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　　　　　　　　アスリートに熱いエールを。
来年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催され、そして今年の9月20日からはラグビーワールドカップ

日本大会が始まる。かつてないほど日本がスポーツで盛りあがることになるだろう。
応援側として変化を感じるのは、パラアスリートへの理解だ。メディアに取り上げられることが増えたのが理由だろ

うが、競技の認知とアスリートへのリスペクトが広がっている。まだまだ一部の競技に限られているので、この機会に
さらに理解と共感が広がってほしい。
とはいえまずはラグビーだ。日本にとって楽観できる相手はいないが、潜在能力を出し切り、世界を驚かせてくれる
ことを期待している。

トスバックシステムズの各種パッケージソフトウェアはお客様の日々の業務をサポートいたします！

編 集 後 記
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ESSAY ESSAY

グアムは、西太平洋のマリアナ諸島にある最大の島で、アメリ
カ合衆国の準州です。マリアナ諸島には数千年前から人々が暮
らしており、同じ文化と言語を持っていたと考えられています。
彼らはチャモロ人と呼ばれていて、漁をしながら織物や陶器の
製作などをしており、音楽や舞踏などの独自の文化（チャモロ文
化）が、今日まで伝えられています。
グアムに大きな影響を与えたのがスペインによる統治です。マ
ゼランによりグアム島が発見されると、1565年にコンキスタド
ールであるミゲル・ロペス・デ・レガスピが島に到着し、以降、
300年以上に渡ってスペインによる統治が行われました。しかし、
1898年のアメリカ＝スペイン戦争の講和条約により、グアムは
アメリカの統治に変わります。第２次世界大戦では、一時、日本
が占領しましたが、1944年にアメリカ軍が島を取り戻して以降
は、平穏な日々が続いています。
グアムはスペイン統治が長く続いたため、当時の名残を感じ

られる遺跡があちこちで見受けられ、地名や人名にもスペイン風
のものが残っています。

現在のグアムはリゾートアイランドとして人気です。アメリカ
で一番早く日の出を迎えることから「アメリカの1日が始まる島」
とも言われています。恵まれているのは、その立地。グアム島の
一部はマリアナ海溝に囲まれているため、深い海底がすぐ近くに
あり、一流のダイバーが見逃せない場所です。そうかと思えば、
タモン湾周辺は波も静かで遠浅の海が広がっています。湾にそ
って美しい白い砂浜が続いており、家族連れも豊富なマリンスポ
ーツで安心して遊べます。リゾートホテルが立ち並ぶエリアでも
あるので、オーシャンビューの部屋に宿泊すれば、素晴らしい眺
めを見ながら朝を迎えることができるでしょう。
また、グアムではショッピングも楽しみのひとつです。タモンエ

リアを中心に大型ショッピングモールやアウトレットモールが人
気を分け合っています。コスメ、アパレル、ジュエリーからカジュ
アルアイテムまで、なんでも手に入ります。モールによっては遊
園地や水族館などを併設していたり、ミニライブが開催されてい
たりするので、1日中楽しめます。

グアムに来たらマリンスポーツを楽しむのが王道です。ジェッ
トスキーやウェイクボード、体験ダイビングなどが定番のアクテ
ィビティです。ダイビングはライセンスの有無で潜れる場所が変
わりますが、ライセンスに関係なく楽しめるのは、空気で満たさ
れているヘルメットをかぶって水中にもぐるヘルメット・ダイビン
グ。眼鏡をかけたままでも水中散歩を楽しめます。そのバリエー
ションとして、ヘルメットのついた水中スクーター「ボブ」で水中

を移動するアクティビティもあります。
そして、最近観光客から熱い視線を受けているのが、水陸両
用バス「ライド・ザ・ダック」に乗って、島内の各地を巡るツアーで
す。ホテル前からバスに乗り込んで、ラッテストーン公園、聖母マ
リア大聖堂などの観光名所を周り、港からは水しぶきをあげて
海の中に突入。車中がエキサイトする中で海上遊覧を満喫しま
す。多少濡れますが、水着がなくてもOKという点も気軽です。

グアムのローカルフードはチャモロ料理です。本来は北マリア
ナ諸島の人々が昔から食べていた料理のことを指しますが、多
様な文化の影響を受けているグアムでは、チャモロ料理にも独
自性があります。エビをココナッツミルクで煮込んだスープや、肉
やシーフードをレモン汁、ココナッツ、唐辛子などで和えた「ケラ
グエン」などが代表的な料理です。また、ローカルスタイルのバ
ーベキューでは、まず肉に下味を付けてから焼きます。この下味
に醤油を使うことが多いのは、日本統治時代の影響だと言われ
ています。
島内にはアメリカの有名チェーン店も出店していますし、和食、

イタリアン、フレンチ、中華、タイ料理など、各国のグルメを味わ
えます。このあたりは懐の深いグアムらしさと言えるかもしれま
せん。旅行者から人気なのは、ホテルのビーチサイドで食べるバ
ーベキューです。肉、野菜、シーフード、そしてロブスターテイル
などが食べ放題になっており、夕刻、赤く染まる海を見ながらの
食事は贅沢そのもの。ホテルによっては、ダンスなどのショーが
開催されることもあります。

日本からなら、飛行機に乗って4時間ほどで到着するリゾート
地がグアムです。バケーションシーズンともなれば世界中から多
くの人が訪れており、その産業の中心は観光業です。しかし、近
年は海運業などにも力を入れているそうです。港湾エリアにはい
くつものクレーンが立ち、コンテナを運ぶ姿が見られます。地元
の小学生は、このクレーンにチャモロ語で「労働」という意味の
名前を付けているとか。それほど働いているということでしょう。
観光＋産業の力で、美しいグアムがいつまでも守られていくこと
を願っています。

