を検索します。 止するかを指定します。します。 

設定保存の表を元にする ボーと機能アイコンド表示上のフォルダを表しているのではありの説明結果の検索表示の説明配置をキー入力する記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。します。

自動更新 チェックすると機能アイコン指定の説明間隔を揃えるで作成結果の検索表示をキー入力する自動的に更新します。

間隔を揃える（秒で指定します。） 自動更新の説明更新間隔を揃えるをキー入力する秒で指定します。数フォルダを同時に開くで作成指定します。
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Ⅳ-１６ データの表示集計結果の検索の構成保存の表を元にする
検索条件でやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。量は益々増加の一途を辿っております。により検索時間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるように長さ（ミリ）」、くなＢＩ ツールると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計にも簡単にできるように時間で交換をする時は、が誰でも簡単にできるようにかかるようになＢＩ ツールります。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。表に保存されません。し述べます。利用することにより大幅な時間の短縮が図れます。なＢＩ ツール時間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。短縮が誰でも簡単にできるように図れます。

集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」で上部のタブにて切り替えます。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。行するうと、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作
成について次の順で説明します。と集計書式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるように容易さを追求したソフトです。にできます。
また、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操
作が誰でも簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。

 ツール

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。
保存されません。する表が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。済みの表のカラムは削除したり名前みであればＲＤＢ選択します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。そうでなＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表作成について次の順で説明します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。 ツール

 ツール
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表作成について次の順で説明します。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計保存されません。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。 ツール

 ツール

ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-２-(1) カラム名を生じないように申し述べます。キー入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力する」で説明し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 じです。
フォルダを共有するフリーソフトではありま名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。し述べます。ようとする集計を生じないように申し述べます。元にして表を作成できます。に適当てられて表示されます。なＢＩ ツールも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために値とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。います。
同じ名前 名の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように存されません。在する等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。題なければ「決定」をやり直したい時は、「削除」をクリックします。が誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。
確認ウィンドウで「はい」をクリック後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。選択します。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。に戻ってそこに今設定したカラムのフォルダ「釣り実績」が表示されています。ると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。し述べます。た表が誰でも簡単にできるように一覧に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。保存されません。先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。 ツール

 ツール
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。保存されません。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。 ツール

 ツール

表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされて誤解を生じないように申し述べます。いるデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１行する目は保存されません。先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２行する目は保存されません。し述べます。ようとする集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名です。
集計データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。保存されません。するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。であればＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。ます。

カラムを生じないように申し述べます。並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータをび替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えたり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。読み飛ばしたりして保存先のカラムと集計のカラムの対応を変更することができまばＲＤＢし述べます。たりし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。保存されません。先の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムと集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対応を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件ですることが誰でも簡単にできるようにできま
す。

１行する目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名を生じないように申し述べます。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンでドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグするとカラムが誰でも簡単にできるように入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますれ替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。わります。 ツール

１行目の文字で表示されます。の説明カラム名をキー入力する名をキー入力するで作成左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらします。

ボタン画面の構成をキー入力する押しながらしたままマウスをキー入力する移動します。

ボタン画面の構成をキー入力する離します。すと機能アイコンカラム名をキー入力するが入れ替えわり替えます。
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マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるメニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。読み飛ばしたりして保存先のカラムと集計のカラムの対応を変更することができまばＲＤＢし述べます。」を生じないように申し述べます。選択します。すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。１行する目の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラ
ム名が誰でも簡単にできるように空白になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように保存されません。されなＢＩ ツールいようになＢＩ ツールります。 ツール

右ボタン画面の構成の説明クリックで作成表示されるメニューと機能アイコンからカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、読み込みみ込み飛ばし」を選びます。ば続いて表示します。し」をキー入力する選びます。

カラム名をキー入力する名をキー入力するが空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないになデータの整理・分類り替えます。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール５４件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。別する項目であることから項目名とも呼ばれます。表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」に保存されません。し述べます。ます。
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表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上げの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するは元にして表を作成できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると同じ名前 じ値になＢＩ ツールりますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数は８件でとなＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
が誰でも簡単にできるように正しく認識さし述べます。く保存されません。されたことが誰でも簡単にできるように確認ウィンドウで「はい」をクリックできます。
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■ Ⅴ 参照用グリッド表示】
メイン画面とは別する項目であることから項目名とも呼ばれます。に参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、で検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると集計表を生じないように申し述べます。切り替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。えて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するできます。
参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。目的なＢＩは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。見なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにらドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップ操作でフォルダを共有するフリーソフトではありま、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計
表、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索条件でを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。することです。

参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するするには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。アイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」から「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまグリッ
ドなどのメモリー間で交換をする時は、」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。

参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メイン画面の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。に上になＢＩ ツールるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容はメイン画面の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。と同じ名前 じになＢＩ ツールります。
検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行すると集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上では見出し述べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグとそれ以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグが誰でも簡単にできるようにできます。

 閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる 参照用グリッドグリッド表示をキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます

 検索表示 検索結果の検索をキー入力する表示すます

 集計表示 集計表をキー入力する表示します

見出し述べます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。た時は列が誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。た時はその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルが誰でも簡単にできるようにドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。イメージとなＢＩ ツールります。
どちらを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。たかでドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た時の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。動します。作が誰でも簡単にできるように変わります。

見の設定出しをキー入力するド表示ラッグした時に作る セルからカラム名を得るをキー入力するド表示ラッグした時に作る
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Ⅴ-１ データの表示グラフに作るド表示ロップ
集計書式が誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。いなＢＩ ツールい状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。でグラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。すると件で数を生じないように申し述べます。縦軸として横方向へ集計していきます。にし述べます。た一本の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。棒グラフが表示グラフになＢＩ ツールります。

参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。選び見出し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下軸として横方向へ集計していきます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。
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下軸として横方向へ集計していきます。に地区の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。一覧が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフは地区毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数になＢＩ ツールります。

参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」とか「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。顧客名」とかを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下軸として横方向へ集計していきます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロッ
プすればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。たカラム毎に「追加」ボタンをクリックします。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。件で数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフとなＢＩ ツールります。
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次の順で説明します。に参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク軸として横方向へ集計していきます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。

左ク軸として横方向へ集計していきます。が誰でも簡単にできるように売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計になＢＩ ツールります。

下軸として横方向へ集計していきます。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列カラムを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。同じ名前 じ内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。まとめ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク軸として横方向へ集計していきます。には「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金
額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を」やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。値引き継がれます。 き」等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数値カラムを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。合は「キャンセル」をクリックします計、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計値を生じないように申し述べます。求したソフトです。めグラフにすることが誰でも簡単にできるようにできます。
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下軸として横方向へ集計していきます。に置などを設定します。いたの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。とは違いは、「う文字列カラムを生じないように申し述べます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。描き、その結果をみて更に条件を追加画領域】にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように凡例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するさ
れ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。視点や条件でを生じないように申し述べます。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせたグラフを生じないように申し述べます。描き、その結果をみて更に条件を追加く事が誰でも簡単にできるようにできます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。商品で検索し分類」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすればＲＤＢ地区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。商品で検索し分類別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフになＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすればＲＤＢ地
区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。担当てられて表示されます。者の全ての試験項別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフになＢＩ ツールります。

次の順で説明します。に参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上日」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。描き、その結果をみて更に条件を追加画領域】にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。ます。

売上日の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容が誰でも簡単にできるように凡例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列に表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされますが誰でも簡単にできるように数が誰でも簡単にできるように多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落といの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。でグラフは見えなＢＩ ツールくなＢＩ ツールります。
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文字列型を指定していきます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムでも簡単にできるように日付けは後述を生じないように申し述べます。表すカラムはメニューの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。日付けは後述変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ」で年月日を生じないように申し述べます。年、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。年度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。に変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイし述べます。た上で
データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。まとめることが誰でも簡単にできるようにできます。

凡例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列上でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。日付けは後述変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ」→「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。年」に変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ」を生じないように申し述べます。選びます。

年月日が誰でも簡単にできるように年に変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイされ年別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。地区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
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Ⅴ-２ データの表示集計に作るド表示ロップ
集計表には参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。任意の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすることが誰でも簡単にできるようにできます。
見出し述べます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。集計表に移動します。すると各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリック々の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列幅な時間の短縮が図れます。を生じないように申し述べます。３分割り当てられて表示されます。し述べます。た領域】にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップできることが誰でも簡単にできるように示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
されます。

集計書式が誰でも簡単にできるように設定ができます。されて誤解を生じないように申し述べます。いなＢＩ ツールい集計表は件で数だけになＢＩ ツールります。
そこに参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するから見出し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所に
より違いは、「う集計表になＢＩ ツールります。
左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」が誰でも簡単にできるように挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。

＝＝＞＞

中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。央にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。件で数」が誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」になＢＩ ツールります。

＝＝＞

右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ク側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」が誰でも簡単にできるように挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。

＝＝＞
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文字列カラムは視点や条件でになＢＩ ツールり数値カラムは方を説明します。法で行えます。が誰でも簡単にできるように合は「キャンセル」をクリックします計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計になＢＩ ツールります。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数値カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数をの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。合は「キャンセル」をクリックします計」になＢＩ ツールります。

＝＝＞
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Ⅴ-３ データの表示フォルからカラム名を得るダの種類に作るド表示ロップ
フォルダを共有するフリーソフトではありまには参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩセルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすることが誰でも簡単にできるようにできます。

文字列カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。見出し述べます。を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。た場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するから見出し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとフォルダを共有するフリーソフトではありま「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」が誰でも簡単にできるように
作成について次の順で説明します。されその蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下に地区の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。

＝＝＞

カラム「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると条件でを生じないように申し述べます。指定ができます。するウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でを生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。
た上で「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。OK」ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックすると条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区 ツールが誰でも簡単にできるように ツール四国 ツールと等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。い」といった検索条件でから生じないように申し述べます。
成について次の順で説明します。された名前で作られます。

＝＝＞

数値型を指定していきます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは見出し述べます。でも簡単にできるようにセルでも簡単にできるように条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。
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参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように同じ名前 様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作が誰でも簡単にできるようにできます。
ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグするカラムが誰でも簡単にできるように視点や条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは列挙げます。フォルダを共有するフリーソフトではありま、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。
集計カラムを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。条件でフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。すると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-９ ツール集計値を生じないように申し述べます。条件でとする検索」で説明し述べます。た集計値
を生じないように申し述べます。検索条件でとするフォルダを共有するフリーソフトではありまが誰でも簡単にできるように手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で間で交換をする時は、少なＢＩ ツールく作成について次の順で説明します。できます。

＝＝＞

作成について次の順で説明します。されたフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。くと以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール検索条件でが誰でも簡単にできるように確認ウィンドウで「はい」をクリックできます。
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Ⅴ-４ データの表示検索条件フォルダの作成図にドロップに作るド表示ロップ
検索条件で図には参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグ＆ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすることが誰でも簡単にできるようにできます。
ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。たカラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値が誰でも簡単にできるようにドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。たセルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値に等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。いという条件でが誰でも簡単にできるように付けは後述加の一途を辿っております。されます。

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。”関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。東”というセルを生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。検索条件で図にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。地区 ツールが誰でも簡単にできるように ツール関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。東 ツールと等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。
い」という条件でが誰でも簡単にできるようにできます。

＝＝＞

検索条件で図に条件でが誰でも簡単にできるようにある場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しま用グリッドなどのメモリー間で交換をする時は、からの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ラッグは以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。５つの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する所にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップできます。

ド表示ロップする条件フォルダの作成は表示されて編集い方る条件フォルダの作成の説明前のフォルダに戻ります。に AND で作成追加される

ド表示ロップする条件フォルダの作成は表示されて編集い方る条件フォルダの作成の説明後ろに AND で作成追加される

ド表示ロップする条件フォルダの作成は表示されて編集い方る条件フォルダの作成に OR で作成追加される

ド表示ロップする条件フォルダの作成は表示されて編集い方る条件フォルダの作成と機能アイコン置き換えます。わる
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例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。担当てられて表示されます。者の全ての試験項」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。岩井雅規に登録して関連付けることでも解決」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。セルを生じないように申し述べます。検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。にドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップするとORで追加の一途を辿っております。されます。

＝＝＞

検索条件で図の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。条件でに重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究ねて誤解を生じないように申し述べます。ドなどのメモリー間で交換をする時は、ロップすると置などを設定します。き換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイわります。

＝＝＞
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■　Ⅵ HTML 出しフォルダ力
PowerFolder の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するとグラフを生じないように申し述べます。 ツールHTML 形式で出力することが誰でも簡単にできるようにできます。

フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。クリックし述べます。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。検索し述べます。た状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。でアイコン を生じないように申し述べます。クリックするか、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。上部のタブにて切り替えます。メニュー「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」から
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。HTML出力」を生じないように申し述べます。選択します。し述べます。ます。結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する領域】はどの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。でも簡単にできるように構いません ツール。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。HTML出力」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。

HTML タイトルからカラム名を得る HTML の説明タイトルからカラム名を得るをキー入力する指定します。
この説明欄にマクロ文字列がセットされます。に指定が無い方場合、見出しフォルダ、条件フォル出力する先の説明 HTML ファイルからカラム名を得るがある時に作るはその説明タイトルからカラム名を得るをキー入力する変更せ
ず、見出しフォルダ、条件フォルHTML ファイルからカラム名を得るをキー入力する新規に作りかた成する時に作るは「検索条件図」を選択するか、または、PowerFolder HTML 出力する」と機能アイコンなデータの整理・分類り替えます。

ファイルからカラム名を得る名をキー入力する
出力するする HTML ファイルからカラム名を得るの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定します。
「検索条件図」を選択するか、または、参照」ボタン画面の構成で作成ファイルからカラム名を得る選択とグラフダの扱い方イアログが開くきます。

別ファイルからカラム名を得る名をキー入力する
下の説明「検索条件図」を選択するか、または、別ファイルからカラム名を得るに出力する」にチェックがある場合、見出しフォルダ、条件フォルここで作成指定したファイルからカラム名を得るに HTML をキー入力する出
力するします。
元にするにするファイルからカラム名を得るをキー入力する変更したくなデータの整理・分類い方場合に使いまい方ます。
「検索条件図」を選択するか、または、参照」ボタン画面の構成で作成ファイルからカラム名を得る選択とグラフダの扱い方イアログが開くきます。

別ファイルからカラム名を得るに出力する 別ファイルからカラム名を得るに出力するしたい方時に作るにチェックします。

画像（グラフ）の説明埋める値を次の中から選択込 グラフの説明画像ファイルからカラム名を得るをキー入力する別ファイルからカラム名を得るにせずHTML ファイルからカラム名を得るの説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 に埋める値を次の中から選択込み込みます。

作りかた成方法の列表示 作りかた成方法の列表示をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 からカラム名を得る選びます。

全体をキー入力する更新 出力するするファイルからカラム名を得るの説明全体をキー入力する更新します。

内容の切り替えをキー入力する更新 PowerFolderが出力するする内容の切り替えだけをキー入力する更新します。

内容の切り替えをキー入力する追加 既にある内容の切り替えは変えずに内容の切り替えをキー入力する追加します。

出力する HTML ファイルからカラム名を得るをキー入力する出力するします。
ファイルからカラム名を得る名をキー入力するや集計結果の表示の切り替えについて説明します。別ファイルからカラム名を得る名をキー入力するが正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。しく設定されて編集なデータの整理・分類い方時に作るは無効化の集計されます。

閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる 設定ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。
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白地の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】は編集領域】で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ここに出力物は２００７年１月２８日と同２月４日であることを生じないように申し述べます。配置などを設定します。し述べます。ます。
出力物は２００７年１月２８日と同２月４日であることの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。マウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。行するいます。

詳細に移行できるようにします。設定 選択とグラフした出力する物の説明設定ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。

文字枠の説明追加 文字枠をキー入力する追加します。

伸縮表示の説明追加 伸縮表示をキー入力する追加します。

グラフの説明追加 グラフをキー入力する追加します。

集計表の説明追加 集計表をキー入力する追加します。

切り替えり替え取り替え 選択とグラフした出力する物をキー入力する切り替えり替え取り替えクリップボーと機能アイコンド表示に文字列と機能アイコンして編集送られます。り替えます。

コピーと機能アイコン 選択とグラフした出力する物をキー入力するコピーと機能アイコンしクリップボーと機能アイコンド表示に文字列と機能アイコンして編集送られます。り替えます。

貼り付けり替え付けけ クリップボーと機能アイコンド表示の説明文字列をキー入力する調べべHTML の説明出力する物で作成あれば続いて表示します。貼り付けり替え付けけます。

削除 選択とグラフした出力する物をキー入力する削除します。

位フォルダ複数集計置基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以点の選択とグラフ有り替え 出力する物の説明位フォルダ複数集計置をキー入力する決める。める基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以点の選択とグラフの説明有り替え/無しをキー入力する切り替えり替え替ええます。

