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クイック アクセス ツール バー 

ここに含まれているコマンドは常に表示されます。よく使うコマンドを追加

できます。 

落書きノート 

ナビゲーション バーの下部にあるこのボタンをク

リックすると、他のプログラムから収集したノート

を含む特別なセクションが開きます。 

Backstage ビュー 

* ファイル + タブをクリックすると、Backstage 

ビューが表示されます。Backstage ビューで

は、ノートブックを開いたり、作成したり、共

有したり、印刷したり、管理したりすることが

できます。 

Backstage ビューを終了するには、任意のリ

ボン タブをクリックします。 

操作別のリボン タブ 

必要なときにしかリボンに表示されないタブもあります。たとえば、表を挿入

または選択すると、[ 表ツール] が表示され、このツールの [ レイアウト] 

タブが新たに表示されます。 

リボン グループ 

各リボン タブには複数のグループがあり、関連するコマンドがまとめられています。この

図の [ ノート シール ] グループには、ノート シールの適用、変更、検索などを行うた

めのコマンドが含まれています。 

リボン タブ 

リボンのタブをクリックすると、そのタブのボタンとコマンド

が表示されます。 

新しいセクションを作成する 

[ 新しいセクション ] ボタンをクリックすると、現在

のノートブックに新しいセクション タブが追加され

ます。 

クイック検索 

検索ボックスに語句やキーワードを入力すると、ノート

の内容をすぐに検索できます。 

リボンを表示する 

初めてOneNote 2010 を開始した

ときは、ノート作成の領域を最大

にするためにリボンは非表示になっ

ています。 

このアイコンをクリックするか、Ctrl 

キーを押しながら F1 キーを押し

て、リボンの表示/非表示をいつで

も切り替えることができます。 

このガイドの内容 

Microsoft OneNote 2010 の外観は OneNote 2007 と大きく異なるため、OneNote 2007 のユーザーが少しでも早く慣れることができるようにこのガイドが作られました。このガイドを読むと、新しいインターフェイスの主

な要素について学んだり、OneNote 2010 の無償のトレーニングを見つけたり、*テンプレート+ 作業ウィンドウや *オプション+ ダイアログ ボックスなどの機能の場所を確認したりできます。また、まだ OneNote 2010 を持っ

ていない相手とノートをやり取りする方法、および高度な機能にアクセスする方法も確認できます。 
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OneNote 2010 の使用を開始する 

長い間 Microsoft OneNote を使用していたユーザーが OneNote 2010 に移行すると、OneNote 2007 

のコマンドやツール バー ボタンがどこにあるのかわからなくなることがよくあります。 

そのため、トレーニング コース、リボン ガイドを表示するインタラクティブ メニューなど、OneNote 2010 の学

習に役立つ無償のリソースが数多く用意されています。これらのリソースを見つけるには、プログラムのメイ

ン ウィンドウで *ファイル+ タブをクリックし、*ヘルプ+ をクリックします。次に、*サポート+ の *作業の開始+ をク

リックします。 

メニューとツール バーについて 

OneNote 2010 では、メイン ウィンドウの上部全体に太い帯が表示されています。これが、従

来のメニューとツール バーに代わる "リボン" です。リボンの各タブにはそれぞれ異なるボタンとコ

マンドが含まれており、リボン グループにまとめられています。 

OneNote 2010 を開くと、リボンの *ホーム+ タブが表示されます。このタブには、OneNote で最

もよく使用されるコマンドの多くが含まれています。たとえば、このタブの左端にある*クリップボー

ド+ グループには、*貼り付け+、*切り取り+、*コピー+ などのコマンドがあります。*書式のコピー/貼

り付け+ も使用できます。 

その隣の *フォント+ グループにはテキストを太字や斜体にするためのコマンドがあり、さらにそ

の隣の *スタイル+ グループには書式設定を見出しと本文にすばやく適用するためのコマンド

があります。 

リボンの表示は、コンピューターの画面サイズと解像度に合わせて調整されます。画面が小

さい場合は、一部のリボン グループのコマンドが表示されず、グループ名のみが表示されま

す。その場合は、グループ ボタンの小さな矢印をクリックするとコマンドが表示されます。 

表示される Web ページで、興味のある項目のリンクをクリックします。たとえばリボン ガイドを表示するイ

ンタラクティブ メニューを使用すると、OneNote 2007 の任意のコマンドをクリックして、そのコマンドが One-

Note 2010 のどこにあるのかを確認できます。 
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目的 クリックするタブ 探す場所 

ノートを開く、作成する、共有する、変換する、エクスポートする、送信する、印刷する   Backstage ビュー (このビューの左側にあるリンクをクリックします) 