グアムの歴史とチャモロ文化

リゾート地として
多くの観光客が訪れる

多彩なグルメを味わえる

観光業だけに頼らない

透明度の高い海と美しいビーチはグアムの宝。

シーサイドバーベキューは
かなりゴージャス。

年齢を問わずに楽しめる
水陸両用バスのアクティビティ。

道は広くて走りやすい。
30日間は日本の免許証で運転できる。

港湾部にはいくつもの
クレーンが立っている。 鮮やかな夕景は旅の一番の思い出になるかもしれない

22グアム

マリンスポーツとライド・ザ・ダック

好奇心
　の旅

日本から4時間で飛べる楽園。
澄みわたる海とアクティビティが待つ。
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ゴミの再資源化に貢献する「地域一番工場」です

〒824-0028 福岡県行橋市辻垣133-1  TEL0930-22-3303  FAX0930-22-3762
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平成12年、不燃物の中間処理の許可工場として福岡県下で
初めて竣工し、場内ではペットボトルと一般廃棄物（ビン・缶な
ど）の二本のリサイクルラインを擁するほか、アルミなどの非鉄金
属やフロンガスの回収も可能。ラインはプレスマシンや破砕機な
ど最先端の自動化設備がずらりと並び、自社回収分はもとより、
他業者が回収した不燃ごみも含め、大量のごみを中間処理して
います。当工場で中間処理された不燃物は、それぞれの再生工
場へ運搬され、ペットボトルの９割弱を筆頭に、その多くが再利
用されています。

●浄化槽清掃
浄化槽を使用していくうえで、浄化槽内には汚泥が次第に増
加し、蓄積されていき汚泥が増加すると滞留時間、攪拌、沈殿等
の水理学的条件あるいは、酸素供給量等の条件が変化し、浄化
槽の機能の安定性が失われることになります。よって浄化槽の機
能を安定させ放流水質を良好に維持していくためには汚泥の排
除が必須条件となります。
当社では、浄化槽清掃の専門スタッフが浄化槽管理者と、清掃

の綿密な打ち合わせ（時期・引抜量・作業方法等）を行い、浄化槽
維持管理をサポートし、協働して完全管理を実施しています。
当社では、清掃現場に清掃後の水張り用の給水車を伴い2台

にて作業していましたが、現在は汚泥の引抜きと水張りの2つの
作業を1台で行うことのできる「7トン2槽式バキューム車」を導
入しています。これにより、作業効率のアップ、燃料の削減が可能
となり、CO2の削減と車両の製造から廃棄までのLCAや排気ガ
ス総量等の環境負荷の抑制にも取り組んでいます。

リサイクル事業

私たちの生活を地下で支えている下水道管。もし、ここが詰
まったり、破損・腐食して使えなくなったら・・・。私たちの生活に
大きく影響するだけでなく地中に染み出した汚水によって環境
が汚染されてしまいます。これまでの下水管のトラブルでは地中
を掘り返す等の作業が発生し、非効率・非経済的でした。しかし
現在では、胃カメラのように管内をつぶさに観察する探査装置、
遠隔操作で実施する特殊工法ができるようになり、地上にいな
がら管内の維持管理が可能となりました。作業時間、その強度、
耐久性、経済性、いずれを考えてもこれまでにない、優れた技術、
メンテナンスのノウハウを持つわが社の精鋭チームが、この最新
技術を使い、ライフラインを守ります。

●テレビ調査
人間がはいることのできない管内において、自走式のテレビカ

メラを使うことで不良箇所の発見・調査・記録ができます。

●管内止水工事
特殊な薬品を使い、漏水・湧水防止工事を行います。

●内面部分補修工事
特殊な補修シートを使い、管内壁に加圧密着させ更正します。

●管内高圧洗浄工事
管内に付着している油脂分や土砂等、流れを阻害した汚れを
高圧洗浄で除去します。

●浚渫工事
河川や水路等の底に溜まった土砂やヘドロを強力吸引車にて
除去します。

●貯水槽清掃工事
飲料水タンク内の清掃を行い安心できる飲料水を提供します。

環境整備事業

●一般廃棄物
当社は、1市1町の指定を受け、し尿収集処理業務とごみ収集
運搬業務を通じて地域社会の福祉と環境保全に貢献しています。
歴史、ノウハウ、信頼、どれをとっても決して恥ずかしくない実績
を蓄積していますし、自分達が地域の人々の暮らしを根底から支
えてるその誇りを理屈抜きで実感しています。緊急時や突発的な
依頼にもすばやい対応と適切な処置をモットーとし、お客様のご
用命にお応えしています。

●産業廃棄物
当社は、3県許可を受け強力吸収引車等の特殊車両を揃え、
環境整備事業で発生する汚泥・泥水・土砂等を収集、運搬してお
ります。高い技術とサービスで、地域の皆様の生活を守り、環境
保全に努めています。

一般、産業廃棄物収集運搬事業

浄化槽はトイレの水洗化、公共用水域の水質保全を図り、大
切な自然環境を守り、生活環境を保全するため、生活排水を処
理し、きれいな水環境を確保します。浄化槽管理課は、浄化槽機
能を正常に維持管理し、保守点検・浄化槽の補修・改修工事や
設置者の相談・依頼に応えられるプロの技術者集団です。

●浄化槽保守点検
浄化槽の保守点検業務は、浄化槽法に基づく法定業務。国や

自治体が定めた水質基準に基づく水質検査や、バクテリヤを活
用した汚水の生物処理管理、ポンプやブロアーなどの附帯機器
の保守、浄化槽毎のデーター管理、顧客毎の法定検査や採水実
施などのスケジュール管理など、業務は多岐にわたります。
当然、電気・機械・化学等の高度な専門知識や大規模施設、事
業所から一般家庭まで多種多様の浄化槽に対応できるノウハウ
が必要であり、そのため当社のスタッフは国家資格・免許取得や
講習会やセミナーに参加して知識技術の向上に努めています。
平成16年度より保守点検業務に現場端末システムを導入し、顧
客と浄化槽の完全管理を実施しています。