クリップボーと機能アイコンド表示に送られます。る 選択とグラフした出力する物をキー入力する WMF 形式のデータで作成クリップボーと機能アイコンド表示に送られます。り替えます。
送られます。ったもの説明はワーと機能アイコンプロソフトや集計結果の表示の切り替えについて説明します。表計算ソフトに貼り付けり替え付けけらカラム名を得るれます。

メニューからわかるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。配置などを設定します。できるも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。４種類です。
1. 文字枠の大きさの変更
2. 伸縮表の扱い方示の書式設定】 
3. グラフ 
4. 集計表の扱い方 

配置などを設定します。し述べます。た出力物は２００７年１月２８日と同２月４日であることは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-４ ツールデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作 ツール(１)カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。配置などを設定します。変え」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。た状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作方を説明します。
法で行えます。と同じ名前 じ方を説明します。法で行えます。で移動します。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ大きさの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。変更に様々な視点や条件でが誰でも簡単にできるようにできます。
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Ⅵ-１ データの表示文字枠
文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。HTML出力ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。白地の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックし述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選びます。

作成について次の順で説明します。された文字枠はマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。た位置などを設定します。に配置などを設定します。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために値とし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ文字枠”が誰でも簡単にできるように
セットなＢＩ ツールされます。

文字枠上で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」を生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォントなＢＩ ツールやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
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フォン画面の構成ト 「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルフォン画面の構成トが設定で作成きます。

色 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル背景色が設定で作成きます。
また、見出しフォルダ、条件フォル隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストからカラム名を得る色をキー入力する選ぶこと機能アイコンもで作成きます。
ボタン画面の構成の説明右端に行番号が表示されます。の説明▼をキー入力するクリックして編集対する操作象をキー入力する「検索条件図」を選択するか、または、文字色」に変更すること機能アイコンがで作成きます。

外枠 外枠の説明表示／隠すすをキー入力する指定します。

HTML タグ処理 文字枠内容の切り替えの説明文字列をキー入力する HTML タグと機能アイコン認します。識されなデータの整理・分類い方ように処理する／しなデータの整理・分類い方をキー入力する指定します。

位フォルダ複数集計置揃ええ 文字列をキー入力する枠内にど表示に関する説明をします。う揃ええるかをキー入力する指定します。

吹き出しき出し 表示モーと機能アイコンド表示が吹き出しき出しの説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル吹き出しき出しの説明形をキー入力する指定します。

表示モーと機能アイコンド表示 透過文字列にすると機能アイコン背景が透明になデータの整理・分類り替えます。

位フォルダ複数集計置 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。が移動します。
またカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ位フォルダ複数集計置”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置きカーと機能アイコンソルからカラム名を得るが以下の説明ようになデータの整理・分類った所で作成左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示
ラッグして編集も移動で作成きます。

大きさ 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。の説明大きさをキー入力する変更で作成きます。
また［位フォルダ複数集計置］と機能アイコン同様の事ができます。にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ大きさ”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置き、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も大き
さの説明変更がで作成きます。

ＯＫ 変更をキー入力する確定します。

キャン画面の構成セルからカラム名を得る 変更をキー入力する破棄します。します。

文字枠を生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクリックすると文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集モードなどのメモリー間で交換をする時は、になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集する文字を生じないように申し述べます。クリックすると文字カーソルが誰でも簡単にできるように
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされます。
集計カードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠と同じ名前 様に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識さ$( )” 内は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅵ ツール式と組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数」で説明する式と解を生じないように申し述べます。釈されます。さ
れますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数を生じないように申し述べます。書くことが誰でも簡単にできるようにできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-１３-(１) 集計カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」も簡単にできるように参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。
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Ⅵ-２ データの表示伸縮表示
伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。HTML出力ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。白地の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックし述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する
し述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選びます。

作成について次の順で説明します。された伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するはマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。た位置などを設定します。に配置などを設定します。されます。
メインウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。と同じ名前 じ設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。カラムを生じないように申し述べます。変えたい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メ
インウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。

伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する上で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」を生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォントなＢＩ ツールやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
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見の設定出し行をキー入力する表示 先頭のファイの説明見の設定出し行をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。

転置表示 伸縮表示で作成は無効で作成す。

総合計をキー入力する伸張 総合計をキー入力する伸張するかをキー入力する指定します。

行番号をキー入力する表示 伸縮表示で作成は無効で作成す。

長さ→い方内容の切り替えをキー入力する折れ線、円、面、積重ね り替え返す 表示幅より替え長さ→い方内容の切り替えをキー入力する表示する時に作る、見出しフォルダ、条件フォル自動的に折れ線、円、面、積重ね り替え返す（改行する）かをキー入力する指定します。

見の設定出しの説明色 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し行の説明背景色が設定で作成きます。
また、見出しフォルダ、条件フォル隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストからカラム名を得る色をキー入力する選ぶこと機能アイコンもで作成きます。

デーと機能アイコンタの説明色１ 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルデーと機能アイコンタ行の説明背景色が設定で作成きます。
デーと機能アイコンタ行の説明背景は色１と機能アイコン色２で作成交互に塗られます。に塗られます。らカラム名を得るれます。

デーと機能アイコンタの説明色２ 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルデーと機能アイコンタ行の説明背景色が設定で作成きます。

フォン画面の構成ト 「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルフォン画面の構成トが設定で作成きます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方選択とグラフ 「検索条件図」を選択するか、または、フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフ」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル伸縮表示の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフがで作成きます。
指定無しの説明場合は表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方になデータの整理・分類り替えます。

位フォルダ複数集計置 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。が移動します。
またカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ位フォルダ複数集計置”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置きカーと機能アイコンソルからカラム名を得るが以下の説明ようになデータの整理・分類った所で作成左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながら
し、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も移動で作成きます。

大きさ 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。の説明大きさをキー入力する変更で作成きます。
また［位フォルダ複数集計置］と機能アイコン同様の事ができます。にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ大きさ”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置き、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も
大きさの説明変更がで作成きます。

ＯＫ 変更をキー入力する確定します。

キャン画面の構成セルからカラム名を得る 変更をキー入力する破棄します。します。

324



伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するを生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクリックするとス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールバーが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールし述べます。たり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。幅な時間の短縮が図れます。を生じないように申し述べます。変え
られるようになＢＩ ツールりますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。＋」やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。－」を生じないように申し述べます。クリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように伸張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ縮約はし述べます。ません。

伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するはHTMLに変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイされると全カラムが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるようになＢＩ ツールります。
ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ラウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ザでの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。JavaScript が誰でも簡単にできるように必要です。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する出来たりでればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。左ク端にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。＋」やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。－」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックで伸張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ縮約が誰でも簡単にできるように可能を備えておりコンパクトなＤＷＨです。
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Ⅵ-３ データの表示グラフ
グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。HTML出力ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。白地の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされたメ
ニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選びます。 ツール

 作成について次の順で説明します。されたグラフはマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。た位置などを設定します。に配置などを設定します。されます。
メインウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【グラフ】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。と同じ名前 じ設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。伸縮表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するが誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。 ツール

グラフ上で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」を生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。色とフォントを設定することができます。々なＢＩ ツール設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
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「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。説明は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-１２ ツールグラフ表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」を生じないように申し述べます。参照」ボタンをクリックしてファイルを探しまし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。

HTML出力での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。には【フォルダを共有するフリーソフトではありま】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。が誰でも簡単にできるようにあります。
【フォルダを共有するフリーソフトではありま】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。でフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。すればＲＤＢ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。現在の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまだけでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフを生じないように申し述べます。置などを設定します。けま
す。 ツール
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Ⅵ-４ データの表示集計表
集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。HTML出力ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。白地の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。領域】でマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリックし述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。」を生じないように申し述べます。選びます。

作成について次の順で説明します。された集計表はマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンを生じないように申し述べます。クリックし述べます。た位置などを設定します。に配置などを設定します。されます。
メインウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。と同じ名前 じ設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集計表が誰でも簡単にできるように作成について次の順で説明します。されます。カラムを生じないように申し述べます。変えたい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メイ
ンウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。を生じないように申し述べます。変更に様々な視点や条件でし述べます。ます。

集計表上で右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左ククリックし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。メニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすると「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールります。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧下さい。細かい設定はできませんが、列挙フォルダと条件フォルダであれば、ポップアップメニューから「フォルダ設定ができます。」を生じないように申し述べます。選ぶと「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する設定ができます。」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォントなＢＩ ツールやグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ色とフォントを設定することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
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見の設定出し行をキー入力する表示 先頭のファイの説明見の設定出し行をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。

転置表示 転置表示するかをキー入力する指定します。 

総合計をキー入力する伸張 集計表で作成は無効で作成す。 

行番号をキー入力する表示 行番号をキー入力する表示するかをキー入力する指定します。 

長さ→い方内容の切り替えをキー入力する折れ線、円、面、積重ね り替え返す 表示幅より替え長さ→い方内容の切り替えをキー入力する表示する時に作る、見出しフォルダ、条件フォル自動的に折れ線、円、面、積重ね り替え返す（改行する）かをキー入力する指定します。

見の設定出しの説明色 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し行の説明背景色が設定で作成きます。
また、見出しフォルダ、条件フォル隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもでの説明ド表示ロップダの扱い方ウン画面の構成リストからカラム名を得る色をキー入力する選ぶこと機能アイコンもで作成きます。

デーと機能アイコンタの説明色１ 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルデーと機能アイコンタ行の説明背景色が設定で作成きます。
デーと機能アイコンタ行の説明背景は色１と機能アイコン色２で作成交互に塗られます。に塗られます。らカラム名を得るれます。

デーと機能アイコンタの説明色２ 「検索条件図」を選択するか、または、色の説明設定」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルデーと機能アイコンタ行の説明背景色が設定で作成きます。

フォン画面の構成ト 「検索条件図」を選択するか、または、フォン画面の構成ト」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォルフォン画面の構成トが設定で作成きます。

フォルからカラム名を得るダの扱い方選択とグラフ 「検索条件図」を選択するか、または、フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフ」ウィン画面の構成ド表示ウが開くき、見出しフォルダ、条件フォル集計表示の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明選択とグラフがで作成きます。
指定無しの説明場合は表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方になデータの整理・分類り替えます。

位フォルダ複数集計置 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。が移動します。
またカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ位フォルダ複数集計置”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置きカーと機能アイコンソルからカラム名を得るが以下の説明ようになデータの整理・分類った所で作成左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォル
ド表示ラッグして編集も移動で作成きます。

大きさ 上のフォルダを表しているのではあり下左ボタンを押しながら右の説明三角印ボタン画面の構成の説明左ボタンを押しながらクリックで作成項目の文字で表示されます。の説明大きさをキー入力する変更で作成きます。
また［位フォルダ複数集計置］と機能アイコン同様の事ができます。にカーと機能アイコンソルからカラム名を得るをキー入力する”処理無し” と表示され、定義してあ大きさ”処理無し” と表示され、定義してあの説明と機能アイコンころに置き、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながらボタン画面の構成をキー入力する押しながらし、見出しフォルダ、条件フォルド表示ラッグして編集も大
きさの説明変更がで作成きます。

ＯＫ 変更をキー入力する確定します。

キャン画面の構成セルからカラム名を得る 変更をキー入力する破棄します。します。

集計表を生じないように申し述べます。ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクリックするとス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールバーが誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。内容を生じないように申し述べます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クロールし述べます。たり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。幅な時間の短縮が図れます。を生じないように申し述べます。変えら
れるようになＢＩ ツールります。
集計表は編集領域】での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。大きさを生じないように申し述べます。維持しています。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。HTMLに変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイされますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。幅な時間の短縮が図れます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。高さ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。レイア
ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。トなＢＩ ツール、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように正しく認識さ確に再び選択します。現されるわけではありませんの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。HTMLに変換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイし述べます。たも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ラウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ザで見なＢＩ ツールが誰でも簡単にできるようにら調整
し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。
ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ラウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ザでの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するには ツールJavaScript が誰でも簡単にできるように必要です。
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■ Ⅶ 式と組込み関数み関数の項目の選択
PowerFolder で実際の書式を設定できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。仕事を生じないように申し述べます。処理し述べます。ようとすると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。検索やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ集計だけでなＢＩ ツールく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。前後に、に単にできるように位等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表
記を入力します。を生じないように申し述べます。つけたい、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。単にできるように価を標準的な誰かと比べて見たい時などにも使えます。 ツール× 個数 ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイを生じないように申し述べます。し述べます。たい、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。日付けは後述を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。たい、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。が誰でも簡単にできるように必要になＢＩ ツールることが誰でも簡単にできるようにあります。
この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール要求したソフトです。に答えるために、次のものがあります。えるために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるようにあります。

1. 拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム　－　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-３-(１) 表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。」 ツール
2. 集計の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラム　－　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-２-(１) カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。挿入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします」
3. フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理　－　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅲファルダの扱い方 ２フォルダの操作 （１）新規作成」と同じですので、そち-７ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理」 ツール
4. カードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ン文字枠の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。２行する目以降　－　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-４-(１) カードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」
5. カードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール$( )　－　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅳ-１４ ツールカードなどのメモリー間で交換をする時は、表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する」 ツール
6. HTML出力の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字枠内容の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール$( )　－　「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅴ-１ ツール文字枠」

これらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。記を入力します。述べます。は共通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。規に登録して関連付けることでも解決則が誰でも簡単にできるようにあり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。それに従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。書かれたも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。式と呼びます。びます。
PowerFolder の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。規に登録して関連付けることでも解決則は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。様なＢＩ ツールも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。です。

• 式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数値、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列定ができます。数、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数です。 ツール
• 数値は１０進の数字列です。 の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。数字列です。 ツール
• 文字列定ができます。数は ツール' (シングルクオートなＢＩ ツール) か ツール" (ダを共有するフリーソフトではありまブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。ルクオートなＢＩ ツール)で囲われます。みます。
始」ボタンをクリックします。まりの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。記を入力します。号と終わりの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。記を入力します。号は同じ名前 じにする必要が誰でも簡単にできるようにあります。
文字列は演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ子 ツール+ で連結することが誰でも簡単にできるようにできます。 ツール

• 文字列定ができます。数以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列で後に、ろに ツール( ) の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 くも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数です。 ツール
• 文字列定ができます。数、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。文字列はカラム名です。 ツール
• カラム名は検索し述べます。たデータの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。値に変わります。 ツール
• 四則演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。剰余ができます。が誰でも簡単にできるようにできます。
演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ子は半角の の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール+-*/% です。(% は剰余ができます。) 

• 比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイが誰でも簡単にできるようにできます。
演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ子は半角の の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール<, <=, =, >=, >, <>, != です。(<>, !=  は ツール等が皆様のお役に立つことを祈 念しております。し述べます。くなＢＩ ツールい) 

• 論理演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイが誰でも簡単にできるようにできます。
演算ソフトやＤＢソフトでデータをファイルで交換をする時は、ＣＳＶ形式のテキストファイ子は ツールand, or (大文字，小さなＢＩ文字の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。なＢＩ ツールし述べます。)です。 ツール

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列）であり、
(5 + 3) * 3
単にできるように価を標準的な誰かと比べて見たい時などにも使えます。 ツール* 個数 ツール+ '円'
"伊藤" + '博文'
氏名 ツール+ "様"
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組込まれ、表示されます。み関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数には次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように用意されて誤解を生じないように申し述べます。います。

関数フォルダを同時に開く名をキー入力する
<別名をキー入力する> 説明

日付け
<date>

日付け([PowerFolder] d, m, y])
今日の説明日付けからカラム名を得る d 日後、見出しフォルダ、条件フォルm 月後、見出しフォルダ、条件フォルy 年後の説明日付けをキー入力する YYYY/MM/DD で作成返します。
d, m, y をキー入力する省略した時に作るは 0 と機能アイコン見の設定なデータの整理・分類します。
例　メイン画面の構成　メイン画面の構成日付け(7)　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成７日後
　メイン画面の構成　メイン画面の構成 　メイン画面の構成日付け(-7)　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成 ７日前のフォルダに戻ります。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成 　メイン画面の構成日付け(10, 10)　メイン画面の構成　メイン画面の構成 十月十日後
　メイン画面の構成　メイン画面の構成 　メイン画面の構成日付け(0, 0, 4)　メイン画面の構成　メイン画面の構成４年後

日付け
<date> 

日付け(s, [PowerFolder] d, m, y])
s で作成指定した日付けからカラム名を得る d日後、見出しフォルダ、条件フォルm月後、見出しフォルダ、条件フォルy 年後の説明日付けをキー入力する YYYY/MM/DD で作成返します。
s が日付けと機能アイコン解釈する場合で作成きなデータの整理・分類い方時に作るは日付け([PowerFolder] d,m,y])の説明書式のデータで作成解釈する場合します。
日付けと機能アイコン解釈する場合されるの説明は次の中からグラフの種類を選択します。の説明形式のデータで作成す。
　メイン画面の構成YYYYMMDD
　メイン画面の構成YYYY/MM/DD
　メイン画面の構成YYYY-MM-DD
　メイン画面の構成YYYY.MM.DD
　メイン画面の構成YYYY 年 MM月DD日
　メイン画面の構成DD/mmm/YYYY (mmm は Jan, Feb, Mar, .. )
　メイン画面の構成上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。 YYYY は YY で作成も可能メニューと機能アイコンで作成 YY<50 の説明時に作る +2000、見出しフォルダ、条件フォル50<=YY<100 の説明時に作る +1900

