
クイック アクセス ツール バー
これらのコマンドは常に表示されます。コマンドを右クリックして追加
できます。

リボンのタブ
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。Word 2013 で文書を開くと、リボンの [ホーム ]  
タブが表示されます。このタブには、Word のよく使われるコマンドがまとめられています。

ファイルを管理する

Word ファイルの表示、保存、印刷、
管理を行うには、[ファイル ] をクリック
します。

ヘルプを参照する
ヘルプを参照するには、このアイコンを
クリックするか F1 キーを押します。

文字カウント
文字カウントが表示されます。テキスト
の一部を選択すると、その部分の文字 
カウントが表示されます。

拡大表示 /縮小表示
スライダーを動かして表示倍率を調整
します。

ダイアログ ボックス起動ツール
リボン コマンドのグループの 
横にアイコン     が表示されて
いる場合、クリックするとその
他のオプションを含むボックス
が表示されます。

ビューを切り替える
閲覧ビュー、印刷ビュー、また
は Web ビューに切り替えます。

リボンのコンテキスト タブ
リボンのタブには、必要なとき
にしか表示されないものもあり
ます。たとえば、表を選択する
と、[表ツール ] が表示されま
す。このタブには、[デザイン ] 
と [レイアウト ] という 2 つの
追加のタブが表示されます。

ナビゲーション ウィンドウ
ナビゲーション ウィンドウを表
示するには、Ctrl + F キーを
押します。このウィンドウで見
出しをドラッグして、文書の構
成を変更することができます。

また、検索ボックスを使うと、
長い文書内をすばやく検索で
きます。[検索と置換 ] ダイア
ログ ボックスを開くには、 
Ctrl + H キーを押します。

リボンを最小化する
リボンを閉じてタブ名のみを表示する
には、このアイコンをクリックします。

クイック スタート ガイド 
Microsoft Word 2013 は、外観がこれまでのバージョンと変わっています。
このガイドは、少しでも早く慣れることができるようにそれらの違いをまとめたものです。



オンラインのテンプレートを探す
検索ボックスにキーワードを入力して、Office.com でテンプレートを探すこと
ができます。

検索の候補
検索ボックスの下にある語句をクリックして、よく使われるテンプレートを探す 
ことができます。

最近使用したファイルを開く
最近使用したファイルの一覧から、 
最近使用した文書に簡単にアクセスで
きます。

新しい文書を作成する
白紙のページから始めるには、[白紙
の文書 ] をクリックします。

お勧めのテンプレートと個人用テンプレート

Office.com のお勧めのテンプレートが表示されます。自分で作成したカスタ
ム テンプレートを開くには、[個人用 ] テンプレート タブをクリックします。

他のファイルを開く
オンラインまたはコンピューターを参照
して、それらに保存されている他の文
書を探すことができます。

テンプレートのプレビュー
下にスクロールしながら、テンプレート
の縮小版プレビューを表示していきま
す。大きなプレビューを表示するには、
画像をクリックします。

ヒント
この画面をスキップしてすぐに白紙の
文書を表示するには、Enter キーまた
は Esc キーを押します。

サインイン
アカウントにサインインし、オンライン
で保存した文書にアクセスします。

クイック スタート ガイド 
Word 2013 を開くと、最初にいくつかの選択肢が表示され、テンプレート、最近使用したファイル、 
白紙の文書のどれを使って作業を始めるかを選択できます。



リボンの新機能
Word 2013 の新しい [デザイン ] タブには、テーマやスタイルなどの書式設定の機能が使いやすい
ようにまとめられ、それらの関係がわかりやすくなっています。

Office にサインインする
いつでもどこでも自由に作業できます。Microsoft Office にサインインすれば、どこからでも安全
に Office ファイルにアクセスできます。

リボンは、新しいタブを作成してよく使うコマンドをまとめるなど、用途に応じて簡単にカスタマイズ
することができます。リボンのコマンドをカスタマイズするには、[ファイル ]、[オプション ]、[リボン
のユーザー設定 ] の順にクリックします。

サインインすると、リボンの右上にユーザー名が表示されます。ユーザー名をクリックして、プロファ
イルの更新やアカウントの切り替えを行うことができます。



よく使う項目 
次の表は、Word 2013 のよく使うツールとコマンドをまとめたものです。

目的 タブ グループ

ファイルを開く、保存する、印刷する、プレビューする、保護する、送信する、変換する、
文書を保存するクラウドの場所に接続する

[ファイル ] Backstage ビュー (このビューの左側でリンクをクリック )

