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 １．データベースとは 
データベースとは、一定の主題または目的のために関係付けられた情報の集合体をいいます。書類、

マイクロフィルムなどでも内容によって分類・整理された物であればデータベースとしての資格を備えた

物と言えます。現在では、データベースはコンピュータのハードディスク上に構築され、効率よく集積し、

分類・整理・参照ができるデータの集中貯蔵庫です。 
コンピュータを利用することにより膨大なデータの中から必要とされる情報を瞬時に検索することが可

能となります。また、コンピュータにデータベースが構築されていることにより、データベースを利用して

検索された情報を他のアプリケーションソフトウェアで利用したり、加工することが簡単になり、多目的に

利用することができます。 
情報のデータベース化は 1960年代後半から出現した階層型もしくはネットワーク型の汎用データベ

ース管理システム(DataBase Management System)によって始まりました。リレーショナル（関係）型デ
ータベースは 1970 年に提唱され、1987 年にこの考えに沿ったデータベースシステムの仕様がデータ
ベース言語SQL（Structured Query Language）として規格化されました。 
このテキストで使用するMicrosoft Access（以後Accessと省略）もリレーショナル型のデータベース

管理システム(Relational DataBase Management System)に属します。リレーショナル型のデータベ
ースではデータを表（テーブル）として表します。さらに２つの表の突き合わせ、一方の表の情報と他方

の表の情報を相互に関連付け利用することができます。 
データは行の単位（レコード）で管理されます。列は項目（フィールド）を現します。一つのレコードは

複数の項目から構成されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

項目（フィールド） 

レ
コ
ー
ド

関連付け 

テーブル２ 

テーブル１ 
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  １－１ Accessの起動 
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Accessの起動はスタートメニューから次の順にメニューを選択して行います。 
 「スタートメニュー」→「プログラム」→「アプリケーション」→「Access」 
Accessが起動した後、新規にデータベースを作成する場合はメニューバーの
「ファイル（F）」－「新規作成（N）」を選択します。 
既存のデータベースを使用する場合にはメニューバーの「ファイル（F）」－「開
 Accessのデータベースは mdbの拡張
を持つファイルに納められます。このファ

ルをダブルクリックすることにより直接

ccess を起動し、対象データベースファイ
を開くこともできます。 

(1)既存のデータベースを使用する場合
「開く（O）」を選択すると「ファイルを開く」ダイヤログボックスが表示されます。「ファイルの場所(I)」
の欄右端にある ボタンを押してデータベースが存在するフォルダを選択し、「開く（O）」ボタ

ンを押します。 

(2)データベースを新規作成する場合 
「新規作成（N）」を選択した後、画面右の作業ウインドウの新規作成の項目から「空のデータベース」

選びます。「新しいデータベース」ダイヤログボックスが表示されるので、既存のデータベース

を使用する場合の「ファイルの場所(I)」の指定と同じように「保存先(I)」の欄右端にある ボ

タンを押してデータベースを保存するフォルダを選択しファイルを指定して「作成(C)」ボタン
を押します。 

 

実習用のファイルの中にはデータベースの例として、レンタルＣＤの管理を行うためのデータベース

RentalCD.mdb」と郵便番号（神奈川県内と東京都のデータ）の一覧を納めた「郵便番号.mdb」の２つ
納められています。また、「３－４ アクションクエリーについて」「３－５ 集計クエリーについて」で参照

ている例題はデータベース「RentalCD2.mdb」に保存されています。 

く（O）」を選択します。 

- 2 - 



 
デ ー タ ベ ー ス を 開 く た め に は 、

RentalCD を選択し「開く(O)」のボタンを押
します。 
データベースファイルにはテーブル、ク

エリー、フォーム、レポート、マクロ、

モジュールの６種類が格納できます。右

のようにテーブルの中には５つのテーブル

（データ）が納められています。 
テーブル、クエリーを作成する場合は

「新規作成(N)」、修正する場合は「デザイン(D)」のボタンを押しデザインビューを起動して行います。デ

ータやクエリーなどの結果は「開く(O)」のボタンを押しデータシートビュー（レポートの場合はプレビュー）

を起動して表示することができます。 
 テーブル、クエリー、フォーム、レポート間でのデータの流れは以下のようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