年月日
年月日([PowerFolder] d, m, y]) or 年月日(s, [PowerFolder] d, m, y])
日付け() と機能アイコン同じで作成すが YYYY 年 MM月DD日 で作成返します。

年号月日

年号月日([PowerFolder] d, m, y]) or 年号月日(s, [PowerFolder] d, m, y])
年月日() と機能アイコン同じで作成すが年をキー入力する年号で作成表示します。
年号は、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、平成」からカラム名を得る「検索条件図」を選択するか、または、宝暦」まで作成をキー入力するサポーと機能アイコントして編集ます。
s に渡せる日付の形式は日付せる日付けの説明形式のデータは日付け()と機能アイコン同じで作成す(年号はサポーと機能アイコントして編集い方ません)。 

曜日
<dayweek>>

曜日([PowerFolder] s])
s で作成指定した日付けの説明曜日をキー入力する文字列で作成返します。

s をキー入力する省略した時に作るは今日の説明日付けになデータの整理・分類り替えます。

曜日()の説明文字列は以下の説明通な領域で、タブで切り換えます。り替えで作成す。

 '日' '月' '火' '水' '木' '金' '土'
dayweek()の説明文字列は以下の説明通な領域で、タブで切り換えます。り替えで作成す。

 'Sun'  'Mon'  'Tue'  'Wed'  'Thu'  'Fri'  'Sat'

日数フォルダを同時に開く
<days>

日数フォルダを同時に開く([PowerFolder] s])
s で作成指定した日付けの説明基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以年からカラム名を得るの説明日数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

日数フォルダを同時に開く日付け
<daysdate>

日数フォルダを同時に開く日付け([PowerFolder] n])
基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以年からカラム名を得るの説明日数フォルダを同時に開く n の説明日付けをキー入力する YYYY/MM/DD で作成返します。

n をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

daysdatex
daysdatex([PowerFolder] n])
エクセルからカラム名を得るの説明日付け日数フォルダを同時に開く n をキー入力する YYYY/MM/DD で作成返します。

n をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

月齢
<moonage>

月齢(誕生日 [PowerFolder] , 基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日])
月齢をキー入力する返します。
基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日が省略されると機能アイコン関数フォルダを同時に開くをキー入力する実行した日になデータの整理・分類り替えます。

年齢
<age>

年齢(誕生日 [PowerFolder] , 基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日])
年齢をキー入力する返します。
月齢をキー入力する 12 で作成割った整数フォルダを同時に開く部分フォルダの作成で作成す。

時に作る刻
<time>

時に作る刻()
現在時に作る刻をキー入力する HH:MM:SS で作成返します。

秒で指定します。数フォルダを同時に開く
<seconds>

秒で指定します。数フォルダを同時に開く([PowerFolder] s])
s で作成指定した時に作る刻の説明秒で指定します。数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
以下の説明形式のデータが時に作る刻と機能アイコン解釈する場合されます。
　メイン画面の構成HH:MM:SS　メイン画面の構成、見出しフォルダ、条件フォル　メイン画面の構成HHMMSS
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s をキー入力する省略した時に作るは現在時に作る刻になデータの整理・分類り替えます。

秒で指定します。数フォルダを同時に開く時に作る刻
<secondstime>

秒で指定します。数フォルダを同時に開く時に作る刻([PowerFolder] n])
n で作成指定した秒で指定します。数フォルダを同時に開くの説明時に作る刻をキー入力する HH:MM:SS で作成返します。

n をキー入力する省略した時に作るは現在時に作る刻になデータの整理・分類り替えます。

日時に作る秒で指定します。数フォルダを同時に開く
<dtsec>

日時に作る秒で指定します。数フォルダを同時に開く(s [PowerFolder] , se, mi, h, d, m, y])
s で作成指定した日時に作るからカラム名を得る se 秒で指定します。後、見出しフォルダ、条件フォルmi 分フォルダの作成後、見出しフォルダ、条件フォルh 時に作る間後、見出しフォルダ、条件フォルd 日後、見出しフォルダ、条件フォルm 月後、見出しフォルダ、条件フォルy 年後の説明基に表更新準として、水平方向の位置揃えの方法を以日からカラム名を得るの説明
秒で指定します。数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
s に空文字列をキー入力する渡せる日付の形式は日付すと機能アイコン現在日時に作るになデータの整理・分類り替えます

秒で指定します。数フォルダを同時に開く日時に作る
<secdt>

秒で指定します。数フォルダを同時に開く日時に作る([PowerFolder] n])
n で作成指定した秒で指定します。数フォルダを同時に開くの説明日時に作るをキー入力する YYYY/MM/DD HH:MM:SS で作成返します。

n をキー入力する省略すると機能アイコン現在日時に作るになデータの整理・分類り替えます。

秒で指定します。数フォルダを同時に開く日付け
<secdate>

秒で指定します。数フォルダを同時に開く日付け([PowerFolder] n])
n で作成指定した秒で指定します。数フォルダを同時に開くの説明日時に作るをキー入力する YYYY/MM/DD で作成返します。

n をキー入力する省略すると機能アイコン現在日時に作るになデータの整理・分類り替えます。

秒で指定します。数フォルダを同時に開く時に作る刻
<sectime>

秒で指定します。数フォルダを同時に開く時に作る刻([PowerFolder] n])
n で作成指定した秒で指定します。数フォルダを同時に開くの説明時に作る刻をキー入力する HH:MM:SS で作成返します。

n をキー入力する省略すると機能アイコン現在日時に作るになデータの整理・分類り替えます。

秒で指定します。数フォルダを同時に開く時に作る間
<secdhms>

秒で指定します。数フォルダを同時に開く時に作る間(n, fmt)
n で作成指定した秒で指定します。数フォルダを同時に開くをキー入力する fmt の説明書式のデータで作成変換えます。し返します。

fmt 中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明次の中からグラフの種類を選択します。の説明文字は値を条件とする検索に置き換えます。わり替えます。

　メイン画面の構成D : 日数フォルダを同時に開く、見出しフォルダ、条件フォル　メイン画面の構成H : 時に作る間、見出しフォルダ、条件フォル　メイン画面の構成M : 分フォルダの作成、見出しフォルダ、条件フォル　メイン画面の構成S : 秒で指定します。
上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。の説明文字をキー入力する複数フォルダを同時に開く回の最大検索数続けた場合、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索はその説明回の最大検索数数フォルダを同時に開くの説明幅で作成出力するされます。
より替え下の説明単位フォルダ複数集計をキー入力する省略した場合、見出しフォルダ、条件フォル四捨て五入されます。
それ以外の説明文字はその説明まま出力するされます。

エクセルからカラム名を得る日時に作る
<exceldatetime>

エクセルからカラム名を得る日時に作る([PowerFolder] n])
エクセルからカラム名を得るの説明日時に作るをキー入力する日付けと機能アイコン時に作る刻の説明文字列にして編集返します。
n をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

年
年([PowerFolder] s])
s で作成指定した日付けの説明年をキー入力する返します。s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

月
月([PowerFolder] s])
s で作成指定した日付けの説明月をキー入力する返します。s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

日
日([PowerFolder] s])
s で作成指定した日付けの説明日をキー入力する返します。s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。(md [PowerFolder] , s])
md をキー入力する開く始します。月日と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。をキー入力する返します。

md は MM 又は切り取りしたフォルダを選択したフォルダの下位に貼り付けまは、見出しフォルダ、条件フォルMM/DD の説明形式のデータで作成 MM は月、見出しフォルダ、条件フォルDD は日で作成、見出しフォルダ、条件フォルそれぞれ１桁か２桁で作成指定しま
す。
MM の説明時に作るは日に 1 をキー入力する指定しの説明と機能アイコン等を表示する領域です。価され、拡張の時の式は集計になデータの整理・分類り替えます。

s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

半期

半期(md [PowerFolder] , s])
md をキー入力する開く始します。月と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明半期をキー入力する'前のフォルダに戻ります。期'か'後期'で作成返します。

md の説明指定方法の列表示は 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。() と機能アイコン同じで作成す。

s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

四半期

四半期(md [PowerFolder] , s])
md をキー入力する開く始します。月と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明四半期をキー入力する半角の説明 1 からカラム名を得る 4 で作成返します。

md の説明指定方法の列表示は 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。() と機能アイコン同じで作成す。

s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。日

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。日(md [PowerFolder] , s])
md をキー入力する開く始します。月と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。内の説明経過日数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

md の説明指定方法の列表示は 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。() と機能アイコン同じで作成す。

 s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。週」、「年度日」 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。週」、「年度日」(md [PowerFolder] , s])
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md をキー入力する開く始します。月と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。内の説明経過週」、「年度日」数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

md の説明指定方法の列表示は 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。() と機能アイコン同じで作成す。

 s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。 

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。月

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。月(md [PowerFolder] , s])
md をキー入力する開く始します。月と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。内の説明経過月数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

md の説明指定方法の列表示は 年度クリックすると昇順、降順が逆になります。() と機能アイコン同じで作成す。

 s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。日付け

年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。日付け(md [PowerFolder] , s])
md をキー入力する開く始します。月日と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明年度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明開く始します。日をキー入力する YYYY/MM/DD の説明形式のデータで作成で作成返し
ます。
md は MM 又は切り取りしたフォルダを選択したフォルダの下位に貼り付けまは、見出しフォルダ、条件フォルMM/DD の説明形式のデータで作成 MM は月、見出しフォルダ、条件フォルDD は日で作成、見出しフォルダ、条件フォルそれぞれ１桁か２桁で作成指定しま
す。
MM の説明時に作るは日に 1 をキー入力する指定したの説明と機能アイコン等を表示する領域です。価され、拡張の時の式は集計になデータの整理・分類り替えます。

md をキー入力する省略した時に作るはフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。月日」に指定した値を条件とする検索になデータの整理・分類り替えます。

md が省略されて編集フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明「検索条件図」を選択するか、または、年度クリックすると昇順、降順が逆になります。開く始します。月日」が空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないの説明時に作るは 1/1 になデータの整理・分類り替えます。

s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

締日

締日([PowerFolder] d, s, m])
d をキー入力する締日と機能アイコンした s で作成指定した日付けの説明締日をキー入力する YYYY/MM/DD で作成返します。

締日が月末の説明場合は d をキー入力する省略するか 31 以上のフォルダを表しているのではありをキー入力する指定します。

m は月差分フォルダの作成で作成、見出しフォルダ、条件フォル負の時は１０のｎ乗分の一（ｎは数の説明値を条件とする検索をキー入力する指定すると機能アイコン mヶ月前の締日が返ります。月前のフォルダに戻ります。の説明締日が返り替えます。

s をキー入力する省略した時に作るは今日になデータの整理・分類り替えます。

検索
<search>

検索(条件フォルダの作成, 取得るカラム名をキー入力する[PowerFolder] , 取得るカラム名をキー入力する, ...], デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索)
条件フォルダの作成の説明レコーと機能アイコンド表示をキー入力する検索し取得るカラム名をキー入力するをキー入力する返します。
カラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索は CSV 形式のデータで作成返るの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル個々の設定は必要なくなります。 の説明値を条件とする検索は csvdec() で作成取り替え出します。
レコーと機能アイコンド表示が無い方場合はデフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索をキー入力する返します。
　メイン画面の構成例　メイン画面の構成検索( '商品マスタ.ID = ' + 商品 ID, '商品名をキー入力する', '価され、拡張の時の式は集計格', '-----')

検索複数フォルダを同時に開く
<searchmul>

検索複数フォルダを同時に開く(条件フォルダの作成, 取得るカラム名をキー入力する[PowerFolder] , 取得るカラム名をキー入力する, ...], デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索)
検索() と機能アイコン同じで作成すが、見出しフォルダ、条件フォル該当するレコーと機能アイコンド表示をキー入力する複数フォルダを同時に開く返します。

レコーと機能アイコンド表示数フォルダを同時に開くは resultnum() で作成調べべます。

１件フォルダの作成の説明レコーと機能アイコンド表示は resultcsv() で作成取得るします。
返るレコーと機能アイコンド表示数フォルダを同時に開くの説明最大は９９９件フォルダの作成で作成す。
結果の検索の説明文字列はカーと機能アイコンド表示の説明文字列グリッド表示で作成表示で作成きます。

検索合計
<searchsum>

検索合計(条件フォルダの作成, 合計カラム名をキー入力する)
条件フォルダの作成の説明レコーと機能アイコンド表示をキー入力する検索し合計カラム名をキー入力するの説明合計をキー入力する返します。

検索件フォルダの作成数フォルダを同時に開く
<searchcnt>

検索件フォルダの作成数フォルダを同時に開く(条件フォルダの作成)
条件フォルダの作成の説明レコーと機能アイコンド表示をキー入力する検索し件フォルダの作成数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
例　メイン画面の構成検索件フォルダの作成数フォルダを同時に開く( '商品マスタ.ID = ' + 条件フォルダの作成文字列(商品 ID) )

検索Ａと集計Ｂ
<searcha>

検索Ａと集計Ｂ( 比較カラム名をキー入力する, 演算子, 比較値を条件とする検索, 取得るカラム名をキー入力する, デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索 )
検索() と機能アイコン同じで作成すが、見出しフォルダ、条件フォル条件フォルダの作成をキー入力する分フォルダの作成けて編集与える条件と同様に解釈されます。えます。

検索最小
<searchmin>

検索最小( 比較カラム名をキー入力する, 演算子, 比較値を条件とする検索, 取得るカラム名をキー入力する, デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索 )
検索Ａと集計Ｂ() と機能アイコン同じで作成すが、見出しフォルダ、条件フォル条件フォルダの作成に合うレコーと機能アイコンド表示が複数フォルダを同時に開くある場合、見出しフォルダ、条件フォル
最も小さい方もの説明をキー入力する採用グリッドします。

検索最大
<searchmax>

検索最大( 比較カラム名をキー入力する, 演算子, 比較値を条件とする検索, 取得るカラム名をキー入力する, デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索 )
検索最小() と機能アイコン同じで作成すが、見出しフォルダ、条件フォル最も大きい方もの説明をキー入力する採用グリッドします。

最小検索
<minsearch >

最小検索(条件フォルダの作成, 取得るカラム名をキー入力する[PowerFolder] , 取得るカラム名をキー入力する, ...], デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索)
条件フォルダの作成の説明レコーと機能アイコンド表示をキー入力する検索し、見出しフォルダ、条件フォル１番目の文字で表示されます。の説明取得るカラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索が最小になデータの整理・分類るレコーと機能アイコンド表示の説明値を条件とする検索をキー入力する CSV 形式のデータで作成返
します。
返る値を条件とする検索は CSV 形式のデータなデータの整理・分類の説明で作成個々の設定は必要なくなります。 の説明値を条件とする検索は csvdec() で作成取り替え出します。
レコーと機能アイコンド表示が無い方場合はデフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索をキー入力する返します。 

最大検索
<maxsearch> 

最大検索(条件フォルダの作成, 取得るカラム名をキー入力する[PowerFolder] , 取得るカラム名をキー入力する, ...], デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索)
最小検索()と機能アイコン同じで作成すが、見出しフォルダ、条件フォル最も大きい方もの説明をキー入力する返します。 

条件フォルダの作成文字列
<condstr>
<cs>

条件フォルダの作成文字列(s1 [PowerFolder] , s2, ...])
文字列をキー入力する連結後、見出しフォルダ、条件フォル検索条件フォルダの作成の説明条件フォルダの作成文字列にエスケーと機能アイコンプします。
例
　メイン画面の構成商品名をキー入力するが 「検索条件図」を選択するか、または、'80s ヒットソン画面の構成グ」の説明時に作る
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　メイン画面の構成　メイン画面の構成検索件フォルダの作成数フォルダを同時に開く('商品マスタ.商品名をキー入力する = ' + 商品名をキー入力する)
　メイン画面の構成はＮＧなので、以下のようにする。なデータの整理・分類の説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル以下の説明ようにする。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成検索件フォルダの作成数フォルダを同時に開く('商品マスタ.商品名をキー入力する = ' + condstr(商品名をキー入力する))

lik>estr
<ls>

likestr(s1 [PowerFolder] , s2, ...])
文字列をキー入力する連結後、見出しフォルダ、条件フォル検索時に作るの説明演算子 LIKE の説明条件フォルダの作成文字列にエスケーと機能アイコンプします。
例
　メイン画面の構成「検索条件図」を選択するか、または、50%」をキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。む商品名をキー入力するをキー入力する検索する時に作る

　メイン画面の構成　メイン画面の構成検索('商品名をキー入力する LIKE ' + condstr('%50%%'), ...)
　メイン画面の構成は、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、50」をキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。むと機能アイコン解釈する場合されＮＧなので、以下のようにする。なデータの整理・分類の説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル以下の説明ようにする。