書式をテキストに適用する、ノート シールを適用および検索する   *フォント+、*スタイル+、および *ノート シール+ の各グループ 

表、画像、リンク、ファイル、オーディオとビデオ、数式を挿入する   
*テーブル+、*画像+、*リンク+、*ファイル+、*録音/録画+、および *記号と特

殊文字+ の各グループ 

電子メールでページを送信する、新規または既存のノートブックを共有する   *電子メール+ グループおよび *共有ノートブック+ グループ 

スケッチ、手書き文字、図形を描画または消去する、ペンをカスタマイズする、ページに手

書きスペースを作成する、オブジェクトを回転する、インクをテキストに変換する 
  *ツール+、*図形の挿入+、*編集+、および *変換+ の各グループ 

スペル チェックを実行する、リサーチを行う、テキストを翻訳する、リンク ノートを作成する   *スペル チェック+、*言語+、および *ノート+ の各グループ 

画面領域を最大化する、罫線とページ タイトルの表示/非表示を切り替える、ページのサ

イズと余白を設定する、ページを拡大する、新しいミニ ノートを作成する 
  *表示+、*ページ設定+、*ズーム+、および *ウィンドウ+ の各グループ 

目的の機能が見つからない場合 

OneNote 2010 で目的の機能が見つからない場合は、まず次の表を確認してください。この表は、すべての機能を網羅しているわけではありませんが、最初に確認する場所として

は有効です。OneNote 2010 のすべてのコマンドの一覧を確認するには、*ファイル+ タブをクリックし、*ヘルプ+ をクリックして、*作業の開始+ をクリックします。 
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新しいノートブック ウィザードについて 

OneNote では、一度に複数のノートブックを操作できます。OneNote 2010 には、

OneNote 2007 の新しいノートブック ウィザードの代わりとなる簡単なインターフェイス

が Backstage ビューに用意されています。 

開始するには、*ファイル+ をクリックして Backstage ビューを開き、*新規作成+ をクリック

します。 

まず、新しいノートブックを保存する場所を選択し、わかりやすい名前 ("週次報告" 

や "定例研究会" など) を入力します。わかりやすいノートブック名にすることは、新し

いノートブックを他のユーザーと共有する場合に特に重要です。次に、最初に選択し

た場所のどこに新しいノートブックを保存するかを選択または確認し、*ノートブックの

作成+ をクリックします。 

*ツール+ | *オプション+ について 

プログラムの設定 (ページ タブを表示する場所、ノート コンテナーを表示するかどうか、バッ

クアップを保存する場所、パスワードを適用する方法など) を変更するには、次の手順を

実行します。 

*ファイル+ タブをクリックし、*オプション+ をクリックします。*OneNote のオプション+ ダイアログ 

ボックスが表示されます。ここで、OneNote の設定をカスタマイズできます。 

*OneNote のオプション+ ダイアログ ボックスの設定には、OneNote のみに適用されるものも

あれば、インストールされているすべての Microsoft Office 2010 プログラムに適用されるも

のもあります (配色など)。 
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よく使うコマンドをすぐに使用できるようにする 