浄化槽管理事業

会 社 概 要

社 名
事 業 所

株式会社 日豊清掃センター

所属団体 福岡県環境整備事業協同組合連合会
京築環境整備事業協同組合
（一財）福岡県浄化槽協会
行橋商工会議所
（一社）西日本飲料水管理協会

委託・許可 一般廃棄物収集運搬業
【行橋市・みやこ町】
産業廃棄物収集運搬業
【福岡県・山口県・大分県】
産業廃棄物処分業【福岡県】
浄化槽清掃業
【行橋市・みやこ町】
一般廃棄物処分業 【行橋市】
下水道排水設備指定工事店 [行橋市】
一般建設業 【福岡県】

従業員数 76名（ 社員71名、パート5名 ）
創業年月 昭和46年5月6日
営業品目 一般廃棄物、産業廃棄物収集運搬

不燃物処理、資源物リサイクル
浄化槽清掃・維持管理・設備工事
貯水槽清掃・維持管理
給・排水管設備工事
管路内ＴＶカメラ調査
管路内止水工事
管路内面補修工事
管路更生工事
管路清掃、浚渫工事
管路施設維持管理

役 員 代表取締役社長　大山忠成
取締役 6名

●本社（ 事務所、車両基地 ）
〒824-0028
福岡県行橋辻垣133-1
TEL 0930-22-3303
●勝山営業所
〒824-0801
福岡県京都郡みやこ町勝山大久保 2408-1
●不燃物リサイクル工場
〒824-0026
福岡県行橋市道場寺 129-1
TEL 0930-22-3768

私たちの仕事は、時代に選ばれた仕事です。
～40年前も今も、変わらないものがあります～

私たち「日豊清掃センター」の設立は1971年（昭和46年）。

前身の「大八組」を創業した昭和36年から数えると、すでに40年の歴史を

刻んでいます。この間、会社は大きく成長しました。事業分野は、創業時からの

「し尿および一般廃棄物処理事業」に「浄化槽管理事業」「リサイクル事業」、

さらに新規事業である「管路管理事業」を加えた四本柱に拡大。

わずか2台の車両で会社を興した40年前とは比較にならない確固たる事業

基盤を築き上げています。

一方で、創業当時も今も少しも変わらないものがあります。地域社会の日常

を支える私たちの仕事は、毎日の地道な取り組みの積み重ねです。

仕事ぶりの断片を切り取れば、めくるめく変化とは無縁のルーティンワーク

に見えるかもしれません。それでも私たちは、変わらずに、40年の歳月を貫く同

じ思いに支えられて、今日もそれぞれの持ち場で心地よい汗を流しています。

世の中になくてはならない仕事を担っている、その誇り使命感がしっかりと

握手したような、腰の据わった思いに支えられて。

株式会社 日豊清掃センター 様

リサイクル事業
「水」の循環プロセスの中で重要な役割を担う

浄化槽を管理します

浄化槽管理事業

廃棄物の収集・運搬作業を行います

一般、産業廃棄物収集運搬事業
都市計画に欠かせない下水道のメンテナンスを

最先端技術で担います

環境整備事業



ゴミの再資源化に貢献する「地域一番工場」です

〒824-0028 福岡県行橋市辻垣133-1  TEL0930-22-3303  FAX0930-22-3762
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他業者が回収した不燃ごみも含め、大量のごみを中間処理して
います。当工場で中間処理された不燃物は、それぞれの再生工
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遠隔操作で実施する特殊工法ができるようになり、地上にいな
がら管内の維持管理が可能となりました。作業時間、その強度、
耐久性、経済性、いずれを考えてもこれまでにない、優れた技術、
メンテナンスのノウハウを持つわが社の精鋭チームが、この最新
技術を使い、ライフラインを守ります。

●テレビ調査
人間がはいることのできない管内において、自走式のテレビカ

メラを使うことで不良箇所の発見・調査・記録ができます。

●管内止水工事
特殊な薬品を使い、漏水・湧水防止工事を行います。

●内面部分補修工事
特殊な補修シートを使い、管内壁に加圧密着させ更正します。

●管内高圧洗浄工事
管内に付着している油脂分や土砂等、流れを阻害した汚れを
高圧洗浄で除去します。

●浚渫工事
河川や水路等の底に溜まった土砂やヘドロを強力吸引車にて
除去します。

●貯水槽清掃工事
飲料水タンク内の清掃を行い安心できる飲料水を提供します。
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の保守、浄化槽毎のデーター管理、顧客毎の法定検査や採水実
施などのスケジュール管理など、業務は多岐にわたります。
当然、電気・機械・化学等の高度な専門知識や大規模施設、事
業所から一般家庭まで多種多様の浄化槽に対応できるノウハウ
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に見えるかもしれません。それでも私たちは、変わらずに、40年の歳月を貫く同

じ思いに支えられて、今日もそれぞれの持ち場で心地よい汗を流しています。

世の中になくてはならない仕事を担っている、その誇り使命感がしっかりと

握手したような、腰の据わった思いに支えられて。
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今回のExcelの達人は、前回ご紹介したマクロ機能についての補足説明です。
前回はVBA（Visual Basic for Applications）を使ってマクロの作成と実行についてご紹介しましたが紙面の関係上かなり詰め込
んだ内容であったため、うまく実行できなかった方もいらっしゃったのではと思います。今回は特にプログラムを記述（コーディング）
する部分に焦点を当て補足説明を行いたいと思います。
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Excelの達人が教えるクールなヒント 33

マクロ機能が保管されたExcelファイルを起動します

起動されると以下の警告が表示されます。

ここからは記述されている各明細の内容について説明していきます

まず最初に、今回VBAで作成したマクロは以下の設定を自動化すること
でした。

①印刷の向きを縦にします。
②用紙サイズをA4にします。
③ヘッダの中央に「議事録」をフォントサイズ16として表示します。
④ヘッダの右側に現在の日付をセットします。
⑤フッタの中央にページ番号をセットします。
⑥ヘッダ左側に会社のロゴを表示します。