　メイン画面の構成　メイン画面の構成検索('商品名をキー入力する LIKE ' + condstr('%', likestr('50%'), '%'), ...)

lik>ecmp

likecmp(s1, s2)
s1 と機能アイコン s2 をキー入力する比較し、見出しフォルダ、条件フォル一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。すれば続いて表示します。 1、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るは 0 をキー入力する返します。

s2 には '%' をキー入力するワイルからカラム名を得るド表示カーと機能アイコンド表示と機能アイコンして編集使いま用グリッドで作成きます。

　メイン画面の構成例：　メイン画面の構成likecmp("powerfolder", "pow%")　メイン画面の構成<<-- "pow" で作成始します。まる

マクロ文字列
<macstr>
<ms>

マクロ文字列(s1 [PowerFolder] , s2, ...])
文字列をキー入力するマクロ文字列と機能アイコンして編集処理し、見出しフォルダ、条件フォル結果の検索をキー入力する返します。
マクロ文字列は文字列中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明 $(xxx) で作成 xxx の説明部分フォルダの作成をキー入力する式のデータと機能アイコンして編集処理します。
例
　メイン画面の構成マクロ文字列("$(氏名をキー入力する) 様の事ができます。の説明入院先は、見出しフォルダ、条件フォル$(病院名をキー入力する)で作成す")
関数フォルダを同時に開くも使いまえます
　メイン画面の構成マクロ文字列("今日は $(date()) で作成す")

部分フォルダの作成文字列
<substring>

部分フォルダの作成文字列(str, index, [PowerFolder] count])
str の説明 index からカラム名を得る始します。まる count 文字数フォルダを同時に開く分フォルダの作成の説明文字列をキー入力する返します。

先頭のファイ文字の説明 index は 1 で作成す。

count をキー入力する省略した場合は、見出しフォルダ、条件フォルstr の説明最後まで作成をキー入力する返します。

文字列比較
<strcmp>

文字列比較(s1, s2)
s1 と機能アイコン s2 をキー入力する文字列と機能アイコンして編集比較し、見出しフォルダ、条件フォル次の中からグラフの種類を選択します。の説明値を条件とする検索をキー入力する返します。

　メイン画面の構成s1 < s2 の説明時に作る： 0 より替え小さい方値を条件とする検索

　メイン画面の構成s1 = s2 の説明時に作る： 0
　メイン画面の構成s1 > s2 の説明時に作る： 0 より替え大きい方値を条件とする検索

文字列結合
<strcat>

文字列結合(s1, s2 [PowerFolder] , ...])
文字列をキー入力する結合します。
演算子の説明 + と機能アイコンの説明違いよる計算方法を次の４つから選択しますい方は数フォルダを同時に開く字で作成も文字列と機能アイコンして編集連結すること機能アイコンで作成す。

例　メイン画面の構成文字列結合(123, 456)　メイン画面の構成→　メイン画面の構成123456
　メイン画面の構成　メイン画面の構成123 + '456'　メイン画面の構成→　メイン画面の構成579

制約の設定です。文字列
<restrictstr>

制約の設定です。文字列(文字列)
文字列をキー入力する次の中からグラフの種類を選択します。の説明様の事ができます。に処理した文字列をキー入力する返します。
　メイン画面の構成・半角スペーと機能アイコンス、見出しフォルダ、条件フォル全角スペーと機能アイコンスをキー入力する省く
　メイン画面の構成・全角の説明数フォルダを同時に開く字は半角に変換えます。
　メイン画面の構成・半角と機能アイコン全角の説明アルからカラム名を得るファベットは全て編集半角大文字に変換えます。
　メイン画面の構成・半角カタカナは全角カタカナに変換は全角カタカナは全角カタカナに変換に変換えます。
　メイン画面の構成・次の中からグラフの種類を選択します。の説明全角記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。号は半角に変換えます。
！”処理無し” と表示され、定義してあ＃＄％＆’（）＊＋，‐．／：；＜＝＞？」で＠［￥］＾＿｀｛｜｝～

hexstr
hexstr(s1 [PowerFolder] , s2, ...])
文字列 s1, ... をキー入力する１６進む文字列と機能アイコン解釈する場合し、見出しフォルダ、条件フォル結果の検索の説明文字列をキー入力する返します。

空文字列
<nullstr>

空文字列([PowerFolder] s1] [PowerFolder] ,s2] [PowerFolder] ,...])
引数フォルダを同時に開くに関わらカラム名を得るず、見出しフォルダ、条件フォル空文字列をキー入力する返します。

中の検索結果を対象に文字列を検索します。 身では
<trim>

中の検索結果を対象に文字列を検索します。 身では(str)
str の説明前のフォルダに戻ります。後の説明空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないをキー入力する除い方た文字列をキー入力する返します。

文字列分フォルダの作成割
<strsep>

文字列分フォルダの作成割(str, sep, index[PowerFolder] , npart])
str をキー入力する sep の説明文字で作成分フォルダの作成割した index 番目の文字で表示されます。からカラム名を得る npart 個の説明文字列をキー入力する返します。

先頭のファイの説明分フォルダの作成割文字列の説明 index は 1 で作成す。

index に負の時は１０のｎ乗分の一（ｎは数の説明値を条件とする検索をキー入力する指定すると機能アイコン後ろからカラム名を得る index 番目の文字で表示されます。と機能アイコンなデータの整理・分類り替えます。

文字列分フォルダの作成割逆になります。順
<strseprev>>

文字列分フォルダの作成割逆になります。順(str, sep)
str をキー入力する sep の説明文字で作成分フォルダの作成割した部分フォルダの作成文字列をキー入力する逆になります。順に連結した文字列をキー入力する返します。
ド表示メイン画面の構成名をキー入力するをキー入力する逆になります。順にする時に作るに使いまい方ます。
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文字列長さ→
<strlen>

文字列長さ→(str)
str の説明長さ→さをキー入力する返します。

文字列置換えます。
<strexc>

文字列置換えます。(str, s1, s2)
str 中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明 s1 の説明文字列をキー入力する s2 に置き換えます。えた文字列をキー入力する返します。

文字列繰返
<strrep>

文字列繰返(str, cnt)
str をキー入力する cnt 回の最大検索数繰り替え返した文字列をキー入力する返します。

文字列回の最大検索数数フォルダを同時に開く
<strnstr>

文字列回の最大検索数数フォルダを同時に開く(str, pat)
str 中の検索結果を対象に文字列を検索します。 に pat の説明文字列が出現する回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

文字列文字列
<strstr>

文字列文字列(str, idx, pat, cnt)
str の説明 idx 番目の文字で表示されます。(先頭のファイは 1)の説明位フォルダ複数集計置からカラム名を得る pat の説明文字列が cnt 回の最大検索数出現した所の説明

イン画面の構成デックス(先頭のファイは 1)をキー入力する返します。

数フォルダを同時に開く値を条件とする検索文字列
<numstr>

数フォルダを同時に開く値を条件とする検索文字列(str, [PowerFolder] idx])
str の説明 idx 番目の文字で表示されます。(先頭のファイは 1)の説明数フォルダを同時に開く値を条件とする検索文字列をキー入力する返します。

idx をキー入力する省略した時に作るは先頭のファイの説明数フォルダを同時に開く値を条件とする検索文字列をキー入力する返します。

文字列 OR
<stror>

文字列 OR(s1, s2 [PowerFolder] , ...])
文字列の説明桁別の説明論理ＯＲを返します。をキー入力する返します。
文字列は,最長さ→の説明もの説明に合わせ足すと集計の行数になりますり替えなデータの整理・分類い方分フォルダの作成は、見出しフォルダ、条件フォル"0" が続くの説明もと機能アイコンして編集扱い方い方、見出しフォルダ、条件フォル"0"以外の説明文字は"1"
と機能アイコンして編集扱い方い方ます。 

文字列 AND
<strand>

文字列 AND(s1, s2 [PowerFolder] , ...])
文字列の説明桁別の説明論理Ａと集計ＢＮＤ番号（自動加算）をキー入力する返します。 

文字列 XOR
<strxor>

文字列 XOR(s1, s2 [PowerFolder] , ...])
文字列の説明桁別の説明論理ＸＯＲを返します。をキー入力する返します。 

resultcnt
resultcnt(rst)
検索複数フォルダを同時に開く() の説明返り替え値を条件とする検索 rst の説明レコーと機能アイコンド表示数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

ひと機能アイコンつの説明レコーと機能アイコンド表示は resultcsv() で作成取得るで作成きます。

resultcsv>
resultcsv(rst, index)
検索複数フォルダを同時に開く() の説明返り替え値を条件とする検索 rst の説明 index 番目の文字で表示されます。(先頭のファイは 1)をキー入力する CSV 形式のデータで作成返します。

返った CSV は csvdec() で作成分フォルダの作成解で作成きます

csv>dec

csvdec(csvstr, index[PowerFolder] , カラム名をキー入力する名をキー入力する, ...])
CSV 形式のデータの説明文字列 csvstr をキー入力する解釈する場合し index 番目の文字で表示されます。の説明文字列をキー入力する返します。

先頭のファイの説明分フォルダの作成割文字列の説明 index は 1 で作成す。
カラム名をキー入力する名をキー入力するが指定されたらカラム名を得る取り替え出した値を条件とする検索をキー入力する順にセットします。

csv>enc
csvenc(s1 [PowerFolder] , s2, ...])
引数フォルダを同時に開くの説明文字列をキー入力する連結した CSV 形式のデータの説明文字列をキー入力する返します。

分フォルダの作成岐
<if>>

分フォルダの作成岐(cond, s1, s2)
cond が真("0"以外)なデータの整理・分類らカラム名を得るば続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォルs1 をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類ければ続いて表示します。 s2 をキー入力する返します。

例　メイン画面の構成分フォルダの作成岐(金額 > 100, 金額, 100)

if>if>

ifif(cond1, s1, cond2, s2, ...)
cond1 をキー入力する評価され、拡張の時の式は集計し真("0"以外)なデータの整理・分類らカラム名を得るば続いて表示します。 s1 をキー入力する返し、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類ければ続いて表示します。 cond2 をキー入力する評価され、拡張の時の式は集計し真なデータの整理・分類らカラム名を得るば続いて表示します。 s2 をキー入力する
返し、見出しフォルダ、条件フォル以降、見出しフォルダ、条件フォルcondN が真になデータの整理・分類るまで作成繰り替え返します。

例　メイン画面の構成ifif(金額 < 10, "１桁", 金額 < 100, "２桁", 金額 < 1000, "３桁", 金額 >= 1000, "４桁以

上のフォルダを表しているのではあり")

反復
<f>or>

反復(前のフォルダに戻ります。処理, 判定, 反復処理)
以下の説明ように反復処理をキー入力する繰り替え返します。
　メイン画面の構成1.前のフォルダに戻ります。処理

　メイン画面の構成2.判定が偽なら終わりなデータの整理・分類らカラム名を得る終わり替え

　メイン画面の構成3.反復処理をキー入力するして編集 2.へ 

整数フォルダを同時に開く
<int>

整数フォルダを同時に開く(n)
n をキー入力する数フォルダを同時に開く値を条件とする検索に変換えます。し整数フォルダを同時に開く部分フォルダの作成をキー入力する返します。

数フォルダを同時に開く値を条件とする検索検査
<isdigit>

数フォルダを同時に開く値を条件とする検索検査(s)
s が数フォルダを同時に開く値を条件とする検索なデータの整理・分類らカラム名を得るば続いて表示します。 0 以外、見出しフォルダ、条件フォル数フォルダを同時に開く値を条件とする検索で作成なデータの整理・分類ければ続いて表示します。 0 をキー入力する返します。
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数フォルダを同時に開く値を条件とする検索書式のデータ化の集計
<f>ormatnum>

数フォルダを同時に開く値を条件とする検索書式のデータ化の集計(fmt, n)
fmt の説明書式のデータ指定文字列をキー入力する使いまって編集 n をキー入力する書式のデータ化の集計します
書式のデータ指定文字は次の中からグラフの種類を選択します。の説明通な領域で、タブで切り換えます。り替え
　メイン画面の構成0 : 文字の説明桁に値を条件とする検索があれば続いて表示します。その説明数フォルダを同時に開く字が、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外は '0' が出力するされる
　メイン画面の構成# : 文字の説明桁に値を条件とする検索があれば続いて表示します。その説明数フォルダを同時に開く字が、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外は何を表示するかを次から選ぶも出力するされなデータの整理・分類い方
　メイン画面の構成. : ピリオド表示は少数フォルダを同時に開く点の選択とグラフをキー入力する示す
　メイン画面の構成, : カン画面の構成マは整数フォルダを同時に開く部分フォルダの作成の説明３桁区切り替えり替えをキー入力する示す
例）
　メイン画面の構成書式のデータ指定文字列
　メイン画面の構成　メイン画面の構成（なデータの整理・分類し）　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成1234　メイン画面の構成 　メイン画面の構成 0.5　メイン画面の構成　メイン画面の構成0
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成 1234　メイン画面の構成 　メイン画面の構成 1　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0.00　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成  1234.00 　メイン画面の構成0.50　メイン画面の構成 0.00
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成#.##　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成1234　メイン画面の構成 　メイン画面の構成 .5　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成

乱数フォルダを同時に開く初期化の集計
<randomize>

乱数フォルダを同時に開く初期化の集計() or randomize()
乱数フォルダを同時に開くをキー入力する初期化の集計します。

乱数フォルダを同時に開く
<random>

乱数フォルダを同時に開く(val) or randomize(val)
0 からカラム名を得る val-1 まで作成の説明乱数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

bgcolor

bgcolor(s)
背景色をキー入力する s で作成指定した色にします。

色は以下の説明文字列か RGB をキー入力する１６進む２桁ずつで作成指定します。

"clAqua", "clBlack", "clBlue", "clDkGray", "clFuchsia", "clGray", "clGreen",
"clLime", "clLtGray", "clMaroon", "clNavy", "clOlive", "clPurple", "clRed", "clSilver", 
"clTeal", "clWhite", "clYellow"
注意の行にマークを付けます。事ができます。項
bgcolor()と機能アイコン fontcolor()は、見出しフォルダ、条件フォル特に指定しません。殊な並びの文字列を返す関数です。なデータの整理・分類並び びの説明文字列をキー入力する返す関数フォルダを同時に開くで作成す。

PowerFolder は表示時に作るに特に指定しません。殊な並びの文字列を返す関数です。なデータの整理・分類並び びの説明文字列をキー入力する解釈する場合して編集色をキー入力する付けけます。
色指定の説明文字列をキー入力するデーと機能アイコンタと機能アイコンして編集保存の表を元にするすると機能アイコン条件フォルダの作成をキー入力する指定して編集検索すること機能アイコンが難くなります。しくなデータの整理・分類り替えます。
使いまい方方は、見出しフォルダ、条件フォル拡張項目の文字で表示されます。の説明式のデータで作成他】タブの説明項目の文字で表示されます。の説明値を条件とする検索をキー入力する修飾するようにします。するようにします。
例えば続いて表示します。、見出しフォルダ、条件フォル件フォルダの作成数フォルダを同時に開くが 100 以上のフォルダを表しているのではありで作成あれば続いて表示します。背景をキー入力する赤くするには次のようにします。くするには次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようにします。

　メイン画面の構成if(件フォルダの作成数フォルダを同時に開く > 100, bgcolor("clRed")) + 件フォルダの作成数フォルダを同時に開く

f>ontcolor

fontcolor(s)
フォン画面の構成トの説明色をキー入力する s で作成指定した色にします。

色の説明指定は bgcolor() と機能アイコン同じで作成す。
注意の行にマークを付けます。事ができます。項
bgcolor()の説明注意の行にマークを付けます。事ができます。項をキー入力する参照して編集ください方。

f>ontstyle

fontstyle(x)
フォン画面の構成トの説明スタイルからカラム名を得るをキー入力する x の説明値を条件とする検索で作成指定します。

x の説明値を条件とする検索は次の中からグラフの種類を選択します。の説明通な領域で、タブで切り換えます。り替えで作成す。

　メイン画面の構成1=ボーと機能アイコンルからカラム名を得るド表示, 2=斜体, 4=下線, 8=打つか、左の「検索」ボタンをクち消し、元に戻します。し線
組み込み合せる場合は上のフォルダを表しているのではあり記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。の説明値を条件とする検索をキー入力する足すと集計の行数になりますしあわせます。

入力するファイルからカラム名を得る名をキー入力する
<inf>ilename>

入力するファイルからカラム名を得る名をキー入力する()
CSV 取込の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル入力するファイルからカラム名を得る名をキー入力するをキー入力する返します。

CSV 取込の説明取込時に作る処理に setvalue()と機能アイコン合わせて編集使いまうこと機能アイコンで作成ファイルからカラム名を得る名をキー入力するをキー入力するデーと機能アイコンタに含めて外部ファイルに書き出します。めること機能アイコンが
で作成きます。

表名をキー入力する
<tabname>

表名をキー入力する()
表名をキー入力するをキー入力する返します。

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する
<f>olname>

フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する()
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するをキー入力する返します。

