『小考試-中国語』の
インストールとライセンス入力

『小考試-中国語』 Ver. 1.10 使用説明書
からの抜粋です
http://www.chirakudo.com/doc/ShokoshiChina_Shiyosetsumei_v110.pdf
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２．稼働環境
３．『小考試-中国語』のインストールと実行と登録、解除

４．ライセンスキーの入力方法

２．稼働環境
- Windows Vista上の Excel 2007、Excel 2010 (32ビット版) （日本語版）
- Windows 7上の Excel 2007、Excel 2010 (32ビット版) （日本語版）
- 上記ソフトウェアが快適に稼働可能なハードウェア、画面解像度 1024x600以上

３．『小考試-中国語』 ver.1.10のインストールと実行と登録
３－１．ダウンロードしたファイルの解凍
「ShokoshiChina110.zip」をダウンロードして解凍すると、下記の3つのファイルが展開されますので、
それらを任意のディレクトリにコピーします。
（ダウンロードしたディレクトリで「小考試_中国語v110.xls」を実行すると、読み取り専用になっている
ことがありますので、その場合は任意のディレクトリにコピーしてから実行してください。）
・小考試_中国語v110.xls （単語シート、システム用シート（非表示）、マクロがあります）
・『小考試_中国語』v1.10インストールとライセンス入力.txt
・『小考試_中国語』v1.10使用許諾契約書.txt

３－２．『小考試-中国語』 の設定と実行
「小考試-中国語v110.xls」ファイルの中のツール（マクロ）から実行しますので、インストールの必要はあ
りませんが、実行する前にセキュリティの設定の確認を行なう必要があります。
他のブック（Excelファイル）が開いていたら閉じます。

a. Excel 2010 での設定と実行
a1. 事前セキュリティの確認
Excel 2010を起動します。Excelのメニューから「ファイル」-「オプション」を選択すると、「Excelのオプ
ション」画面が表示されますので、その左側にある「セキュリティ センター」を選択します。そうすると、
右側の表示が変わり「セキュリティ センターの設定」ボタンが表示されますので、それをクリックする
と、下図の「Excel 2010 セキュリティセンター」が表示されます。
「Excel 2010 セキュリティセンター」では、左側のメニューから「マクロの設定」①を選択すると、右側の
表示が変わりますので、「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」②が選択されているか確認
します。選択されていない場合は、②を選択してから「OK」ボタンをクリックします。
Excel 2010 セキュリティセンター
②
①
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もともと、「警告を表示せずにすべてのマクロ
を無効にする」になっている場合は、セキュリ
ティ・レベルを1段下げることになりますので注
意してください。

a2. 実行
解凍した「小考試-中国語v110.xls」ファイルをダブルクリックすると、Excelシートの上側に「セキュリティ
の警告」③が表示されますので、その右側にある「コンテンツの有効化」をクリックします。
そうすると、④のように「小考試-中国語v110」が起動します。
Excel 2010 単語シート

③

小考試-中国語v110

④
実行の詳細は13
ページ以降を参
照してください。

a3. クイック アクセス ツール バーに登録
「小考試-中国語v110」を終了した後、再度起動するために、マクロを「クイック アクセス ツール
バー」に登録します。
⑤

⑥

⑦

⑧

「小考試-中国語v110」を「終了」ボタンをクリックして終
了します。
Excelのメニューから「ファイル」-「オプション」を選択す
ると、「Excelのオプション」画面が表示されますので、そ
の左側にある「クイック アクセス ツール バー」⑤を選択
します。
クイック アクセス ツール バーの画面が表示されたら、
「コマンドの選択」⑥で「マクロ」を選択します。
次に、⑦のコマンドリストから、「小考試_中国語v110」を
選択し、「追加」ボタンをクリックすると、「小考試_中国語
v110」が追加されます。「OK」をクリックして終了します。

⑨
上記の操作にて、Ｅｘｃｅｌウィンドウの左上の「クイック ア
クセス ツール バー」⑨に「小考試_中国語v110」のボタ
ンが追加されます。
今後は⑨をクリックすることで、「小考試_中国語v110」を
実行できます。
「小考試_中国語v110」のファイル名を変更した場合は、
登録したマクロ⑧を一度削除してから、再度登録しま
す。
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b. Excel 2007 での設定と実行
b1. 事前セキュリティの確認
Excel 2007を起動します。Excelのオフィスボタンをクリックして表示されたメニューの下側にある「Excel
のオプション」ボタンをクリックすると、「Excelのオプション」画面が表示されます。その左側にある「セ
キュリティ センター」を選択すると、右側の表示が変わり「セキュリティ センターの設定」ボタンが表示さ
れますので、それをクリックすると、下図の「Excel 2007 セキュリティセンター」が表示されます。
「Excel 2007 セキュリティセンター」では、左側のメニューから「マクロの設定」①を選択すると、右側の
表示が変わりますので、「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」②が選択されているか確認し
てください。選択されていない場合は、②を選択してから「OK」ボタンをクリックします。
＊ もともと、「警告を表示せずにすべてのマクロを無効にする」になっている場合は、セキュリティ・レ
ベルを1段下げることになりますので注意します。
Excel 2007 セキュリティセンター