■関数
このように一連の設定(処理の塊)を、「関数」と言います。前述❺でマクロ
名(ロゴ入力)を指定した操作は、実は関数を指定しています。ここでは関
数とは処理の塊を指しているものと理解して頂ければ良いと思います。
開いているVBAの先頭行と最下段の行を確認してください。

■行いたい処理の内容
それでは実際に記述された内容についてみていきます。

Dim は変数を使用する時に記述します。（変数を宣言する。）
変数とは、数値や文字の値などを一時的に格納しておくための入れ物です。
▶　　　　　Dim 変数名 As データの型
上記は変数名 ： pathとfnameの2つを、宣言しています。
●複数の変数名を記述する場合は、カンマで区切ります。
　変数名1,変数名2
●データの型には数値型、文字列型、日付型などがあります。今回は
文字列型を使用するため、String と記述します。

Excelファイルが開かれます。コーディングしたVBAのモジュールを開きます。

☞ ❶［編集を有効にする。（E）］をクリックします。

☞ ❷［コンテンツの有効化］をクリックします。

☞ ❸［開発］をクリックします。

記述したVBAが開きます。

☞ ❹［マクロ］をクリックします。

☞ ❺該当のマクロ名を確認し
［編集(E)］をクリックします。

☞　Sub から End Sub までが一つの関数。
●関数名は、Sub 関数名（）で記述。
　ゆえに、関数名は、ロゴ入力

☞　MsgBoxは左記のダイアログボックス
に何らかのメッセージ、値などを表示
する関数です。

☞　左記のダイアログボックスに処理が終了した
ことを表示し、OKボタンが押下されるまで応
答を待ちます。

☞　OKボタンが押下されるとプログラムが終了
します。

Dim path, fname As String

MsgBoxは、VBAが用意している関数です。MsgBox関数は実行後に実
行結果の値を返す「戻り値」を取得することができます。

rc = MsgBox(msg1 & vbCrLf & vbCrLf & msg2, vbYesNo + vbQuestion)

ここでのMsgBox関数では、実行後に実行結果の値を返す「戻り値」を
取得していません。

▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能な書式コード

MsgBox "設定が終了しました。"

変数として使用するpathとfnameに実際の値を格納（代入）しています。
▶　　　　　変数 ＝ （データ値）
変数に値を格納(代入)する場合は、＝ を使用します。
注)文字列としての（データ値）を記述する場合は、数値と区別するた
めにダブルクォーテーションで囲みます。

読者の方はご自分の画像データ、保存しているフォルダを指定してく
ださい。
例）path  =  “C:¥”　   fname  =  “サンプル.bmp”

path = “¥¥172.20.1.17¥情シス¥tomorrow記事¥66号¥”
fname = "社名ロゴ.png"

基本文法

基本文法

▶ 　　　　　MsgBox（表示する値, ボタンの種類, アイコンの種類）
●表示する値 ： msg1  &  vbCrLf  &  vbCrLf  &  msg2
　&（アンパサンド）は、複数の文字列を結合する時に使用します。

基本文法

変数として使用する場合、Dimにて宣言するのを省略することもできます。
上記は、変数名 ： msg1とmsg2にそれぞれ(データ値)を格納しています。
☞ 変数宣言を省略した場合は、データの型が自動的にバリアント型に
設定されます。

バリアント型はどんな値でも格納できるデータ型ですが、その分パソ
コンのメモリを多く使用します。本来、変数は Dim にて常に宣言するこ
とをお薦めします。
注）Dim path, fname As String
この記述は、pathはバリアント型、fnameは文字列型で宣言されて
いることになります。path、fname両方を文字列型で宣言するには
以下の記述になります。
Dim path As string, fname As string

msg1 = "会社のロゴをヘッダの左側にセットします。"
msg2 = "よろしければ、[はい]を押下してください。"

ある条件により処理を分岐させたい場合、 If ステートメントを使用します。
▶　　　　　If [条件式１] then

処理1　☞ 条件式１がtrue（真）の場合に実行する。
　　　　　End If
変数 ： rcの値がvbNo（いいえボタンが押下された）の場合、プログラム
を終了します。
●End ： プログラムの実行を直ちに終了させたい場合に使用します。

ActiveSheet.PageSetup
　ActiveSheet ： 作業中のブックにある一番手前のシート
　PageSetup ： ページ設定の情報（左余白、下余白、用紙サイズ等々）
☞　意味としては、現在作業中の、画面の一番手前のExcelシート。それ
のページ設定情報を指します。（ActiveSheetと、PageSetupの間に
ピリオドを編集します。）

☞　今回はページ設定情報の以下の構成要素について設定しています。
Orientation = xlPortrait　印刷の向きの設定を縦（xlPortrait）にします。
PaperSize = xlPaperA4　用紙サイズをＡ４（xlPaperA4）にします。
CenterHeader = "&""BIZ UDPゴシック""&16&B" & "議事録"
ヘッダ中央部の設定でフォントをBIZ UDPゴシック、16ポイント且
つ太字で「議事録」という文字列を印刷します。

　▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能な書式コード　参照
RightHeader = "印刷日：&D"　
ヘッダ右側の設定で「印刷日：」という文字列に続けて現在の日付
（&D）を印刷します。
CenterFooter = "&P／&N"　
フッタ中央部の設定でページ番号（&P）とページ数（&N）を／で区
切って印刷します。

LeftHeaderPicture.Filename = path & fname
ヘッダ左側に表示する画像のファイル情報（パス名+ファイル名）
を設定します。
ここでは、変数 ： pathと、fnameを&（アンパサンド）で結合し代入します。

LeftHeaderPicture.LockAspectRatio = msoTrue
ヘッダ左側に表示する画像のサイズが変更されても元の比率(高
さ、幅)を保持したまま変更する場合、msoTrueを設定します。