カラム名をキー入力する名をキー入力する
<colname>

カラム名をキー入力する名をキー入力する()
拡張項目の文字で表示されます。の説明カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する返します（拡張項目の文字で表示されます。で作成の説明み込み有効）。

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する
<username>

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する()
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力するをキー入力する返します。

変数フォルダを同時に開く
<v>ar>

変数フォルダを同時に開く(s1 [PowerFolder] , s2, ...])
文字列 s1, ... をキー入力する変数フォルダを同時に開く名をキー入力すると機能アイコン宣言します。します。
宣言します。した変数フォルダを同時に開く名をキー入力するは表の説明カラム名をキー入力する名をキー入力すると機能アイコン同様の事ができます。に使いまえますが、見出しフォルダ、条件フォル表の説明カラム名をキー入力する値を条件とする検索で作成なデータの整理・分類く一時に作る的に値を条件とする検索をキー入力する保持すす
る入れ物と機能アイコン解釈する場合されます。

ホスト名をキー入力する ホスト名をキー入力する(ipaddr [PowerFolder] ,デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索])
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<host>
ipaddr をキー入力する IP アド表示レスと機能アイコンしホスト名をキー入力するをキー入力する返します。
ホスト名をキー入力するが見の設定つからカラム名を得るなデータの整理・分類い方時に作るは、見出しフォルダ、条件フォルデフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索をキー入力する返します。
例 ホスト名をキー入力する('210.175.254.130')->210-175-254-130.cust.bit-drive.ne.jp

メーと機能アイコンルからカラム名を得る送られます。信
<sendmail>

メーと機能アイコンルからカラム名を得る送られます。信(ホスト,差出人,宛先,件フォルダの作成名をキー入力する,本文,[PowerFolder] ポーと機能アイコント番号,ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する,パスワーと機能アイコンド表示])
メーと機能アイコンルからカラム名を得るをキー入力する送られます。信します。
ホストはメーと機能アイコンルからカラム名を得る送られます。信をキー入力する中の検索結果を対象に文字列を検索します。 継するホスト名をキー入力するで作成す。
SMTP認します。証が必要な場合は、ポート番号、ユーザ名、パスワードを指定します。が必要なデータの整理・分類場合は、見出しフォルダ、条件フォルポーと機能アイコント番号、見出しフォルダ、条件フォルユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルパスワーと機能アイコンド表示をキー入力する指定します。

フォルからカラム名を得るダの扱い方
<f>older>

フォルからカラム名を得るダの扱い方(フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する)
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するで作成指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明処理をキー入力する実行します。
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するはフォルからカラム名を得るダの扱い方・ツリーと機能アイコンの説明先頭のファイからカラム名を得るの説明フルからカラム名を得るパスで作成指定します。

getf>ollist
getfollist(フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する)
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するで作成指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明直し下の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。の説明一覧を表示することもでをキー入力する返します。
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するはフォルからカラム名を得るダの扱い方・ツリーと機能アイコンの説明先頭のファイからカラム名を得るの説明フルからカラム名を得るパスで作成指定します。

pathstr
pathstr(フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する)
PowerFolder の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するをキー入力するフルからカラム名を得るパス用グリッドの説明文字列に変換えます。して編集返します。

具体的にはフォルからカラム名を得る名をキー入力する中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明 '/' をキー入力する '//' に変換えます。します。

getpref>ol getprefol()
直し前のフォルダに戻ります。の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明パス名をキー入力するをキー入力する返します。

getupf>ol getupfol()
上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明パス名をキー入力するをキー入力する返します。

getrelf>ol

getrelfol([PowerFolder] 相対する操作パス名をキー入力する])
相対する操作パス名をキー入力するで作成指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明最上のフォルダを表しているのではあり位フォルダ複数集計からカラム名を得るの説明パス名をキー入力するをキー入力する返します。
相対する操作パス名をキー入力するをキー入力する省略した場合は現在の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方の説明パス名をキー入力するをキー入力する返します。
例）getrelfol("..")　メイン画面の構成-->> １つ上のフォルダを表しているのではありの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方

　メイン画面の構成　メイン画面の構成getrelfol("../../abc")　メイン画面の構成-->> ２つ上のフォルダを表しているのではありの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方下の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方「検索条件図」を選択するか、または、abc」

setf>olcond

setfolcond(フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する, cond)
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するで作成指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明検索条件フォルダの作成をキー入力する cond にします。
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するはフォルからカラム名を得るダの扱い方・ツリーと機能アイコンの説明先頭のファイからカラム名を得るの説明フルからカラム名を得るパスで作成指定します。
検索条件フォルダの作成で作成演算子 LIKE をキー入力する使いまうと機能アイコン % をキー入力するワイルからカラム名を得るド表示カーと機能アイコンド表示と機能アイコンして編集使いまえます。

例）"作りかた成日 LIKE '2016%'"　メイン画面の構成-->> 作りかた成日が 2016 で作成始します。まる

　メイン画面の構成　メイン画面の構成"作りかた成日 LIKE '%04%'"　メイン画面の構成-->> 作りかた成日が 04 をキー入力する含めて外部ファイルに書き出します。む

gset

gset(変数フォルダを同時に開く名をキー入力する, 値を条件とする検索 [PowerFolder] , 変数フォルダを同時に開く名をキー入力する, 値を条件とする検索, ...])
変数フォルダを同時に開く名をキー入力するに値を条件とする検索をキー入力するセットします。
セットした変数フォルダを同時に開く名をキー入力すると機能アイコン値を条件とする検索はプログラム名をキー入力するが終了するまで作成保持すされます。
値を条件とする検索の説明参照は gget() で作成行い方ます。

gget
gget(変数フォルダを同時に開く名をキー入力する, デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索)
gset() で作成設定した変数フォルダを同時に開くの説明値を条件とする検索をキー入力する返します。

変数フォルダを同時に開く名をキー入力するが gset() で作成設定されて編集い方なデータの整理・分類い方時に作るはデフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索をキー入力する返します。

pi pi()
円周率をキー入力する返します。

sin
sin(n)
n(ラジアン画面の構成単位フォルダ複数集計)で作成指定した角度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明サイン画面の構成をキー入力する返します。

cos
cos(n)
n(ラジアン画面の構成単位フォルダ複数集計)で作成指定した角度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明コサイン画面の構成をキー入力する返します。

tan
tab(n)
n(ラジアン画面の構成単位フォルダ複数集計)で作成指定した角度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明タン画面の構成ジェン画面の構成トをキー入力する返します。

asin
asin(n)
n で作成指定した数フォルダを同時に開く値を条件とする検索の説明アーと機能アイコンクサイン画面の構成をキー入力する返します。

acos
acos(n)
n で作成指定した数フォルダを同時に開く値を条件とする検索の説明アーと機能アイコンクコサイン画面の構成をキー入力する返します。

atan
atan(n)
n で作成指定した数フォルダを同時に開く値を条件とする検索の説明アーと機能アイコンクタン画面の構成ジェン画面の構成トをキー入力する返します。

degrees degrees(n)
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n で作成指定したラジアン画面の構成値を条件とする検索をキー入力する度クリックすると昇順、降順が逆になります。に変換えます。して編集返します。

radians
radians(n)
n で作成指定した度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明値を条件とする検索をキー入力するラジアン画面の構成に変換えます。して編集返します。

ln
ln(n)
n の説明自然対する操作数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

log10
log10(n)
10 をキー入力する底とすると機能アイコンする n の説明対する操作数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

exp
exp(n)
e をキー入力する底とすると機能アイコンする n の説明べき乗をキー入力する返します。

sqrt
sqrt(n)
n の説明平方根を返します。をキー入力する返します。

log
log(n, m)
m をキー入力する底とすると機能アイコンする n の説明対する操作数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

power
power(n, m)
m をキー入力する指数フォルダを同時に開くと機能アイコンする n の説明べき乗をキー入力する返します。

exit
exit([PowerFolder] s])
式のデータの説明評価され、拡張の時の式は集計をキー入力する終了し、見出しフォルダ、条件フォルs をキー入力する返します。
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以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数はフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み記を入力します。述べます。できます。
関数フォルダを同時に開く名をキー入力する
<別名をキー入力する> 説明

setv>alue
<set>

setvalue(カラム名をキー入力する名をキー入力する, 値を条件とする検索 [PowerFolder] , カラム名をキー入力する名をキー入力する, 値を条件とする検索, ...])
検索したレコーと機能アイコンド表示の説明カラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索をキー入力する変更して編集ディスクに書きます。
拡張カラム名をキー入力するや集計結果の表示の切り替えについて説明します。他】タブ表の説明カラム名をキー入力するに対する操作して編集は、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索の説明セットをキー入力するはで作成きますが、見出しフォルダ、条件フォル書込み込みはされません。
また、見出しフォルダ、条件フォル存の表を元にする在しなデータの整理・分類い方カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する指定した時に作るも一時に作る的なデータの整理・分類領域です。に値を条件とする検索をキー入力する保存の表を元にするするの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォル変数フォルダを同時に開くの説明ように使いまう
こと機能アイコンがで作成きます。

getv>alue
<get>

getvalue(カラム名をキー入力する名をキー入力する)
カラム名をキー入力する名をキー入力するで作成指定したカラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索をキー入力する返します。
カラム名をキー入力する名をキー入力するをキー入力する文字列で作成渡せる日付の形式は日付せます。

insert
insert(表名をキー入力する, カラム名をキー入力する名をキー入力する, 値を条件とする検索 [PowerFolder] , カラム名をキー入力する名をキー入力する, 値を条件とする検索, ...])
表名をキー入力するで作成指定した表にレコーと機能アイコンド表示をキー入力する追加します。
追加が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。した時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えをキー入力する返します。

inserta

inserta(表名をキー入力する, カラム名をキー入力する名をキー入力するリスト, 値を条件とする検索リスト)
表名をキー入力するで作成指定した表にレコーと機能アイコンド表示をキー入力する追加します。
カラム名をキー入力する名をキー入力するリスト、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索リストは CSV 形式のデータで作成す。
複数フォルダを同時に開くの説明値を条件とする検索は、見出しフォルダ、条件フォル組込み込み関数フォルダを同時に開く csvenc() で作成 CSV 形式のデータの説明値を条件とする検索リストにで作成きます。
追加が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。した時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えをキー入力する返します。
例)
　メイン画面の構成inserta("売上のフォルダを表しているのではあり", "日付け,品名をキー入力する,金額", csvenc("2015/11/22", "PowerFolder", 777))

update
update(表名をキー入力する, 条件フォルダの作成, カラム名をキー入力する名をキー入力する, 値を条件とする検索 [PowerFolder] , カラム名をキー入力する名をキー入力する, 値を条件とする検索, ...])
表名をキー入力するで作成指定した表の説明条件フォルダの作成に合うレコーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力する更新します。
更新が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。した時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えをキー入力する返します。

updatea

updatea(表名をキー入力する, 条件フォルダの作成, カラム名をキー入力する名をキー入力するリスト, 値を条件とする検索リスト)
表名をキー入力するで作成指定した表の説明条件フォルダの作成に合うレコーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力する更新します
カラム名をキー入力する名をキー入力するリスト、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索リストは CSV 形式のデータで作成す。
複数フォルダを同時に開くの説明値を条件とする検索は、見出しフォルダ、条件フォル組込み込み関数フォルダを同時に開く csvenc() で作成 CSV 形式のデータの説明値を条件とする検索リストにで作成きます。
更新が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。した時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えをキー入力する返します。

delete
delete(表名をキー入力する, 条件フォルダの作成)
表名をキー入力するで作成指定した表の説明条件フォルダの作成に合うレコーと機能アイコンド表示をキー入力する削除します。
削除が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。した時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えをキー入力する返します。

count count()
処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明レコーと機能アイコンド表示が何を表示するかを次から選ぶ番目の文字で表示されます。（先頭のファイは 1）かをキー入力する返します。

maxcount maxcount()
対する操作象の説明レコーと機能アイコンド表示の説明総数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

前のフォルダに戻ります。後カラム名をキー入力する値を条件とする検索
<getrelv>al>

前のフォルダに戻ります。後カラム名をキー入力する値を条件とする検索(カラム名をキー入力する名をキー入力する, 移動数フォルダを同時に開く [PowerFolder] ,デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索])
現在の説明行からカラム名を得る移動数フォルダを同時に開くだけ離します。れた行の説明カラム名をキー入力する値を条件とする検索をキー入力する返します。
移動数フォルダを同時に開くの説明マイナは全角カタカナに変換スはリストの説明前のフォルダに戻ります。（上のフォルダを表しているのではあり）、見出しフォルダ、条件フォルプラスは後ろ（下）に移動します。
存の表を元にする在しなデータの整理・分類い方行をキー入力する指定した場合はデフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索をキー入力する返します。

メッセーと機能アイコンジボックス
<messagebox>

メッセーと機能アイコンジボックス(s, type [PowerFolder] ,fontsize, fontname])
ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォルs をキー入力する表示します。
type の説明値を条件とする検索で作成ウィン画面の構成ド表示ウの説明ボタン画面の構成が変わり替えます。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成1=OK, 2=はい方 と機能アイコン い方い方え, 3=はい方 と機能アイコン い方い方え と機能アイコン キャン画面の構成セルからカラム名を得る
fontsize で作成文字の説明大きさをキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルfontname で作成フォン画面の構成ト名をキー入力するをキー入力する指定で作成きます。
押しながらされたボタン画面の構成の説明文字列をキー入力する返します。

イン画面の構成プットボックス
<inputbox>

イン画面の構成プットボックス(見の設定出し, 初期値を条件とする検索, キャン画面の構成セルからカラム名を得る値を条件とする検索 [PowerFolder] ,fontsize, fontname])
ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する表示し、見出しフォルダ、条件フォルユーと機能アイコンザの追加・編集・削除ーと機能アイコンの説明入力するをキー入力する待ちます。ちます。
見の設定出しは入力する領域です。の説明前のフォルダに戻ります。に表示されます。
初期値を条件とする検索はウィン画面の構成ド表示ウが表示した時に作るの説明入力する領域です。に表示されます。
キャン画面の構成セルからカラム名を得る値を条件とする検索はキャン画面の構成セルからカラム名を得るボタン画面の構成が押しながらされた時に作るに返る値を条件とする検索で作成す。
fontsize で作成文字の説明大きさをキー入力する、見出しフォルダ、条件フォルfontname で作成フォン画面の構成ト名をキー入力するをキー入力する指定で作成きます。
OK ボタン画面の構成が押しながらされた時に作るは入力する領域です。の説明値を条件とする検索が返り替えます。

再検索
<research>

再検索()
表をキー入力する再検索します。

ログ出力する
<logprint>

ログ出力する(レベルからカラム名を得る, 表名をキー入力する, 操作りかた, メッセーと機能アイコンジ)
表 PfLog にログをキー入力する出力するします。

文書開くき
<docopen>

文書開くき(文書名をキー入力する [PowerFolder] , 文書名をキー入力する, ...])
文書名をキー入力するをキー入力するファイルからカラム名を得る名をキー入力すると機能アイコン解釈する場合し、見出しフォルダ、条件フォル関連付けけらカラム名を得るれたアプリで作成開くきます。
複数フォルダを同時に開くの説明文書名をキー入力するが与える条件と同様に解釈されます。えらカラム名を得るれた時に作るは選択とグラフするメニューと機能アイコンがポップアップします。

実行場面の説明
<scene>

実行場面の説明()
実行場面の説明をキー入力する以下の説明文字列で作成返します。
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　メイン画面の構成"メニューと機能アイコン", "ド表示ロップ", "集計メニューと機能アイコン", "編集前のフォルダに戻ります。", "編集後", "削除" 

印刷
<print>

印刷()
表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明結果の検索をキー入力する印刷します。
カーと機能アイコンド表示表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カーと機能アイコンド表示をキー入力する印刷します。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数は集計表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。拡張カラム」をクリックすると拡張カラムが作成されカラム一覧に表示されます。カラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。式にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み記を入力します。述べます。できます。
関数フォルダを同時に開く名をキー入力する
<別名をキー入力する> 説明

集計累計
<accumulatesum>

集計累計(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明ひと機能アイコンつ上のフォルダを表しているのではありの説明カラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索に「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索
をキー入力する加えた値を条件とする検索をキー入力する返します。
累計は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は全行をキー入力する範囲と機能アイコンします。

集計カラム名をキー入力する値を条件とする検索
<getsumv>al>

集計カラム名をキー入力する値を条件とする検索(見の設定出し名をキー入力する, [PowerFolder] 集計回の最大検索数数フォルダを同時に開く], [PowerFolder] 行数フォルダを同時に開く], [PowerFolder] デフォルからカラム名を得るト値を条件とする検索])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し名をキー入力する で作成指定したカラム名をキー入力するの説明値を条件とする検索をキー入力する返します。
集計回の最大検索数数フォルダを同時に開くは複数フォルダを同時に開く集計時に作るにおける何を表示するかを次から選ぶ回の最大検索数目の文字で表示されます。の説明集計かをキー入力する指定します。
集計回の最大検索数数フォルダを同時に開くの説明先頭のファイは１で作成省略時に作るは処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明回の最大検索数数フォルダを同時に開くになデータの整理・分類り替えます。
行数フォルダを同時に開くの説明先頭のファイは１で作成省略時に作るは処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明行になデータの整理・分類り替えます。 