②

Excel 2007 単語シート

①

③

b2. 実行
解凍した「小考試-中国語v110.xls」ファイルをダブルクリックします。そうすると、Excelシートの上側に「セ
キュリティの警告」が表示されますので、その右側にある「オプション」③をクリックします。
下図の「Microsoft Office セキュリティ オプション」が表示されますので、④のように「このコンテンツを有
効にする」を選択します。その後、⑤のように「小考試-中国語v110」が起動します。
Microsoft Office
セキュリティ オプション

小考試-中国語v110

⑤

実行の詳細は13
ページ以降を参照
してください。

④

ｂ3. クイック アクセス ツール バーに登録
「小考試-中国語v110」を終了した後、再度起動するために、マクロを「クイック アクセス ツール バー」に登
録します。
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⑤

⑥

⑦

⑧

「小考試-中国語v110」を終了します。
Excelのオフィスボタンをクリックして表示されたメニューの下側
にある「Excelのオプション」ボタンをクリックすると、「Excelのオ
プション」画面が表示されますので、その左側にある「ユーザー
設定」を選択します。
「クイック アクセス ツール バー」の画面が表示されたら、「コマ
ンドの選択」⑥で「マクロ」を選択します。
次に、⑦のコマンドリストから、「小考試_中国語v110」を選択し、
「追加」ボタンをクリックすると、「小考試_中国語v110」が追加さ
れます。「OK」をクリックして終了します。

⑨
上記の操作にて、Ｅｘｃｅｌウィンドウの左上のクイック アクセス
ツール バー⑨に「小考試_中国語v110」のボタンが追加されま
す。
今後は⑨をクリックすることで、「小考試_中国語v110」を実行で
きます。
「小考試_中国語v110」のファイル名を変更した場合は、登録し
たマクロ⑧を一度削除してから、再度登録します。

ｄ. その他の起動方法
「小考試-中国語v110」を最初に起動した場合は、当ツール（マクロ）が自動的に起動しますが、その
後、ツールを一旦終了してから再度起動する場合は、クイックツールバーやメニューを使用して起動し
ますが、それ以外の方法でも起動できます。その起動方法は下記のように2通りあります。

- ショートカットキーを使用してマクロメニューを表示して、実行
「ALT」 + 「F8」キーを押してマクロメニューを表示します。
メニューの「小考試-中国語v110」を選択して「実行」ボタンをクリックします。

- Excelのメニューからマクロメニューを表示して、実行
Excelのメニューから「表示」-「マクロ」を選択して、マクロメニューを表示します、マクロメニューから
「小考試-中国語v110」を選択して「実行」ボタンをクリックします。

e. ツールを起動させない設定 （ 「小考試-中国語v110」ファイルを開くとき）
「小考試-中国語v110」のツールが起動した状態で、「条件設定」①をクリックします。条件設定の画
面が表示されますので、「マクロ起動」②のチェックをはずし、「条件保存」ボタンをクリックします。
そうすると、次回から「小考試-中国語v110」を開くときにツールが起動しません。
小考試-中国語v110

条件設定

①
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③
②

４．ライセンスキーの入力方法
「小考試_中国語v110」を起動し、①の「条件設定」をクリックします。
小考試-中国語v110

そうすると、ライセンス入力画面②が表示されます。ここでユーザー名
（1～8文字の任意の文字）とライセンスキーを入力します。ライセンス認
証後、ファイル（小考試_中国語v110.xls）に書き込み、「条件設定」が

①

起動します。ライセンスキーを入力しない場合は、「キャンセル」をクリッ
クします。
なお、『小考試_中国語 』 Ver.1.00のライセンスキーをお持ちの方は、
小考試_中国語v110.xls を起動した後、上記の操作にてライセンス
ライセンスキー入力画面

②

キーを入力することで、引き続きご利用いただけます。

左記ユーザー名とライセンスキーは
サンプルです。
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