行間を変更する、テキストに書式やスタイルを適用する [ホーム ] [フォント ]、[段落 ]、[スタイル ]

空白ページ、表、図、ハイパーリンク、ヘッダー /フッター、ページ番号を挿入する [挿入 ] [ページ ]、[表 ]、[図 ]、[リンク ]、[ヘッダーとフッター ]

すばやく文書の外観を変更する、ページの背景色を変更する、ページに罫線を追加する、
透かしを追加する

[デザイン ] [ドキュメントの書式設定 ]、[ページの背景 ]

余白を設定する、改ページを追加する、ニュースレターの段組みを作成する、段落の 
間隔を変更する、ページを横向きに回転する

[ページ レイアウト ] [ページ設定 ]

目次を作成する、脚注と文末脚注を挿入する [参照資料 ] [目次 ]、[脚注 ]

封筒やラベルを作成する、差し込み印刷を行う [差し込み文書 ] [作成 ]、[差し込み印刷  の開始 ]

スペル チェックと文章校正を行う、単語数をカウントする、変更履歴を記録する [校閲 ] [文章校正 ]、[変更履歴 ]

文書の表示を切り替える、ナビゲーション ウィンドウを開く、ルーラーを表示する [表示 ] [文書の表示 ]、[表示 ]、[ウィンドウ ]



印刷プレビューを表示するには
 
[ファイル ]、[印刷 ] の順にクリックすると、右側に現在の文書の印刷プレビューが表示され、左側
に印刷関連のその他の便利な設定が表示されます。

オプションを選ぶには
 
[ファイル ]、[オプション ] の順にクリックすると、[Word のオプション ] ダイアログ ボックスが開き
ます。このダイアログ ボックスで、Word の基本設定をカスタマイズできます。

ウィンドウの右側に、文書の印刷時のプレビューが表示されます。ウィンドウの左側では、プリンターを
選べるほか、設定を細かく調整できます (向きを縦から横に変更する、用紙サイズを変更する、現
在のページのみを印刷するなど )。

その他の印刷オプションを設定するには、ウィンドウの左側の [設定 ] の一番下にある [ページ設定 ] 
リンクをクリックします。

[Word のオプション ] ダイアログ ボックスの設定には、Word 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 Office プログラムに適用されるものもあります ([Office テーマ ] で
選んだ [薄い灰色 ] や [濃い灰色 ] など )。



Word 2013 をまだ持っていない 
ユーザーとやり取りする方法 
以前のバージョンの Word を使っているユーザーとファイルを共有したり、やり取りしたりする 
場合は、いくつかの点に注意が必要です。

Word 2013 での操作 結果 対処法

以前のバージョンの Word で 
作成された文書を開く

Word 2013 で、タイトル バーのファイル名の横に [互換モード ] と表示されます。
互換モードでは、以前のバージョンの Word を使っているユーザーが作業できる
ように、文書で Word 2013 の新機能を利用できなくなります。

そのまま互換モードで作業を続けることも、文書を新しい形式に変換することも 
できます。文書を変換するには、[ファイル ]、[情報 ]、[変換 ] の順にクリック 
します。文書を変換すると、新しい機能を利用できるようになりますが、以前の 
バージョンの Word を使っているユーザーが文書の特定の部分を編集できなく 
なる可能性があります。

文書を Word 2013 ファイル 
として保存する

文書を以前のバージョンの Word で開いた場合に、Word 2013 の機能を 
使って作成された一部の項目を変更できなくなる可能性があります。

Word 2003 で作業する場合は、無料の互換機能パックが必要になります。
Word 2003 で文書を開くと、互換機能パックをダウンロードするように求める 
メッセージが表示されます。

以前のバージョンの Word を使っているユーザーと Word 2013 文書を共有 
する必要がある場合は、互換性チェック ツールを実行して、ファイルが問題な 
く使えることを確認します。

[ファイル ]、[情報 ]、[問題のチェック ]、[互換性チェック ] の順にクリックします。
このツールを使って、以前のバージョンで機能しない Word 2013 の新機能を確
認できます。

文書を Word 2003 ファイル 
として保存する

Word の新しい機能や書式を含む文書を Word 2003 で開くと、サポートされて
いない機能に関する警告が表示されたり、その書式や機能がファイルに表示され
なかったりする可能性があります。

特に処理は必要ありません。Word 2003 の古いファイル形式でファイルを保存 
すると、自動的に互換性チェックが実行され、サポートされていない機能があれ
ば警告が表示されます。警告が表示された場合は、必要に応じて文書の変更を
行います。