集計空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない
<sumspace>

集計空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない(見の設定出し名をキー入力する, [PowerFolder] 集計回の最大検索数数フォルダを同時に開く], [PowerFolder] 行数フォルダを同時に開く])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し名をキー入力する で作成指定したカラム名をキー入力するが空白や記号（アンダースコアは除く）は使えないかをキー入力する返します。
集計回の最大検索数数フォルダを同時に開くは複数フォルダを同時に開く集計時に作るにおける何を表示するかを次から選ぶ回の最大検索数目の文字で表示されます。の説明集計かをキー入力する指定します。
集計回の最大検索数数フォルダを同時に開くの説明先頭のファイは１で作成省略時に作るは処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明回の最大検索数数フォルダを同時に開くになデータの整理・分類り替えます。
行数フォルダを同時に開くの説明先頭のファイは１で作成省略時に作るは処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明行になデータの整理・分類り替えます。

集計回の最大検索数数フォルダを同時に開く
<sumcount>

集計回の最大検索数数フォルダを同時に開く()
処理中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カラム名をキー入力するの説明集計回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。

最大集計回の最大検索数数フォルダを同時に開く
<maxsumcount>

最大集計回の最大検索数数フォルダを同時に開く()
集計回の最大検索数数フォルダを同時に開くの説明最大をキー入力する返します。

集計順位フォルダ複数集計
<sumrank>>

集計順位フォルダ複数集計(見の設定出し名をキー入力する)
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し名をキー入力する で作成指定したカラム名をキー入力するの説明順位フォルダ複数集計をキー入力する返します。

集計順位フォルダ複数集計最後
<lastsumrank>>

集計順位フォルダ複数集計最後(見の設定出し名をキー入力する)
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル見の設定出し名をキー入力する で作成指定したカラム名をキー入力するの説明順位フォルダ複数集計の説明最下位フォルダ複数集計をキー入力する返します。

集計構成比
<sumrate>

集計構成比(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明構成比をキー入力する%で作成返します。
構成比は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は全行をキー入力する範囲と機能アイコンします。

集計累計比
<accsumrate>

集計累計比(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明累計値を条件とする検索の説明構成比をキー入力する%で作成返します。
累計比は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は全行をキー入力する範囲と機能アイコンします。

移動平均
<mov>ingav>e>

移動平均(見の設定出し名をキー入力する, n, フラグ [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明移動平均をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル上のフォルダを表しているのではありからカラム名を得る n で作成指定した行数フォルダを同時に開くの説明平
均をキー入力する求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数めます。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
行数フォルダを同時に開くが n に満」間の行は、【その行の数字】以上、【上の行の数字】未満、たなデータの整理・分類い方場合、見出しフォルダ、条件フォルフラグが 1 の説明時に作るは空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外はそこまで作成の説明行数フォルダを同時に開くの説明平均になデータの整理・分類
り替えます。

移動累計
<mov>ingsum>

移動累計(見の設定出し名をキー入力する, n, フラグ [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明移動累計をキー入力する返します。
移動累計は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル上のフォルダを表しているのではありからカラム名を得る n で作成指定し
た行数フォルダを同時に開くの説明累計をキー入力する求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数めます。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
行数フォルダを同時に開くが n に満」間の行は、【その行の数字】以上、【上の行の数字】未満、たなデータの整理・分類い方場合、見出しフォルダ、条件フォルフラグが 1 の説明時に作るは空白や記号（アンダースコアは除く）は使えない、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外はそこまで作成の説明行数フォルダを同時に開くの説明累計になデータの整理・分類
り替えます。

増減比率
<incdecrate>

増減比率(見の設定出し名をキー入力する, 種類, 閾値を条件とする検索 [PowerFolder] ,不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索, 行毎にカンマを挿入するか否かを指定します。])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明増減比率をキー入力する％で作成返します。
増減比率は指定したカラム名をキー入力するの説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル範囲の説明最後の説明行の説明値を条件とする検索
が、見出しフォルダ、条件フォル他】タブの説明行の説明値を条件とする検索に対する操作して編集ど表示に関する説明をします。の説明くらカラム名を得るい方増減したかをキー入力する返します。
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比較する値を条件とする検索は「検索条件図」を選択するか、または、種類」の説明値を条件とする検索により替え次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようになデータの整理・分類り替えます。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成1=直し前のフォルダに戻ります。の説明値を条件とする検索（前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索）, 2=平均値を条件とする検索, 3=先頭のファイの説明値を条件とする検索, 4=増減開く始します。値を条件とする検索

「検索条件図」を選択するか、または、閾値を条件とする検索」は種類が 4 の説明時に作るに増減開く始します。値を条件とする検索をキー入力する求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数める際にデータが格納される物理ファイルの名前の説明閾値を条件とする検索で作成す。
最後の説明行の説明値を条件とする検索が無い方時に作るは負の時は１０のｎ乗分の一（ｎは数の説明「検索条件図」を選択するか、または、不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索」、見出しフォルダ、条件フォル比較する値を条件とする検索が無い方時に作るは正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。の説明「検索条件図」を選択するか、または、不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索」をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索」の説明指定が無い方時に作るは空欄にマクロ文字列がセットされます。をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、行毎にカンマを挿入するか否かを指定します。」が 1 の説明時に作るは最後の説明行だけで作成なデータの整理・分類く全て編集の説明行で作成値を条件とする検索をキー入力する計算します。

増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く
<incdecf>req>

増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く(見の設定出し名をキー入力する, 種類, 閾値を条件とする検索 [PowerFolder] ,不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索])
増減回の最大検索数数フォルダを同時に開く(見の設定出し名をキー入力する, 種類, 閾値を条件とする検索 [PowerFolder] ,不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索, 行毎にカンマを挿入するか否かを指定します。])
集計表示の説明時に作る、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明連続増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
増減回の最大検索数数フォルダを同時に開くは指定したカラム名をキー入力するの説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンし、見出しフォルダ、条件フォル範囲の説明最後の説明行からカラム名を得る
上のフォルダを表しているのではあり方へ向と対策のためのフォルダ群の作成かって編集該当カラム名をキー入力するの説明大小をキー入力する比較し、見出しフォルダ、条件フォル最初に決める。まった増減傾向と対策のためのフォルダ群の作成が連続する回の最大検索数数フォルダを同時に開くをキー入力する求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数
めます。
比較する値を条件とする検索は「検索条件図」を選択するか、または、種類」の説明値を条件とする検索により替え次の中からグラフの種類を選択します。の説明ようになデータの整理・分類り替えます。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成1=直し前のフォルダに戻ります。の説明値を条件とする検索（前のフォルダに戻ります。回の最大検索数値を条件とする検索）, 2=平均値を条件とする検索
値を条件とする検索をキー入力する比較する時に作る、見出しフォルダ、条件フォル差分フォルダの作成の説明絶対する操作値を条件とする検索の説明被比較値を条件とする検索に対する操作する割合の説明％が「検索条件図」を選択するか、または、閾値を条件とする検索」より替えも小さい方場合は
等を表示する領域です。しい方と機能アイコン判定します。
等を表示する領域です。しい方と機能アイコン判定された場合は、見出しフォルダ、条件フォル厳密に大小比較し、結果が増減傾向と同じであればカウントし、に大小比較し、見出しフォルダ、条件フォル結果の検索が増減傾向と対策のためのフォルダ群の作成と機能アイコン同じで作成あれば続いて表示します。カウン画面の構成トし、見出しフォルダ、条件フォル
そうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはスキップします。
増減傾向と対策のためのフォルダ群の作成が決める。まって編集い方なデータの整理・分類い方時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル保留し、増減傾向が決まった時点で同じ傾向のカウント分し、見出しフォルダ、条件フォル増減傾向と対策のためのフォルダ群の作成が決める。まった時に作る点の選択とグラフで作成同じ傾向と対策のためのフォルダ群の作成の説明カウン画面の構成ト分フォルダの作成
だけが加えらカラム名を得るれます。
最後の説明行の説明値を条件とする検索が無い方時に作るは負の時は１０のｎ乗分の一（ｎは数の説明「検索条件図」を選択するか、または、不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索」、見出しフォルダ、条件フォル比較する値を条件とする検索が無い方時に作るは正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。の説明「検索条件図」を選択するか、または、不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索」をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、不能メニューと機能アイコン値を条件とする検索」の説明指定が無い方時に作るは空欄にマクロ文字列がセットされます。をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、行毎にカンマを挿入するか否かを指定します。」が 1 の説明時に作るは最後の説明行だけで作成なデータの整理・分類く全て編集の説明行で作成値を条件とする検索をキー入力する計算します。

相関係数フォルダを同時に開く
<correlation>

相関係数フォルダを同時に開く(見の設定出し名をキー入力する)
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明相関係数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
相関係数フォルダを同時に開くは指定したカラム名をキー入力するの説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンし計算します。
相関係数フォルダを同時に開くは -1 からカラム名を得る 1 まで作成の説明実数フォルダを同時に開く値を条件とする検索をキー入力すると機能アイコンり替え 1 に近い時は正の相関、い方時に作るは正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。の説明相関、見出しフォルダ、条件フォル-1 に近い時は正の相関、い方時に作るは負の時は１０のｎ乗分の一（ｎは数の説明相関
があると機能アイコンい方い方ます
一般的に相関係数フォルダを同時に開くの説明値を条件とする検索と機能アイコン相関の説明強さの次のように言われますさの説明次の中からグラフの種類を選択します。の説明ように言します。われます
　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0.7 以上のフォルダを表しているのではあり　メイン画面の構成=>　メイン画面の構成強さの次のように言われますい方　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0.4～0.7　メイン画面の構成=>　メイン画面の構成中の検索結果を対象に文字列を検索します。 程度クリックすると昇順、降順が逆になります。の説明強さの次のように言われますさ

　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0.2～0.4　メイン画面の構成=>　メイン画面の構成弱い　　　い方　メイン画面の構成　メイン画面の構成　メイン画面の構成0.2 以下　メイン画面の構成=>　メイン画面の構成なデータの整理・分類い方

回の最大検索数帰係数フォルダを同時に開く
<regression>

回の最大検索数帰係数フォルダを同時に開く(見の設定出し名をキー入力する) 
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明回の最大検索数帰係数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
回の最大検索数帰係数フォルダを同時に開く（回の最大検索数帰直し線の説明傾き）は指定したカラム名をキー入力するの説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンし計
算します。

分フォルダの作成散
<v>arp>

分フォルダの作成散(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンして編集、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する
の説明分フォルダの作成散をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。

標準として、水平方向の位置揃えの方法を以偏差
<stdev>p>

標準として、水平方向の位置揃えの方法を以偏差(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する])
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定した視点の選択とグラフの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンして編集、見出しフォルダ、条件フォル 「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する
の説明標準として、水平方向の位置揃えの方法を以偏差をキー入力する返します。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。

部分フォルダの作成合計
<psum>

部分フォルダの作成合計(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する,sw])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明合計をキー入力する返します。
合計は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する迄となりまの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
sw をキー入力する省略せず、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索に 1 をキー入力する指定したと機能アイコンきは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えだけで作成範
囲の説明判定をキー入力するします。

部分フォルダの作成平均
<pav>e>

部分フォルダの作成平均(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する,sw])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明平均をキー入力する返します。
平均は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する迄となりまの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
sw をキー入力する省略せず、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索に 1 をキー入力する指定したと機能アイコンきは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えだけで作成範
囲の説明判定をキー入力するします。

部分フォルダの作成最大
<pmax>

部分フォルダの作成最大(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する,sw])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明最大をキー入力する返します。
最大は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する迄となりまの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
sw をキー入力する省略せず、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索に 1 をキー入力する指定したと機能アイコンきは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えだけで作成範
囲の説明判定をキー入力するします。

部分フォルダの作成最小
<pmin>

部分フォルダの作成最小(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する,sw])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明最小をキー入力する返します。
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最小は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する迄となりまの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
sw をキー入力する省略せず、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索に 1 をキー入力する指定したと機能アイコンきは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えだけで作成範
囲の説明判定をキー入力するします。

部分フォルダの作成順位フォルダ複数集計
<prank>>

部分フォルダの作成順位フォルダ複数集計(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する,sw])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明順位フォルダ複数集計をキー入力する返します。
順位フォルダ複数集計は「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する迄となりまの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
sw をキー入力する省略せず、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索に 1 をキー入力する指定したと機能アイコンきは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えだけで作成範
囲の説明判定をキー入力するします。

部分フォルダの作成件フォルダの作成数フォルダを同時に開く

部分フォルダの作成件フォルダの作成数フォルダを同時に開く(見の設定出し名をキー入力する [PowerFolder] ,範囲見の設定出し名をキー入力する,sw])
「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明件フォルダの作成数フォルダを同時に開くをキー入力する返します。
件フォルダの作成数フォルダを同時に開くは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力する迄となりまの説明内容の切り替えが同じ行をキー入力する範囲と機能アイコンします。
「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し」が省略された場合は「検索条件図」を選択するか、または、見の設定出し名をキー入力する」の説明２つ前のフォルダに戻ります。の説明視点の選択とグラフをキー入力する探します。します。
sw をキー入力する省略せず、見出しフォルダ、条件フォル値を条件とする検索に 1 をキー入力する指定したと機能アイコンきは「検索条件図」を選択するか、または、範囲見の設定出し名をキー入力する」で作成指定したカラム名をキー入力するの説明内容の切り替えだけで作成範
囲の説明判定をキー入力するします。

以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数は検索カードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ン処理にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み記を入力します。述べます。できます。
関数フォルダを同時に開く名をキー入力する
<別名をキー入力する> 説明

カーと機能アイコンド表示保存の表を元にする
<cardsav>e>

カーと機能アイコンド表示保存の表を元にする()
検索カーと機能アイコンド表示表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力する保存の表を元にするします。 

カーと機能アイコンド表示追加
<cardadd>

カーと機能アイコンド表示追加()
検索カーと機能アイコンド表示表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル表示中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明カーと機能アイコンド表示の説明内容の切り替えをキー入力する追加します。 

カーと機能アイコンド表示保存の表を元にする無視
<cardnosav>e>

カーと機能アイコンド表示保存の表を元にする無視()
検索カーと機能アイコンド表示表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルカーと機能アイコンド表示の説明保存の表を元にするボタン画面の構成をキー入力する無効化の集計します。

カーと機能アイコンド表示閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定する
<cardclose>