LeftHeaderPicture.Width = 100
ヘッダ左側に表示する画像の幅を100ポイントに設定します。

LeftHeader = “&G”
ヘッダ左側に表示する画像を実際に表示させます。

　▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能なVBAコード　参照

■主語を省略した記述の仕方
Withステートメントを利用することで毎行ごとに主語を記述しなくて
よくなります。
　注）With ～ End Withの間に記述されたものだけが有効です。
ここでの主語は、ActiveSheet.PageSetup になります。
　▶ Withステートメントを使用しない場合

ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlPortrait
ActiveSheet.PageSetup.PaperSize = xlPaperA4
　　　　　　　　　　　・
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeaderPicture.Width = 100
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = “&G”

　▶ Withステートメントを使用した場合
With ActiveSheet.PageSetup　← 主語
.Orientation = xlPortrait
.PaperSize = xlPaperA4
　　　　　・
.LeftHeaderPicture.Width = 100
.LeftHeader = “&G”
End With

☞　プログラムは、見やすくする、記述を少なくすることが重要です。これ
らの文法を意識して使用していくことをお薦めします。

If  rc = vbNo Then
　　　　End
End If

With ActiveSheet.PageSetup
　　.Orientation = xlPortrait 
　　.PaperSize = xlPaperA4 
　　.CenterHeader = "&""BIZ UDPゴシック""&16&B" & "議事録" 
　　.RightHeader = "印刷日：&D" 
　　.CenterFooter = "&P／&N" 
　　.LeftHeaderPicture.Filename = path & fname 
　　.LeftHeaderPicture.LockAspectRatio = msoTrue 
　　.LeftHeaderPicture.Width = 100 
　　.LeftHeader = "&G" 
End With

Sub ロゴ入力（） ← 先頭行

　（行いたい処理を記述）

End Sub ← 最下段の行

数値
100

文字列 
“100”  

基本文法

　vbCrLfは、改行を行います。（以下のような結合状態になります。）
　msg1 "会社のロゴをヘッダの左側にセットします。"
　（改行）
　（改行）
　msg2 "よろしければ、[はい]を押下してください。"
●ボタンの種類 ： vbYesNo　[はい]ボタンと[いいえ]ボタンを表示します。
●アイコンの種類 ： vbQuestion
　問合わせメッセージアイコンを表示します。

☞ 「戻り値」の取得
rc ＝ MsgBox( )　ダイアログボックスから押下されたボタンの種類
を変数 ： rcに代入します。（ボタンの種類 ： はい、いいえ）

必ず、先頭に
ピリオドを付けます。 

書式コード 説明
&L
&C
&R
&E
&X
&Y
&B
&I
&U
&S

&”フォント名”

&nn

&color

このコードに続く文字列を左詰めに配置します。
このコードに続く文字列を中央揃えに配置します。
このコードに続く文字列を右詰めに配置します。
文字列を二重下線付きで印刷します。
上付き文字を印刷します。
下付き文字を印刷します。
文字列を太字で印刷します。
文字列を斜体で印刷します。
文字列を下線付きで印刷します。
文字列を取り消し線付きで印刷します。

指定したフォントで文字を印刷します。
フォント名は、必ず半角の二重引用符 （"） で囲んでください。

指定したフォント サイズで文字を印刷します。
nn には、ポイント数を表す2桁の数値を指定します。

文字を指定された色で印刷します。
16進数の色の値を指定します。

▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能なVBAコード
VBAコード 説明
&D
&T
&F
&A
&P

&P+<数値>
&P-<数値>
&&
&N
&Z
&G

現在の日付を印刷します。
現在の時刻を印刷します。
ファイルの名前を印刷します。
シート見出し名を印刷します。
ページ番号を印刷します。
ページ番号に指定した <数値> を加えた値を印刷します。
ページ番号から指定した <数値> を引いた値を印刷します。
アンパサンド （&） を1つ印刷します。
ファイルのすべてのページ数を印刷します。
ファイル パスを印刷します。
イメージを挿入します。



今回のExcelの達人は、前回ご紹介したマクロ機能についての補足説明です。
前回はVBA（Visual Basic for Applications）を使ってマクロの作成と実行についてご紹介しましたが紙面の関係上かなり詰め込
んだ内容であったため、うまく実行できなかった方もいらっしゃったのではと思います。今回は特にプログラムを記述（コーディング）
する部分に焦点を当て補足説明を行いたいと思います。
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Excelの達人が教えるクールなヒント 33

マクロ機能が保管されたExcelファイルを起動します

起動されると以下の警告が表示されます。

ここからは記述されている各明細の内容について説明していきます

まず最初に、今回VBAで作成したマクロは以下の設定を自動化すること
でした。

①印刷の向きを縦にします。
②用紙サイズをA4にします。
③ヘッダの中央に「議事録」をフォントサイズ16として表示します。
④ヘッダの右側に現在の日付をセットします。
⑤フッタの中央にページ番号をセットします。
⑥ヘッダ左側に会社のロゴを表示します。

■関数
このように一連の設定(処理の塊)を、「関数」と言います。前述❺でマクロ
名(ロゴ入力)を指定した操作は、実は関数を指定しています。ここでは関
数とは処理の塊を指しているものと理解して頂ければ良いと思います。
開いているVBAの先頭行と最下段の行を確認してください。

■行いたい処理の内容
それでは実際に記述された内容についてみていきます。

Dim は変数を使用する時に記述します。（変数を宣言する。）
変数とは、数値や文字の値などを一時的に格納しておくための入れ物です。
▶　　　　　Dim 変数名 As データの型
上記は変数名 ： pathとfnameの2つを、宣言しています。
●複数の変数名を記述する場合は、カンマで区切ります。
　変数名1,変数名2
●データの型には数値型、文字列型、日付型などがあります。今回は
文字列型を使用するため、String と記述します。