OneNote のプログラム ウィンドウの左上にあるクイック 

アクセス ツール バーを使用すると、よく使うコマンドに

すばやくアクセスできます。 

このツール バーにボタンを追加すると、よく使うコマン

ドを常に表示しておくことができます。ここに追加した

ボタンは、リボン タブを切り替えても隠れることはあり

ません。 

クイック アクセス ツール バーの横にあるドロップダウン矢印をクリックし、ショートカット メニュー

に表示されるコマンドのオン/オフを切り替えます。追加したいコマンドが表示されていない

場合は、そのボタンが表示されているリボン タブに移動して、そのボタンを右クリックします。

表示されるショートカット メニューで、*クイック アクセス ツール バーに追加+ をクリックします。 

独自のリボン タブやグループを作成する 

リボン グループにボタンを追加したり独自のリボン タブを作成し

たりしてリボン コマンドをカスタマイズすることができます。 

任意のリボン グループを右クリックし、*リボンのユーザー設定+ を

クリックします。*OneNoteのオプション+ ダイアログ ボックスで、独

自のタブやグループにコマンドを追加できます。 

以前の OneNote のコマンドは、リボンに表示されていないもの

もありますが、現在も使用できます。必要なコマンドが表示さ

れていない場合は、簡単にリボンやクイック アクセス ツール バー

に追加できます。 

*OneNote のオプション+ ダイアログ ボックスの *コマンドの選択+ ボックスの一覧で、*リボンにな

いコマンド+ を選択します。次に、目的のコマンドを見つけてユーザー設定のリボン タブまたはグ

ループに追加します。 

操作に失敗してもあわてる必要はありません。*リセット+ ボタ

ンを使用すれば、既定 ("出荷時") の設定に戻すことができ

ます。 
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KeyTip について 

OneNote 2010 には、KeyTip と呼ばれるリボンのショートカットが用意されているので、マウ

スを使用せずにすばやく作業を実行できます。 

リボンに KeyTip を表示するには、Alt キーを押します。 

次に、キーボードを使用して特定のリボン タブに移動するには、そのタブの下に表示されてい

る文字のキーを押します。上の例では、*挿入+ タブを開くには N キーを、*共有+ タブを開くに

は S キーを、*描画+ タブを開くには D キーを押します。 

こうして特定のリボン タブに移動すると、そのタブで使用できるすべての KeyTip が画面に表

示されます。そこで、使用するコマンドの最後のキーを押してキー シーケンスを終了します。 

キー シーケンスの途中で 1 つ前のレベルに戻るには、Esc キーを押します。この操作を繰り返

すと、KeyTip モードを取り消すことができます。 

OneNote 2007 の多くのキーボード ショートカットを OneNote 2010 でも使用できます。たとえ

ば、従来のように、Ctrl キーを押しながら F キーを押して検索ボックスをアクティブにしたり、Alt 

キーと Shift キーを押しながら → キーを押して選択したテキストを右にインデントしたりすること

ができます。 

OneNote 2010 のキーボード ショートカットの一覧を表示するには、OneNote で F1 キーを押

し、OneNote ヘルプで "キーボード ショートカット" を検索します。 

ライブ共有セッションについて 

OneNote 2007 で導入されたライブ共有セッション機能は、OneNote 2010 では、共有ノート

ブックにさまざまな新機能を追加して機能強化を実現したことから廃止されました。 

ライブ共有セッションでは、IP アドレス、一時パスワード、および一定のノート作成時間に対応

する必要がありましたが、OneNote 2010 では、あらゆる場所から (標準の Web ブラウザーから

でも) ノートブックを簡単に共有したり使用したりすることができます。 

OneNote 2010 では、共有ノートブックについて、共有ノートをオフラインで編集して後で同期す

る機能のほかに、未読ノートの強調表示、作成者情報の表示、作成者での検索、ページの

バージョン履歴の表示と管理、ごみ箱からの削除済みノートの復元などを行う機能が導入され

ています。 

これらの機能を使用するには、リボンの *共有+ タブをクリックします。 
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OneNote 2010 での操作 操作の結果 対処法 

OneNote 2007 で作成されたノートブッ

クを開く 

OneNote 2010 のプログラム ウィンドウで、タイトル バーに "[互換モード]" と表示されま

す。 

  

 この場合、OneNote 2010 で作業していても、以前のファイル形式の技術が使用される

ため、ファイルを OneNote 2010 のファイル形式に変換するまで OneNote 2010 の新機

能 (方程式、リンク ノート、複数レベルのサブページ、バージョン管理、ごみ箱など) は使

用できません。 

互換モードを終了して 2007 のファイルを新しい OneNote 2010 の形式に変換するには、*ファイル+ タブをクリッ

クし、*情報+ をクリックします。変換するノートブックの *設定+ ボタンをクリックし、*プロパティ+ をクリックします。

表示された *ノートブックのプロパティ+ ダイアログ ボックスで、*2010 に変換+ ボタンをクリックします。 

古いノートブックを変換する前に、まだ OneNote 2007 を使用しているユーザーと共同作業する必要がないか

どうか、また、ノートブックを他のユーザーと既に共有していないかどうかをよく確認してください。これらに該当す

る場合は、引き続き互換モードで作業することをお勧めします。 

新しいノートブックを新しい  

OneNote 2010 形式で作成する、また

は古いノートブックを新しい OneNote 

2010 形式に変換する 

新しい OneNote 2010 形式で保存されたノートブックを OneNote 2007 を使用して開く

と、新しいバージョンの OneNote で作成されたノートブックであることを知らせるエラー メッ

セージが表示されます。この場合、ノートブックは表示することも編集することもできませ

ん。 

ノートブックを送信または共有する前に古い OneNote 2007 形式にノートブックを変換することも、OneNote 

2010 にアップグレードするようグループ作業者に勧めることもできます。 

何らかの理由でグループ作業者が OneNote 2010 にアップグレードできない場合は、OneNote 2010 の無料

試用版をダウンロードできます。この試用版を使用すると、OneNote 2010 ノートブックを限られた期間編集で

き、すべての OneNote ファイルを無期限に表示できます。すべての Office 2010 プログラムの試用版は、

Office.com で入手できます。 

文書を OneNote 2007 ファイルとして保

存する 

OneNote 2007 形式で保存されたノートブックを OneNote 2010 を使用して開く場合、

ノートブックは正常に開くので、変換は不要です。 

通常は、特に何もする必要はありません。 

ただし、古い OneNote 2007 形式で作業を続ける場合は、OneNote 2010 の新機能 (方程式、リンク ノー

ト、複数レベルのサブページ、バージョン管理、ごみ箱など) を使用できないことに注意してください。 

まだ OneNote 2010 を持っていないユーザーと共同作業する 

OneNote 2010 ノートブックでは、新しいファイル形式を使用して情報を保存します。別のバージョンの OneNote を使用しているユーザーと共同作業する場合も問題はありません。OneNote 

2010 で古いノートブックを開いて編集したり、まだ OneNote 2010 を持っていないユーザーとファイルを共有したりできます。 