カーと機能アイコンド表示閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定する([PowerFolder] フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する])
検索カーと機能アイコンド表示、見出しフォルダ、条件フォル集計カーと機能アイコンド表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルカーと機能アイコンド表示をキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するが指定されて編集い方る場合、見出しフォルダ、条件フォル選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する切り替えり替え替ええます。
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するはフォルからカラム名を得るダの扱い方・ツリーと機能アイコンの説明先頭のファイからカラム名を得るの説明フルからカラム名を得るパスで作成指定します。

getcheck>ed
getchecked(名をキー入力する前のフォルダに戻ります。)
検索カーと機能アイコンド表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルチェックボックスの説明状態に戻します。が返り替えます。
名をキー入力する前のフォルダに戻ります。で作成指定した内容の切り替えは、見出しフォルダ、条件フォル表示モーと機能アイコンド表示をキー入力するチェックボックスにした文字枠の説明２行目の文字で表示されます。と機能アイコン比較されます。
チェック有り替えだと機能アイコン 1, 無しだと機能アイコン 0 が返り替えます。 

getdroplist

getdroplist(名をキー入力する前のフォルダに戻ります。)
検索カーと機能アイコンド表示の説明ボタン画面の構成の説明処理からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルド表示ロップリストや集計結果の表示の切り替えについて説明します。リストボックスで作成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明文字列が返り替えま
す。
名をキー入力する前のフォルダに戻ります。で作成指定した内容の切り替えは、見出しフォルダ、条件フォル表示モーと機能アイコンド表示をキー入力するド表示ロップリストや集計結果の表示の切り替えについて説明します。リストボックスにした文字枠の説明最終行と機能アイコン比
較されます。 

setnolef>tclick>
setnoleftclick([PowerFolder] val])
検索カーと機能アイコンド表示の説明文字枠からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォル文字枠がマウスの説明左ボタンを押しながらボタン画面の構成に応を指定している場合、答えて基本的な設定のフォルダ作ります。しなデータの整理・分類くなデータの整理・分類り替えます。
val の説明値を条件とする検索が 0 だと機能アイコン応を指定している場合、答えて基本的な設定のフォルダ作ります。するようになデータの整理・分類り替え、見出しフォルダ、条件フォル省略するか 0 以外だと機能アイコン応を指定している場合、答えて基本的な設定のフォルダ作ります。しなデータの整理・分類くなデータの整理・分類り替えます。

cardbutton

cardbutton(b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8)
検索カーと機能アイコンド表示の説明文字枠からカラム名を得る呼んだ時だけ効果を発揮します。ぶと機能アイコン、見出しフォルダ、条件フォルカーと機能アイコンド表示上のフォルダを表しているのではあり部の説明ボタン画面の構成の説明有効／無効をキー入力する設定で作成きます。
引数フォルダを同時に開く b1 からカラム名を得る b8 は以下の説明ボタン画面の構成に対する操作応を指定している場合、し、見出しフォルダ、条件フォル0 で作成無効、見出しフォルダ、条件フォルそれ以外で作成有効になデータの整理・分類り替えます。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b1 : 閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b2 : 前のフォルダに戻ります。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b3 : 次の中からグラフの種類を選択します。
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b4 : 保存の表を元にする
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b5 : 追加
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b6 : 配置変え
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b7 : 印刷
　メイン画面の構成　メイン画面の構成b8 : 全表示
全部無効にすると機能アイコンボタン画面の構成の説明領域です。が非表示になデータの整理・分類り替えます。 

csv> 取込
<readcsv>>

csv 取込(フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力する [PowerFolder] ,CSV ファイルからカラム名を得る名をキー入力する])
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するで作成指定したフォルからカラム名を得るダの扱い方の説明 CSV 取込ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くきます。
フォルからカラム名を得るダの扱い方名をキー入力するはフォルからカラム名を得るダの扱い方・ツリーと機能アイコンの説明先頭のファイからカラム名を得るの説明フルからカラム名を得るパスで作成指定します。
CSV ファイルからカラム名を得る名をキー入力するは CSV 取込ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する開くい方た時に作るの説明ファイルからカラム名を得る名をキー入力するになデータの整理・分類り替えます。
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以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。数はCSV取込まれ、表示されます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。処理にの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。み記を入力します。述べます。できます。
関数フォルダを同時に開く名をキー入力する
<別名をキー入力する> 説明

lines
lines(行, 列)
CSV 取込の説明処理の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 で作成呼んだ時だけ効果を発揮します。び出すと機能アイコン行と機能アイコン列で作成指定したセルからカラム名を得るの説明値を条件とする検索をキー入力する返します。
行、見出しフォルダ、条件フォル列の説明先頭のファイは 1 で作成す。 

cell

cell(列, 行)　メイン画面の構成又は切り取りしたフォルダを選択したフォルダの下位に貼り付けまは　メイン画面の構成cell(セルからカラム名を得る指定)
CSV 取込の説明処理の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 で作成呼んだ時だけ効果を発揮します。び出すと機能アイコン列と機能アイコン行で作成指定したセルからカラム名を得るの説明値を条件とする検索をキー入力する返します。
セルからカラム名を得る指定はエクセルからカラム名を得るの説明ように列をキー入力するアルからカラム名を得るファベット、見出しフォルダ、条件フォル行をキー入力する数フォルダを同時に開く字で作成表した文字列で作成す。
列、見出しフォルダ、条件フォル行の説明先頭のファイは 1 で作成す。 

setcsv>

setcsv(定義番号, カウン画面の構成タ)
CSV 取込の説明処理の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 で作成呼んだ時だけ効果を発揮します。び出すと機能アイコン定義番号で作成指定した取込定義に従って検索データを表示しますい方、見出しフォルダ、条件フォルカウン画面の構成タで作成指定した回の最大検索数数フォルダを同時に開く繰
り替え返した時に作るの説明値を条件とする検索をキー入力するカラム名をキー入力するにセットします。
カウン画面の構成タは 1 からカラム名を得るで作成す。
全て編集の説明値を条件とする検索が範囲内の説明時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えが返り替えます。

insertcsv>
insertcsv()
CSV 取込の説明処理の説明中の検索結果を対象に文字列を検索します。 で作成呼んだ時だけ効果を発揮します。び出すと機能アイコンその説明時に作るの説明内容の切り替えで作成表にレコーと機能アイコンド表示をキー入力する追加します。
追加が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。した時に作るは空の説明文字列、見出しフォルダ、条件フォルそうで作成なデータの整理・分類い方時に作るはエラーと機能アイコンの説明内容の切り替えが返り替えます。
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■ Ⅷ プログラム引数の項目の選択とコマンド表示】モード表示】
PowerFolderは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。起動します。時に次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール引き継がれます。 数を生じないように申し述べます。指定ができます。できます。

• 第１引き継がれます。 数は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。必ず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。フォルダを共有するフリーソフトではありまー定ができます。義の書き出し」を選択します。ファイルを生じないように申し述べます。指定ができます。 ツール
• それ以降は以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。も簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。順で説明します。不同じ名前 で指定ができます。可能を備えておりコンパクトなＤＷＨ
‐l ツールライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ファイル名
‐rf（フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。読み取り専用にする）であり、
‐rd（データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。読み取り専用にする）であり、
‐f ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまー名（フォルダを共有するフリーソフトではありまー名中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。'/'は"//"で指定ができます。する）であり、
‐t ツールタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。（検索 ツールor ツール集計）であり、
‐c ツールコマンドなどのメモリー間で交換をする時は、（処理 ツールor ツールHTML出力 ツールor ツールCSV出力 ツールor ツールCSV入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力 ツールor ツール印が表示されます。刷することができます。）であり、
‐o ツール出力ファイル名 ツールor ツール出力プリンタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名（印が表示されます。刷することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時）であり、
‐i ツール入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力ファイル名（ワイルドなどのメモリー間で交換をする時は、カードなどのメモリー間で交換をする時は、'*'使い易さを追求したソフトです。用可能を備えておりコンパクトなＤＷＨ）であり、
‐h ツールHTMLタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。イトなＢＩ ツールル
‐y ツール1 ツールor ツール他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。（印が表示されます。刷することができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。1で横向や兆しを見落とき、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。で縦向や兆しを見落とき）であり、
‐m（マルチフォルダを共有するフリーソフトではありま：フォルダを共有するフリーソフトではありまーの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。下位フォルダを共有するフリーソフトではありまーを生じないように申し述べます。対象に文字列を探す事ができます。にする）であり、
‐u ツールユーザ名（アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時だけ）であり、
‐p ツールパス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ワードなどのメモリー間で交換をする時は、（アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時だけ）であり、 ツール

• ‐f ツールによるフォルダを共有するフリーソフトではありまー指定ができます。は複数回の起動に引き継がれます。 可能を備えておりコンパクトなＤＷＨ
複数回の起動に引き継がれます。 指定ができます。し述べます。た時は ツール‐f ツールから次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール‐f ツールの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。直前までを生じないように申し述べます。１セットなＢＩ ツールで処理する

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列）であり、
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -l"C:\Acot\PowerFol.lcs" -rf

PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げげ/メールテスト" -t"検索" -c"処理"

PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げげ/HTML テスト" -t"検索" -c"CSV 出力" -o"vvv.csv"

PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げげ/2011//05//01" -t"集計" -c"CSV 出力" -o"vvv.csv"

PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げげ/HTML テスト" -t"集計" -c"HTML 出力" -o"vvv.html" -
h"HTML テストのタイトルタイトル"

PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/xxx2/try" -t"検索" -c"CSV 入力" -i"x*\*.csv"

PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げげ/期間仕分" -m -t"集計" -c"HTML 出力" -o"vvv.html" -
h"期間仕分"

複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 ツール-f の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列）であり、
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld ^
　　-f"/PowerFolder/売上げげ/CSV 集計" -t"集計" -c"CSV 入力" -i"201311\*.csv" ^
　　-f"/PowerFolder/売上げげ/CSV 集計" -c"CSV 出力" -o"集計 201311.csv" ^
　　-f"/PowerFolder/売上げげ/CSV 集計/書式１" -c"HTML 出力" -o"書式１.html" -h"タイトル１" ^
　　-f"/PowerFolder/売上げげ/CSV 集計/書式２" -o"書式２.html" -h"タイトル２"

引き継がれます。 数 ツール-f でフォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。指定ができます。すると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。PowerFolderは起動します。後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するすること無い状く、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。-f で指定ができます。され
たフォルダを共有するフリーソフトではありま、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。-t で指定ができます。されたタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。-c で指定ができます。されたコマンドなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。実行するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックし述べます。ます。
これを生じないように申し述べます。コマンドなどのメモリー間で交換をする時は、モードなどのメモリー間で交換をする時は、と呼びます。びます。
コマンドなどのメモリー間で交換をする時は、モードなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うとマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩキーボードなどのメモリー間で交換をする時は、で操作すること無い状く PowerFolderに仕事を生じないように申し述べます。させることが誰でも簡単にできるようにできる
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。Windowsの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。バッチファイルとタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／クス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ケジューラを生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。って誤解を生じないように申し述べます。定ができます。型を指定していきます。的なＢＩなＢＩ ツール処理を生じないように申し述べます。自動します。的なＢＩに行するうことが誰でも簡単にできるようにでき
ます。

-l（ライセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ファイルの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。指定ができます。）であり、やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ ツール-rf（フォルダを共有するフリーソフトではありま読み取り専用）であり、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。-rd（データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。読み取り専用）であり、は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。コマンドなどのメモリー間で交換をする時は、
モードなどのメモリー間で交換をする時は、でなＢＩ ツールくて誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように使い易さを追求したソフトです。用できます。 ツール
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■ Ⅸ アクセス制御が有効な場合のみ表示されます。
アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御を生じないように申し述べます。使い易さを追求したソフトです。うと ツールPowerFolder でできることを生じないように申し述べます。利用者の全ての試験項毎に「追加」ボタンをクリックします。に決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でめることが誰でも簡単にできるようにできます。

利用者の全ての試験項を生じないように申し述べます。特定ができます。するためにユーザというも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。が誰でも簡単にできるように導入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。利用者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。集団を特定するためにグループというものを生じないように申し述べます。特定ができます。するためにグループというも簡単にできるようにの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
が誰でも簡単にできるように導入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますされます。

ユーザとグループは ツールPowerFolder の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表で管理されます。それらは表名で識さ別する項目であることから項目名とも呼ばれます。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ユーザ管理表は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PF
ユーザ」、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループ管理表は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFグループ」という表名です。この蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表が誰でも簡単にできるようにあるとア ツールクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内
になＢＩ ツールります。
アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。利用者の全ての試験項はプログラムの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。始」ボタンをクリックします。時にユーザ名とパス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ワードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力が誰でも簡単にできるように求したソフトです。められるよ
うになＢＩ ツールります。従ってデータを整形し、組込み関数 って誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ユーザとグループはあらかじ ツールめ登録し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。おく必要が誰でも簡単にできるようにあります。

アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありま、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。レコードなどのメモリー間で交換をする時は、で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。これらには所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項と所属グループが誰でも簡単にできるように設定ができます。されます。
所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項はユーザ管理表から、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所属グループはグループ管理表から選ばＲＤＢれます。
レコードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項と所属グループは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名で指定ができます。し述べます。ます。

__PU_OWNER_ID__ : 所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項
__PU_GROUP_ID__ : 所属グループ

これらの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム名が誰でも簡単にできるようになＢＩ ツールい場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項と所属グループと同じ名前 じになＢＩ ツールります。

対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所属グループと利用者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。組み合は「キャンセル」をクリックしますわせを生じないように申し述べます。三通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりに分けます。
(A) 利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるように対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項である
(B) 利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるように対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所属グループの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メンバーに含めたカラムの設定が一まれる
(C) 対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることに設定ができます。が誰でも簡単にできるようにある追加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致すると利用者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所属グループが誰でも簡単にできるように一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるように出来ます。ここではする(注)
(D) 利用者の全ての試験項を生じないように申し述べます。区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。し述べます。なＢＩ ツールい

　(注)　対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることには所属グループ以外の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。複数の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループに対するアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するを生じないように申し述べます。追加の一途を辿っております。できます。

対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることに対する操作の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。許可・コンパクトなＢＩ ツール不許可を生じないように申し述べます。上記を入力します。(A)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。(B)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。(C)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。(D)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックします毎に「追加」ボタンをクリックします。に設定ができます。し述べます。ます。
・コンパクトなＢＩ ツール表定ができます。義の書き出し」を選択します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。読込まれ、表示されます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。
・コンパクトなＢＩ ツールレコードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。読込まれ、表示されます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。外部のタブにて切り替えます。出力(注)
・コンパクトなＢＩ ツールフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。読込まれ、表示されます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。

　(注)　レコードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。外部のタブにて切り替えます。出力とは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。CSV出力、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。クリップボードなどのメモリー間で交換をする時は、出力、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。印が表示されます。刷することができます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グラフの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ファイル出力、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。を生じないように申し述べます。示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。
ます。

操作の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。許可・コンパクトなＢＩ ツール不許可の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。判定ができます。は(A)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。(B)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。(C)、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。(D)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。どれか１つでも簡単にできるように許可となＢＩ ツールった時点や条件でで終わります。
具体的なＢＩには ツール(D) -> (A) -> (B) -> (C)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。順で説明します。番で許可・コンパクトなＢＩ ツール不許可を生じないように申し述べます。調べます。
例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号なとを横方向にして列えばＲＤＢフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。際の書式を設定できます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。

(1) フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式が誰でも簡単にできるように(D)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますに許可されて誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ終わり
(2) 利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるようにフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項であればＲＤＢ(A)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。調べ許可されて誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ終わり
(3) 利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるようにフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所属グループの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メンバーであればＲＤＢ(B)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。調べ許可されて誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ終わり
(4) 対象に文字列を探す事ができます。物は２００７年１月２８日と同２月４日であることの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メンバーに利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるように属し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ(C)の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますを生じないように申し述べます。
調べ許可されて誤解を生じないように申し述べます。いればＲＤＢ終わり
(4) フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。更に様々な視点や条件で新しくできたフォルダ「釣り実績２０１５」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式は不許可
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Ⅸ-１ データの表示アクセス制御の有効化の構成有効化の集計
ユーザ管理表とグループ管理表を生じないように申し述べます。作るとアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールります。
ユーザ管理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ために、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFユーザ」という名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。際の書式を設定できます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。なＢＩ ツールいと作成について次の順で説明します。で
きなＢＩ ツールいの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ID」（半角の 大文字）であり、というカラムを生じないように申し述べます。 ツール整数で作ります。
グループ管理の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ためには、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFグループ」という名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。ます。ユーザ管理と同じ名前 様に「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ID」（半
角の 大文字）であり、というカラムを生じないように申し述べます。整数で作ります。
２表を生じないように申し述べます。作成について次の順で説明します。し述べます。た後に、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。起動します。時に、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。いくつかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラム
が誰でも簡単にできるように自動します。的なＢＩに追加の一途を辿っております。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。いくつかの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ユーザとグループが誰でも簡単にできるように自
動します。的なＢＩに作成について次の順で説明します。され、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御が誰でも簡単にできるように有するフリーソフトではありま効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内になＢＩ ツールり、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。起動します。時に
ユーザ名とパス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ワードなどのメモリー間で交換をする時は、の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力を生じないように申し述べます。促すウィンドウが表示さすウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。が誰でも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するさ
れるようになＢＩ ツールります。
最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中での蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ユーザ名は ツールroot か ツールusradm を生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。

最初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中でに作られるユーザとグループは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除

　メイン画面の構成ID　メイン画面の構成 　メイン画面の構成ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する　メイン画面の構成 　メイン画面の構成グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ ID　メイン画面の構成 　メイン画面の構成パスワーと機能アイコンド表示　メイン画面の構成

0 root 0 acotroot

1 usradm 1 acotusradm

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ

　メイン画面の構成ID　メイン画面の構成 　メイン画面の構成グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力する　メイン画面の構成 　メイン画面の構成メン画面の構成バーと機能アイコン　メイン画面の構成

0 root 0

1 ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除管理 0,1

2 一般 0

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFユーザ」表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
カラム名をキー入力する名をキー入力する 型 説明

ID 整数フォルダを同時に開く ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する識別するための説明番号

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する 文字列 ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する識別するための説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ ID 整数フォルダを同時に開く 表・フォルからカラム名を得るダの扱い方をキー入力する作りかた成した時に作るの説明グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ ID

パスワーと機能アイコンド表示 文字列

説明 文字列 任意の行にマークを付けます。の説明文字列

登録します。日 文字列

__PU_OWNER_ID__ 整数フォルダを同時に開く レコーと機能アイコンド表示の説明所有者 ID

__PU_GROUP_ID__ 整数フォルダを同時に開く レコーと機能アイコンド表示の説明所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ ID

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFグループ」表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
カラム名をキー入力する名をキー入力する 型 説明

ID 整数フォルダを同時に開く グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する識別するための説明番号

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力する 文字列 グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する識別するための説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。

メン画面の構成バーと機能アイコン 文字列 グルからカラム名を得るーと機能アイコンプに属するものであれば、クリックでそのカラムを表示書式から省きますするユーと機能アイコンザの追加・編集・削除 ID の説明リスト