Excelファイルが開かれます。コーディングしたVBAのモジュールを開きます。

☞ ❶［編集を有効にする。（E）］をクリックします。

☞ ❷［コンテンツの有効化］をクリックします。

☞ ❸［開発］をクリックします。

記述したVBAが開きます。

☞ ❹［マクロ］をクリックします。

☞ ❺該当のマクロ名を確認し
［編集(E)］をクリックします。

☞　Sub から End Sub までが一つの関数。
●関数名は、Sub 関数名（）で記述。
　ゆえに、関数名は、ロゴ入力

☞　MsgBoxは左記のダイアログボックス
に何らかのメッセージ、値などを表示
する関数です。

☞　左記のダイアログボックスに処理が終了した
ことを表示し、OKボタンが押下されるまで応
答を待ちます。

☞　OKボタンが押下されるとプログラムが終了
します。

Dim path, fname As String

MsgBoxは、VBAが用意している関数です。MsgBox関数は実行後に実
行結果の値を返す「戻り値」を取得することができます。

rc = MsgBox(msg1 & vbCrLf & vbCrLf & msg2, vbYesNo + vbQuestion)

ここでのMsgBox関数では、実行後に実行結果の値を返す「戻り値」を
取得していません。

▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能な書式コード

MsgBox "設定が終了しました。"

変数として使用するpathとfnameに実際の値を格納（代入）しています。
▶　　　　　変数 ＝ （データ値）
変数に値を格納(代入)する場合は、＝ を使用します。
注)文字列としての（データ値）を記述する場合は、数値と区別するた
めにダブルクォーテーションで囲みます。

読者の方はご自分の画像データ、保存しているフォルダを指定してく
ださい。
例）path  =  “C:¥”　   fname  =  “サンプル.bmp”

path = “¥¥172.20.1.17¥情シス¥tomorrow記事¥66号¥”
fname = "社名ロゴ.png"

基本文法

基本文法

▶ 　　　　　MsgBox（表示する値, ボタンの種類, アイコンの種類）
●表示する値 ： msg1  &  vbCrLf  &  vbCrLf  &  msg2
　&（アンパサンド）は、複数の文字列を結合する時に使用します。

基本文法

変数として使用する場合、Dimにて宣言するのを省略することもできます。
上記は、変数名 ： msg1とmsg2にそれぞれ(データ値)を格納しています。
☞ 変数宣言を省略した場合は、データの型が自動的にバリアント型に
設定されます。

バリアント型はどんな値でも格納できるデータ型ですが、その分パソ
コンのメモリを多く使用します。本来、変数は Dim にて常に宣言するこ
とをお薦めします。
注）Dim path, fname As String
この記述は、pathはバリアント型、fnameは文字列型で宣言されて
いることになります。path、fname両方を文字列型で宣言するには
以下の記述になります。
Dim path As string, fname As string

msg1 = "会社のロゴをヘッダの左側にセットします。"
msg2 = "よろしければ、[はい]を押下してください。"

ある条件により処理を分岐させたい場合、 If ステートメントを使用します。
▶　　　　　If [条件式１] then

処理1　☞ 条件式１がtrue（真）の場合に実行する。
　　　　　End If
変数 ： rcの値がvbNo（いいえボタンが押下された）の場合、プログラム
を終了します。
●End ： プログラムの実行を直ちに終了させたい場合に使用します。

ActiveSheet.PageSetup
　ActiveSheet ： 作業中のブックにある一番手前のシート
　PageSetup ： ページ設定の情報（左余白、下余白、用紙サイズ等々）
☞　意味としては、現在作業中の、画面の一番手前のExcelシート。それ
のページ設定情報を指します。（ActiveSheetと、PageSetupの間に
ピリオドを編集します。）

☞　今回はページ設定情報の以下の構成要素について設定しています。
Orientation = xlPortrait　印刷の向きの設定を縦（xlPortrait）にします。
PaperSize = xlPaperA4　用紙サイズをＡ４（xlPaperA4）にします。
CenterHeader = "&""BIZ UDPゴシック""&16&B" & "議事録"
ヘッダ中央部の設定でフォントをBIZ UDPゴシック、16ポイント且
つ太字で「議事録」という文字列を印刷します。

　▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能な書式コード　参照
RightHeader = "印刷日：&D"　
ヘッダ右側の設定で「印刷日：」という文字列に続けて現在の日付
（&D）を印刷します。
CenterFooter = "&P／&N"　
フッタ中央部の設定でページ番号（&P）とページ数（&N）を／で区
切って印刷します。

LeftHeaderPicture.Filename = path & fname
ヘッダ左側に表示する画像のファイル情報（パス名+ファイル名）
を設定します。
ここでは、変数 ： pathと、fnameを&（アンパサンド）で結合し代入します。

LeftHeaderPicture.LockAspectRatio = msoTrue
ヘッダ左側に表示する画像のサイズが変更されても元の比率(高
さ、幅)を保持したまま変更する場合、msoTrueを設定します。

LeftHeaderPicture.Width = 100
ヘッダ左側に表示する画像の幅を100ポイントに設定します。

LeftHeader = “&G”
ヘッダ左側に表示する画像を実際に表示させます。

　▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能なVBAコード　参照

■主語を省略した記述の仕方
Withステートメントを利用することで毎行ごとに主語を記述しなくて
よくなります。
　注）With ～ End Withの間に記述されたものだけが有効です。
ここでの主語は、ActiveSheet.PageSetup になります。
　▶ Withステートメントを使用しない場合

ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlPortrait
ActiveSheet.PageSetup.PaperSize = xlPaperA4
　　　　　　　　　　　・
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeaderPicture.Width = 100
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = “&G”

　▶ Withステートメントを使用した場合
With ActiveSheet.PageSetup　← 主語
.Orientation = xlPortrait
.PaperSize = xlPaperA4
　　　　　・
.LeftHeaderPicture.Width = 100
.LeftHeader = “&G”
End With

