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1. 関数とは

関数は与えられた値を使って計算して、その結果を返す定義された数式や機能です。関数を使

うと長く複雑な式を簡単にすることができます。Excel では数式の一部に関数を使うことができま

す。Excel のヘルプでは右下のように表示されます。参考にしてください。

2. 関数の書き方

関数はカッコ内に引数を指

定する。引数の指定方法には

①定数（実際の数値）を入れる

方法の他、②セル参照、③計

算式、④他の関数（関数自体

式と考えることができる）やこれ

らの組み合わせを指定すること

ができます。

① =SQRT(2) ② =SQRT(A1) ③ =SQRT(A2*B3+5) ④ =SQRT(SUM(B1:C2))
※SQRT は平方根を求める関数

3. 引数の数

関数によって引数の数が異なります。0 個から多いものでは 5 個や 6 個というものもあります。引

数はカンマ(,)で区切ります。省略するとあらかじめ決められた意味になるものがあります。そのよ

うな値をデフォルト値といいます。

3-1. 引数が 0 個の例

円周率 PI() 乱数 rand() 今日 today() 現在 now()
引数が無くてもカッコは省略できません。Excelは名前の後ろにカッコがあることで関数だと判断し

ているわけです。

3-2. 引数が 1 個の例

平方根 SQRT(式) 整数化 INT(式) 絶対値 ABS(式)
合計 SUM(範囲) 平均 AVERAGE(範囲) 母標準偏差 STDEVP(範囲)
範囲は A1:B5 のように指定される対角領域のこと。カンマで区切って複数の値を指定することも

できます。

3-3. 引数が 2 個の例

剰余 MOD(割られる数,割る数) 共分散 COVAR(範囲１,範囲 2)

3-4. 引数が 3 個の例

指定の日の日付シリアル値 DATE(年,月,日)
条件判断 IF(式,真のとき,偽のとき) ※条件判断は別途解説

4. 複雑な関数
縦方向の検索 VLOOKUP(検索値,データ範囲,取り出す列,検索の形)
将来価値 FV(利率,期間,支払額,現在価値,支払日)

など多数あります。テキストなども参考にしましょう。

関数の書き方
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数学関数・三角関数

関数名 説明

PI() 円周率πを返す

INT(数値) 指定した数値を超えない最大の整数を返す

TRUNC（数値,桁数） 数値の小数部を切り捨てて、整数または指定した桁数を返す

ROUND（数値,桁数） 数値を四捨五入して指定した桁数にして返す

ROUNDUP（数値,桁数） 数値を切り上げして指定した桁数にして返す

ROUNDDOWN（数値,桁数） 数値を切り捨てして指定した桁数にして返す

MOD(数値,除数) 数値を除数で割った剰余を返す

ABS（数値） 数値の絶対値を返す

RAND() 0 以上 1 未満の乱数（無作為な数値）を返す

RANDBETWEEN(最小,最大) 最小と最大の間の整数の乱数を発生させる

SQRT(数値) 数値の平方根を返す

FACT(数値) 数値の階乗を返す

LN(数値) 数値の自然対数を返す

EXP(数値) e の数値乗を返します e = 2.71828182845904
LOG(数値,底) 指定された数を底とする数値の対数を返します。

SIN(数値) COS(数値) TAN（数値） 指定した角度の三角関数値を返します。

論理関数

IF(論理式,真の場合,偽の場合) 値または式が条件を満たしているかテストし結果を返します

OR(論理式 1, 論理式 2, ...) いずれかの引数が TRUE のとき、TRUE を返します

AND(論理式 1, 論理式 2, ...) すべての引数が TRUE のとき、TRUE を返します

NOT(論理式) 引数が TRUE のとき FALSE、FALSE のとき TRUE を返します。

統計関数

AVERAGE(数値 1,数値 2, ..) 引数の (数学的な) 平均値を返します。

COUNT(数値 1, 数値 2, ...) 引数リストの各項目に含まれる数値の個数の合計を返します。

COUNTIF(範囲, 条件) 条件に合致するセルの数を数える

MAX(数値 1, 数値 2, ...) 引数リストに含まれる最大の数値を返します。

MIN(数値 1, 数値 2, ...) 引数リストに含まれる最小の数値を返します。

RANK(数値, 範囲, 順序) 数値を並べ替えたとき、数値が何番目に位置するかを返す。

VAR(数値 1,数値 2, ...) 母集団の標本と見なし、母集団の分散を返します。

VARP(数値 1,数値 2, ...) 母集団全体であると見なし、母集団の分散を返します。

STDEVP(数値 1, 数値 2, ...) 母集団全体であると見なし、母集団の標準偏差を返します。

STDEV(数値 1, 数値 2, ...) 母集団の標本と見なし、母集団の標準偏差を返します

SUM(数値 1,数値 2･･) セル範囲に含まれる数値をすべて合計した値を返します。

SUMIF(範囲, 条件, 合計範囲) 指定された検索条件に一致するセルの値を合計します。

日付関数

NOW() 現在の日付に対応するシリアル値を返す

TODAY() 現在の日付に対応するシリアル値を返す

DATE（年,月,日） 指定した日付に対応するシリアル値を返す

TIME(時,分,秒) 指定の時刻に対応するシリアル値を返す

WEEKDAY(S 値) 曜日を求める 1 日曜日 2 月曜日 .. 7 土曜日

検索・文字列関係の関数

VLOOKUP(検索値,範囲,列番号,検索の型) 範囲内の列方向に検索し、一致時に指定した列分右側の値を返す

HLOOKUP(検索値,範囲,列番号,検索の型) 範囲内の行方向に検索し、一致時に指定した行分下側の値を返す

CHOOSE(インデックス,値１,値 2,値 3,……) 引数となる値リストからインデックスで指定される順番の値を返す

CHAR(数値) 数値を文字コードとした場合の文字を返す

CODE(“文字”) “文字”に対応する文字コードを 10 進数で返す

ASC(文字列) JIS(文字列) カタカナを ASC は文字列を半角に、JIS は文字列を全角に変換する

財務関係の関数

FV(利率,期間,定期支払額[,現在価値][,支払期日]) 将来価値を求める,
PV(利率,期間,定期支払額[,現在価値][,支払期日]) 現在価値を求める,
NPV(割引率,値利率, 値１,値 2,値 3,…) 正味現在価値を求める

PMT(利率,期間,定期支払額[,現在価値][,支払期日]) ローンの返済額や積立貯金の支払い額を求める,

どの関数グループにもさらに多くの関数が用意されています。Excel のヘルプ画面を使って確認してみましょう。

よく使う関数メモ