説明 文字列 任意の行にマークを付けます。の説明文字列

登録します。日 文字列

ユーザ表とグループ表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループは次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールります。
所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項：usradm
グループ：ユーザ管理
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Ⅸ-２ データの表示ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の構成追加・編集・削除
ユーザの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。・コンパクトなＢＩ ツール編集・コンパクトなＢＩ ツール削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ユーザ情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」を生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ユーザ情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編
集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。行するいます。

→

 

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力するをキー入力する指定します。
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する追加する時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル追加するユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定して編集、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、追
加」ボタン画面の構成をキー入力するクリックします。
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する切り替えり替え替ええる時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除切り替え替え」をキー入力するクリックして編集表示される
ウィン画面の構成ド表示ウで作成ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力するをキー入力する指定します。

パスワーと機能アイコンド表示
パスワーと機能アイコンド表示をキー入力する指定します。

パスワーと機能アイコンド表示（確認します。）
パスワーと機能アイコンド表示をキー入力する再度クリックすると昇順、降順が逆になります。指定します。

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力する
グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力するをキー入力する選択とグラフします。

説明
任意の行にマークを付けます。の説明文字列をキー入力する指定します。

「検索条件図」を選択するか、または、保存の表を元にする」
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明情報の保存と読み直しをキー入力する保存の表を元にするします。
新しくユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する追加する時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、追加」ボタン画面の構成をキー入力するクリックします。

「検索条件図」を選択するか、または、削除」
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力するで作成示されるユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する削除します。

「検索条件図」を選択するか、または、閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる」
ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。保存の表を元にするは行われません。

「検索条件図」を選択するか、または、追加」
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する以下、見出しフォルダ、条件フォル各欄にマクロ文字列がセットされます。の説明値を条件とする検索で作成新しくユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する登録します。 します。
本ボタン画面の構成と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除切り替え替え」ボタン画面の構成はユーと機能アイコンザの追加・編集・削除が root か、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、PFユーと機能アイコンザの追加・編集・削除」
表の説明所有者の説明時に作るしか表示されません。

「検索条件図」を選択するか、または、ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除切り替え替え」
編集対する操作象の説明ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する切り替えり替え替ええる時に作る、見出しフォルダ、条件フォルクリックし ます。
本ボタン画面の構成と機能アイコン「検索条件図」を選択するか、または、追加」ボタン画面の構成はユーと機能アイコンザの追加・編集・削除が root か、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、PFユーと機能アイコンザの追加・編集・削除」表の説明所
有者の説明時に作るしか表示されません。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。追加の一途を辿っております。」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ユーザ切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンは、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるように ツールroot ツールか「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFユーザ」表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時し述べます。か表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされません。
初からカラム構成が決まる場合は少なく試行錯誤を繰り返す中で期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。では「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFユーザ」表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所有するフリーソフトではありま者の全ての試験項は ツールusradm ツールですの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。root ツールか ツールusradm ツールでなＢＩ ツールいとユーザの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ユーザの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集・コンパクトなＢＩ ツール削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。はできませんが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。保存されません。」と「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。」はいつでも簡単にできるように表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するされるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。自分自身の情報を書き替えませんが、部の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
編集と削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。はできます。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFユーザ」表を生じないように申し述べます。直接編集し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ユーザの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。・コンパクトなＢＩ ツール編集・コンパクトなＢＩ ツール削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。を生じないように申し述べます。することも簡単にできるようにできます。
レコードなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。直接編集し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。パス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ワードなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。空にするとパス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ワードなどのメモリー間で交換をする時は、無い状し述べます。になＢＩ ツールります。
再び選択します。度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的なＢＩ、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。パス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ワードなどのメモリー間で交換をする時は、を生じないように申し述べます。設定ができます。する時は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ユーザ情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。で行するいます。
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Ⅸ-３ データの表示グルからカラム名を得るーと機能アイコンプの構成追加・編集・削除
グループの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。・コンパクトなＢＩ ツール編集・コンパクトなＢＩ ツール削除するには、上部のメニュー「表示」→「行番号表示」を再び選択します。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グループ情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」を生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グループ情報
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。行するいます。

→

 

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力する
グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力するをキー入力する指定します。
グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する追加する時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル追加するグルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。をキー入力する指定して編集、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、追加」ボタン画面の構成をキー入力するク
リックします。
グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する切り替えり替え替ええる時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ切り替え替え」をキー入力するクリックして編集表示されるウィン画面の構成ド表示ウで作成グ
ルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力するをキー入力する指定します。

所属するものであれば、クリックでそのカラムを表示書式から省きますユーと機能アイコンザの追加・編集・削除

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプに所属するものであれば、クリックでそのカラムを表示書式から省きますするユーと機能アイコンザの追加・編集・削除がリストされます。

「検索条件図」を選択するか、または、追加」

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプにユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する追加する時に作る、見出しフォルダ、条件フォルクリックしま す。
クリック後、見出しフォルダ、条件フォル追加可能メニューと機能アイコンなデータの整理・分類ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明一覧を表示することもでが別ウィン画面の構成ド表示ウで作成表示されるの説明で作成、見出しフォルダ、条件フォルそこからカラム名を得る選択とグラフし
ます。

「検索条件図」を選択するか、または、削除」

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力するグルからカラム名を得るーと機能アイコンプからカラム名を得る削除する時に作る、見出しフォルダ、条件フォルクリックし ます。
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明リストで作成選択とグラフ中の検索結果を対象に文字列を検索します。 の説明もの説明が対する操作象になデータの整理・分類り替えます。

説明

任意の行にマークを付けます。の説明文字列をキー入力する指定します。

「検索条件図」を選択するか、または、保存の表を元にする」

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明情報の保存と読み直しをキー入力する保存の表を元にするします。
新しくグルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する追加する時に作るは、見出しフォルダ、条件フォル「検索条件図」を選択するか、または、追加」ボタン画面の構成をキー入力するクリックします。

「検索条件図」を選択するか、または、削除」

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力するで作成示されるユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する削除します。

「検索条件図」を選択するか、または、閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじる」

ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。保存の表を元にするは行われません。

「検索条件図」を選択するか、または、追加」

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ名をキー入力する以下、見出しフォルダ、条件フォル各欄にマクロ文字列がセットされます。の説明値を条件とする検索で作成新しくグルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する 登録します。 します。

「検索条件図」を選択するか、または、ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除切り替え替え」

編集対する操作象の説明グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する切り替えり替え替ええる時に作る、見出しフォルダ、条件フォルクリック し ます。

「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。グループ情報の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集」を生じないように申し述べます。選べるの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。利用者の全ての試験項が誰でも簡単にできるように ツールroot か「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFグループ」表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。所
有するフリーソフトではありま者の全ての試験項か所属グループの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メンバーの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。時だけです。
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Ⅸ-４ データの表示アクセス権の設定の構成設定
表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。

(1) アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するを生じないように申し述べます。設定ができます。する表フォルダを共有するフリーソフトではありま
にカーソルを生じないように申し述べます。置などを設定します。きマウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。右ボタンをクリックするか、上部のメニューの［表」を左クボタの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ンの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
クリックでメニューを生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。編集」
を生じないように申し述べます。選びます。

(2) 【アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリック
し述べます。ます。

(3) アクセス権の設定をキー入力する設定します。

所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除 所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する指定します。
レコーと機能アイコンド表示の説明カラム名をキー入力するに __PU_OWNER_ID__ がなデータの整理・分類い方場合、見出しフォルダ、条件フォルここで作成指定した値を条件とする検索がレコーと機能アイコンド表示の説明所有
ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除になデータの整理・分類り替えます。

所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ 所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する指定します。
レコーと機能アイコンド表示の説明カラム名をキー入力するに __PU_GROUP_ID__ がなデータの整理・分類い方場合、見出しフォルダ、条件フォルここで作成指定した値を条件とする検索がレコーと機能アイコンド表示の説明グルからカラム名を得るーと機能アイコン
プになデータの整理・分類り替えます。

表定義 表に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除、見出しフォルダ、条件フォル所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ、見出しフォルダ、条件フォルそ の説明他】タブ、見出しフォルダ、条件フォルの説明３つの説明場合毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に設定します。

 フォルからカラム名を得るダの扱い方 フォルからカラム名を得るダの扱い方に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除、見出しフォルダ、条件フォル所有グルからカラム名を得るーと機能アイコン プ、見出しフォルダ、条件フォルその説明他】タブ、見出しフォルダ、条件フォルの説明３つの説明場合毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に設定し
ます。

 レコーと機能アイコンド表示 レコーと機能アイコンド表示に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除、見出しフォルダ、条件フォル所有グルからカラム名を得るーと機能アイコン プ、見出しフォルダ、条件フォルその説明他】タブ、見出しフォルダ、条件フォルの説明３つの説明場合毎にカンマを挿入するか否かを指定します。に設定しま
す。
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(4) 必要であればＲＤＢ【追加の一途を辿っております。アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。クリックし述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。グループに対するアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するを生じないように申し述べます。設定ができます。し述べます。ま
す。

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ リストされるグルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明一覧を表示することもでからカラム名を得るアクセス権の設定をキー入力する設定するグルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する選択とグラフします。
左ボタンを押しながら端に行番号が表示されます。の説明チェックボックスにチェック（✓）をキー入力する入れると機能アイコングルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する選択とグラフしたこと機能アイコンになデータの整理・分類り替えます。

表定義 選択とグラフしたグルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明表に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する設定します。

フォルからカラム名を得るダの扱い方 選択とグラフしたグルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する設定します。

レコーと機能アイコンド表示 選択とグラフしたグルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明レコーと機能アイコンド表示に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する設定します。
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フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。フォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。【アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。で行するいます。
表の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する合は「キャンセル」をクリックしますと同じ名前 様にアクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／権と利用者の所属グループが一致するを生じないように申し述べます。設定ができます。するフォルダを共有するフリーソフトではありまの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。編集ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。き【アクセス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／制御】タの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ブの切替で４つの領域の色とフォントの設定ができます。を生じないように申し述べます。開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。きます。

所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除 所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除をキー入力する指定します。

所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ 所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する指定します。

所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除 所有ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明この説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する設定します。

 所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ 所有グルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明この説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する設定します。

 その説明他】タブ 全ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明この説明フォルからカラム名を得るダの扱い方に対する操作するアクセス権の設定をキー入力する設定します。

グルからカラム名を得るーと機能アイコンプ 追加で作成アクセス権の設定をキー入力する設定するグルからカラム名を得るーと機能アイコンプをキー入力する一覧を表示することもでからカラム名を得る選び、見出しフォルダ、条件フォル左ボタンを押しながら端に行番号が表示されます。に ✓ をキー入力するい方れて編集選択とグラフします。

アクセス権の設定 左ボタンを押しながら側のカラムが先になります。の説明一覧を表示することもでからカラム名を得る選択とグラフしたグルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明アクセス権の設定をキー入力する設定します。
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■ Ⅹ 操作ログ
PowerFolder では「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFログ」という名前の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表が誰でも簡単にできるようにあると、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。操作ログを生じないように申し述べます。その蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表に記を入力します。録し述べます。ます。

表「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PFログ」の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。作成について次の順で説明します。は「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。Ⅱ-２-(１) カラム名を生じないように申し述べます。キー入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします力する」で説明し述べます。た手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件で順で説明します。で作成について次の順で説明します。し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。表名は必ず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。PF
ログ」(PFは半角の ）であり、にし述べます。ます。フォルダを共有するフリーソフトではありま名とファイル名は表名と違いは、「って誤解を生じないように申し述べます。も簡単にできるように構いません。

カラムは PowerFolder で自動します。的なＢＩに作りますが誰でも簡単にできるように、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。最低１つは指定ができます。し述べます。なＢＩ ツールいと作成について次の順で説明します。できませんの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。以下
の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。カラムを生じないように申し述べます。指定ができます。し述べます。ます。
　　カラム名：区分
　　　　　型を指定していきます。：文字列

フォルダを共有するフリーソフトではありまを生じないように申し述べます。保存されません。し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。プログラムを生じないように申し述べます。再び選択します。起動します。すると表にログが誰でも簡単にできるように記を入力します。録されます。
再び選択します。起動します。直後に、、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。追加の一途を辿っております。されたカラムは非表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。いますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。必要に応じて誤解を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するにし述べます。て誤解を生じないように申し述べます。下さい。
表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行する書式設定ができます。は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようになＢＩ ツールって誤解を生じないように申し述べます。います。

各タブの入力、選択が終了したら「ＯＫ」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックカラムには以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。ようなＢＩ ツール情報が誰でも簡単にできるように入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックしますります。

区分フォルダの作成 ”処理無し” と表示され、定義してあログ”処理無し” と表示され、定義してあか”処理無し” と表示され、定義してあエラーと機能アイコン”処理無し” と表示され、定義してあ

日時に作る 記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。した日時に作る

ホスト名をキー入力する PowerFolder が動作りかたして編集い方るホスト名をキー入力する

ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する 操作りかたの説明時に作るの説明ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除名をキー入力する

表名をキー入力する 操作りかた対する操作象の説明表の説明名をキー入力する前のフォルダに戻ります。

操作りかた
”処理無し” と表示され、定義してあログイン画面の構成”処理無し” と表示され、定義してあ、見出しフォルダ、条件フォル”処理無し” と表示され、定義してあログアウト”処理無し” と表示され、定義してあ、見出しフォルダ、条件フォル”処理無し” と表示され、定義してあデーと機能アイコンタ編集”処理無し” と表示され、定義してあ、見出しフォルダ、条件フォル等を表示する領域です。の説明文字
列で作成、見出しフォルダ、条件フォル以下の説明ログに記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。録します。される操作りかたをキー入力する参照

本文 ログの説明本文

ログに記を入力します。録される操作は次の順で説明します。の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありまりです。
• ログイン画面の構成、見出しフォルダ、条件フォルログアウト 
• リストの説明印刷 
• グラフの説明印刷 
• 検索カーと機能アイコンド表示の説明印刷 
• 集計カーと機能アイコンド表示の説明印刷 
• グラフカーと機能アイコンド表示の説明印刷 
• グラフカーと機能アイコンド表示の説明クリップボーと機能アイコンド表示出力する
• グラフの説明ファイルからカラム名を得る出力する 

• HTML 出力する 

• HTML 出力する画面の説明の説明クリップボーと機能アイコンド表示出力する

• CSV 取込、見出しフォルダ、条件フォル CSV 出力する 
• 表の説明作りかた成、見出しフォルダ、条件フォル削除 
• 表定義の説明書き込み込み、見出しフォルダ、条件フォル読み込みみ込み込み込み 
• ユーと機能アイコンザの追加・編集・削除の説明追加、見出しフォルダ、条件フォル編集、見出しフォルダ、条件フォル削除 
• グルからカラム名を得るーと機能アイコンプの説明追加、見出しフォルダ、条件フォル編集、見出しフォルダ、条件フォル削除 
• デーと機能アイコンタの説明追加、見出しフォルダ、条件フォル編集、見出しフォルダ、条件フォル削除 
• デーと機能アイコンタの説明検査 
• デーと機能アイコンタの説明ド表示ロップ 
• フォルからカラム名を得るダの扱い方ーと機能アイコンの説明処理の説明実行 
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■ Ⅺ ライセンスの説明設定
PowerFolder を生じないように申し述べます。永続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。 的なＢＩに使い易さを追求したソフトです。用するにはライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。登録が誰でも簡単にできるように必要です。
ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。登録には以下の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。３つが誰でも簡単にできるように必要です。

1. メールアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／ ツール
2. ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／番号 ツール
3. ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／キー ツール

メールアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／は利用者の全ての試験項の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メールアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／です。
ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／番号とライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／キーは弊社（エイコットなＢＩ ツール）であり、が誰でも簡単にできるように発行するし述べます。ますの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。で、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。お客様の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。メールアドなどのメモリー間で交換をする時は、レス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／とお使い易さを追求したソフトです。
いの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。 PowerFolderの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。バージョンを生じないように申し述べます。お知ることができます。らせください。

ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／番号とライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／キーを生じないように申し述べます。入れるのであれば「ＯＫ」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件でし述べます。まし述べます。たら「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ファイル」メニューから「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。設定ができます。」を生じないように申し述べます。選び、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。
「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。ライセンス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／の蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。登録」ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。ィンドなどのメモリー間で交換をする時は、ウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。を生じないように申し述べます。表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行するし述べます。登録し述べます。て誤解を生じないように申し述べます。ください。

→

 

メーと機能アイコンルからカラム名を得るアド表示レス
お客様の事ができます。の説明メーと機能アイコンルからカラム名を得るアド表示レスをキー入力する指定します。

ライセン画面の構成ス番号

弊社が発行したライセン画面の構成ス番号をキー入力する指定します。

ライセン画面の構成スキーと機能アイコン

弊社が発行したライセン画面の構成スキーと機能アイコンをキー入力する指定します。 

「検索条件図」を選択するか、または、登録します。」

ライセン画面の構成スをキー入力する登録します。して編集ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。

「検索条件図」を選択するか、または、キャン画面の構成セルからカラム名を得る」

ウィン画面の構成ド表示ウをキー入力する閉じた時と開いた時の２種類のアイコンを指定するじます。登録します。は行われません。
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