☞　プログラムは、見やすくする、記述を少なくすることが重要です。これ
らの文法を意識して使用していくことをお薦めします。

If  rc = vbNo Then
　　　　End
End If

With ActiveSheet.PageSetup
　　.Orientation = xlPortrait 
　　.PaperSize = xlPaperA4 
　　.CenterHeader = "&""BIZ UDPゴシック""&16&B" & "議事録" 
　　.RightHeader = "印刷日：&D" 
　　.CenterFooter = "&P／&N" 
　　.LeftHeaderPicture.Filename = path & fname 
　　.LeftHeaderPicture.LockAspectRatio = msoTrue 
　　.LeftHeaderPicture.Width = 100 
　　.LeftHeader = "&G" 
End With

Sub ロゴ入力（） ← 先頭行

　（行いたい処理を記述）

End Sub ← 最下段の行

数値
100

文字列 
“100”  

基本文法

　vbCrLfは、改行を行います。（以下のような結合状態になります。）
　msg1 "会社のロゴをヘッダの左側にセットします。"
　（改行）
　（改行）
　msg2 "よろしければ、[はい]を押下してください。"
●ボタンの種類 ： vbYesNo　[はい]ボタンと[いいえ]ボタンを表示します。
●アイコンの種類 ： vbQuestion
　問合わせメッセージアイコンを表示します。

☞ 「戻り値」の取得
rc ＝ MsgBox( )　ダイアログボックスから押下されたボタンの種類
を変数 ： rcに代入します。（ボタンの種類 ： はい、いいえ）

必ず、先頭に
ピリオドを付けます。 

書式コード 説明
&L
&C
&R
&E
&X
&Y
&B
&I
&U
&S

&”フォント名”

&nn

&color

このコードに続く文字列を左詰めに配置します。
このコードに続く文字列を中央揃えに配置します。
このコードに続く文字列を右詰めに配置します。
文字列を二重下線付きで印刷します。
上付き文字を印刷します。
下付き文字を印刷します。
文字列を太字で印刷します。
文字列を斜体で印刷します。
文字列を下線付きで印刷します。
文字列を取り消し線付きで印刷します。

指定したフォントで文字を印刷します。
フォント名は、必ず半角の二重引用符 （"） で囲んでください。

指定したフォント サイズで文字を印刷します。
nn には、ポイント数を表す2桁の数値を指定します。

文字を指定された色で印刷します。
16進数の色の値を指定します。

▶ 【補足】印刷ヘッダー、フッターに設定可能なVBAコード
VBAコード 説明
&D
&T
&F
&A
&P

&P+<数値>
&P-<数値>
&&
&N
&Z
&G

現在の日付を印刷します。
現在の時刻を印刷します。
ファイルの名前を印刷します。
シート見出し名を印刷します。
ページ番号を印刷します。
ページ番号に指定した <数値> を加えた値を印刷します。
ページ番号から指定した <数値> を引いた値を印刷します。
アンパサンド （&） を1つ印刷します。
ファイルのすべてのページ数を印刷します。
ファイル パスを印刷します。
イメージを挿入します。
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【ヨコのカギ】
❶斎藤道三は□□□と呼ばれた。
❹奈良時代の前の□□□時代。
❼子どもは瓜坊と呼ばれる。
❾議員が□□を表明。
10インド□□、アフリカ□□。
11日本人は□□□□民族。
13七福神の商売の神様。
14主君に□□を引く。 
15□□は紙に包んで捨てよう。
17媚。
18元寇では□□□□が吹いた。
20カブトムシと並んで人気のある昆虫。
21介護保険で□□サービスを利用する。

【タテのカギ】
❶徳川□□□□金を探す。
❷能力がない。 
❸□□奮迅。
❺サケ科魚類の、卵巣に入ったままの卵。
❻陸運←→□□□□。
❽忍者。
12□□□□をはぐように病が回復。
13ほほ□□の国、タイ。
14結婚□□□を薬指に入れる。
16百足。
17□□のある酒。奥深い。
18借金の□□に書画骨董を差し出す。
19□□の限りを尽くす。
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に
挑戦！

前回のクロスワードパズルはいかがでしたでしょうか。答えは「ナツミカン」で
した。今回も仕事の合間にお楽しみください。Ａ～Ｅに入った文字をならべかえて
言葉をつくってください。アンケートにお答えいただき、クロスワードパズルの答
えを書いてトスバックシステムズまでFAX（087）851-5441でお送りください。
アンケートまたはクイズにお答えいただいた方に粗品をお送りします。

【応募締切】9月30日まで。

【募集要領】

Excellent Disc Review

香港警察に置いて「天眼」と呼ばれる刑事・クワンを中心と
する6つの短篇からなる連作ミステリーである。天眼とは、神の
ごとき眼で物事を見通すという意味。まさにクワンは、天眼の名
にふさわしい洞察力と推理力により事件の真相に迫っていく。
と、これが概要であることは間違いないのだが、読み始めると
いきなり驚くことになる。なぜなら最初の話「黒と白のあいだの
真実」において、老齢のクワンは植物人間。意思疎通すらでき
ない状態だからだ。ベッドに寝たままで何もできないクワンは、
一言も発しないまま、愛弟子・ロー警部とのタッグで最初の事
件を解決へ導く。しかもこの話はローの視点で語られるため、
彼が主人公のように感じられるだろう。そして次の話「任侠のジ
レンマ」もローの視点で話が進む。ところが、物語の鍵を握るの
はクワンだ。警察を定年退職しながらも、特別捜査顧問として
捜査に協力する初老のクワンが、ローとは比べられない大きな
視点で事件を動かしていく。そして読者は気づくのだ。どうやら
本作は、1話ごとに時間が逆行していくらしいことに。
タイトルの「13・67」とは「2013年・1967年」、つまり2013年
からスタートして時間をさかのぼりながら1967年までを舞台と
していることを表している。この47年間は1997年の「香港返
還」に前後して、香港が激しく揺れ動いた時期だ。その過程で
香港に何が起こり、香港人の何が変わったのか。警察組織の変
質を通して、それを伝えるのが本書の大きなテーマである。「正
義」の意味が揺らぐ中、クワンとその仲間は苦悩する。
特筆すべきは、ミステリーとしての高いクオリティである。どの
話もプロットが緻密に練られており、話の展開を先読みさせな
い。表層的な予想を裏切られ、意外な真相にたどりつく心地よ
さよ①４。クワンが仲間とどうやって知り合ったのか、読み進む
うちに明らかになることも楽しかった。日本では3億円事件を独
自に解釈した作品が人気だが、本作の「借りた時間に」も、1967
年に香港で発生した実際の未解決事件をモチーフとしていると
いう。ここにも作者の意欲と実力を感じることができる。
社会派のテーマに興味がなくても、本作は6つの上質なミステ
リーが読めるというだけで価値がある。時間逆行という構成の
生かし方も見事で、最終話を読んだあとに、もう一度最初の話を
読み返したくなるはずだ。作者の仕掛けは周到である。

美しいリゾート地の高級ホテルを会場にしたG8の財務相
会議の最中、国際通貨基金の専務理事・ロシェが部屋で死
亡しているのが発見される。これは事件なのか、自殺なの
か。容疑者として疑われるのはゲストとして招かれていた修
道士・サルス。ロシェと最後に会っていた人物だ。ところがサ
ルスは、何を聞かれても沈黙を守り、答えないのであった。
サルスは質素な暮らしを続けている修道士で、保身や見返
りよりも正しい生き方を重んじている。サルスが沈黙を続ける
のは、ロシェとの会談が彼の告解（懺悔と同義と思われる）
であったから。修道士には告解を他者にもらさない決まりが
あるのだ。彼が沈黙を続けることで、むしろG8の参加者には
疑心暗鬼が広がっていく。今回の会議では、ある秘密の決議
が行われる予定だったのだ。捜査が進む中でサルスの意外な
過去が明らかにされ、参加者はそれぞれの決断を迫られる。
サルスが向き合うことになるのは、国家よりもさらに強大

な力を持つ「金融」という存在である。その中枢に座ってい
たロシェは金融の動きを先読みできる天才であった。もし彼
が自殺をしたとなれば、それだけで相場の暴落を招くとい
う。いわく「（ロシェのような）バンカーは自殺しない」。権力
も金も自由自在のバンカーには、自殺する理由がないという
わけだ。しかしロシェにはひとつの不安があった。そのために
「あるもの」を金で手に入れようとしていたのだが…。
登場人物は、サルスを除けば一握りの成功者ばかり。成功
者には特有の倫理観の希薄さがあり、善悪ですら「経済」を
判断基準にしている。一方、サルスが持っているのは聖書と
ボイスレコーダー（鳥の鳴き声を集めている）とささやかな
楽しみのタバコだけ。失う物がないので生き方が明快だ。金
か生き方か。人生の永遠のテーマを本作でも考えさせられ
る。二者択一で答えが出せるものではないのだが、ロシェの
葬儀で語るサルスのメッセージは鋭く心に刺さる。

時間を逆行する
6編の短篇ミステリーが、
ひとつの物語を紡ぐ。

「 13・67 」
陳浩基
天野健太郎［訳］
文藝春秋

「 修道士は沈黙する 」
DVD
アルバトロス株式会社

殺人容疑をかけられた修道士が
沈黙をもって秘密に迫る。

【前回の答え】ナツミカン

Groovy Book Review

陳 浩基
（ちん こうき、サイモン・チェン、1975年-）

香港の推理作家、SF作家、ホラー小説作家。男性。
香港や台湾で作品を発表している。
台湾推理作家協会の海外会員。

●2009年
　第7回台湾推理作家協会賞（「青髭公の密室」）
●2011年
　第2回島田荘司推理小説賞（『世界を売った男』）
●2015年
　第8回台北国際ブックフェア賞（『13・67』）
●2017年
　第9回翻訳ミステリー大賞読者賞（『13・67』）
●2018年
　第15回本屋大賞翻訳小説部門第2位（『13・67』）

著者プロフィール
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大阪府大阪市淀川区宮原2-14-14　新大阪グランドビル5F
TEL.06-6394-8900　FAX.06-6394-8902
西日本事業所
広島県広島市中区八丁堀5-7　広島KSビル9F
TEL.082-511-8330　FAX.082-511-8335

松山営業所
愛媛県松山市天山1-2-26　松山第3電気ビル1F
TEL.089-915-8201　FAX.089-915-8202
姫路営業所
兵庫県姫路市東延末3-37　中川ビル2F
TEL.079-226-3133　FAX.079-226-3006
福岡営業所
福岡県福岡市博多区祇園町1-28　いちご博多ビル3F
TEL.092-263-5583　FAX.092-263-5613

※このスペースの企業広告を募集しております。
　詳しくは株式会社トスバックシステムズまでお問い合わせください。

　　　　　　　　アスリートに熱いエールを。
来年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催され、そして今年の9月20日からはラグビーワールドカップ

日本大会が始まる。かつてないほど日本がスポーツで盛りあがることになるだろう。
応援側として変化を感じるのは、パラアスリートへの理解だ。メディアに取り上げられることが増えたのが理由だろ

うが、競技の認知とアスリートへのリスペクトが広がっている。まだまだ一部の競技に限られているので、この機会に
さらに理解と共感が広がってほしい。
とはいえまずはラグビーだ。日本にとって楽観できる相手はいないが、潜在能力を出し切り、世界を驚かせてくれる
ことを期待している。

トスバックシステムズの各種パッケージソフトウェアはお客様の日々の業務をサポートいたします！

編 集 後 記