テーブル 
（データの集合） クエリー 

データの 
抽出・選択 

フォーム レポート 

データの入出力 
アプリケーション動

作の制御 

一覧表、計算・集計 
等の帳票の作成 
 

  １－２ 閉じる 
開いているテーブル、クエリー等を閉じる場合は、メニューバーから「ファ

イル(F)」→「閉じる(C)」の順に選択して行います。 
テーブルやクエリー等の内容を変更した場合は、閉じるときに以下のよう

なメッセージが表示されます。必要に応じて保存してください。 
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  １－３ 実行例 
  Ⅰ．テーブル 

データベースで利用するデー

タはテーブルに保存します。テー

ブルに保存されているデータは

表形式（テーブルのデータシート

ビュー）で表示することができま

す。 
「郵便番号.mdb」のデータベ

ースを開き、「テーブル」をクリ

ックし、「郵便番号」テーブル

をクリックして、「開く(O)」をクリ

ックすると右下図のように郵

便番号のデータを表示するこ

とができます。この画面でデ

ータの入力、修正をおこなうこともできます。 

 
  Ⅱ．クエリー 

データの検索はクエリーでおこないます。クエリー（query）とは質問の意味を持つ言葉です。データ

の検索や選択をおこない表示します。「クエリー」を選択し「検索」のクエリーを選択します。「デザイン

(D)」のボタンを押すと下図のように選択クエリーのデザインビューが表示されます。 
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検索・選択はデザインビューをでおこないます。郵便番号のフィールドに対して検索をおこなうため、

抽出条件の欄に 2591207を入力し「ビュー」のボタンを押します （"は自動的に附加されます）。 
データシートビュー

が表示され、郵便番号

のフィールドの値が

"2591207"を持つレコ
ードが表示されます。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

「ビュー」のボタンを押す 

  Ⅲ．フォーム 
データシートビューを利用

するのでなく、自分で設計した

画面を使用してデータの入力

や表示をおこなう場合はフォ

ームを使用します。 
フォーム「市域検索」はデ

ザインビューを使用せずに独

自の画面（フォーム）を使用し

た検索フォームです。 
その他は、単票、表形式の

表示用フォームです。市域の

欄に検索したい市域（"横浜市
港北区"など）を入力し、下の
ボタンを押すと検索結果のデ

ータシートビューが表示されま

す。 
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  Ⅳ．レポート 
テーブルのデータやクエリーによって選択されたデータに対し一覧表、計算・集計等の帳票を作成

する場合はレポートを使用します。郵便番号のデータベース内のレポートには右の３つが納められてい

ます。 
「県別郵便番号」のレポートを選択して「プレビュー(P)」のボタンを押すと、市域ごとにまとめられ

た表形式で表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  １－４ Accessの終了 
Accessを終了する場合は開いているテーブル、クエリー等を閉じ、必要なオブジェクトは保存した後

におこないます。 
メニューバーから「ファイル(F)」→「終了(X)」の順に選択します。 
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 ２．テーブル 
  ２－１ テーブルとは？ 

データベースでは、扱われるデータを「テーブル」にまとめます。テーブルは、普通の表のような形式

をしており、列はデータの項目、行は個々のデータを表します。データベースでは、表の列のことを「フィ

ールド」といい、行のことを「レコード」と言います。下図に示されている会員名簿テーブルでは、フィール

ドとして「会員番号」「氏名」「住所」「電話」があり、データは7レコードあることになります。データが多くな
ってくるといくつものテーブルを作成したり、1つのテーブルに多くのフィールドを作成したりすることにな
りますが、このような場合、個々のテーブルの持っているデータの表す意味を考え、同じ意味を表してい

るデータを重複して作成しないように注意する必要があります。例えば、実習用のフロッピーディスクの

「RentalCD.mdb」では、会員の情報は「会員名簿テーブル」に、CDの情報は「貸出CD物件テーブル」
にという具合に、分けてあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ２－２ テーブル作成の準備 
テーブルを作成する方法は何通りかありますが、ここでは 1 から自分でテーブルを設計し、データを

入力する方法を説明します。 
テーブルを作成する前に、まずそのテーブルで必要となるデータ項目を考える必要があります。ここ

では、「RentalCD.mdb」で使用している会員名簿のテーブルを作成することを考えてみましょう。 
会員名簿のデータとして、必要とされるデータ項目としては、次のようなものが挙げられます。 

 ・会員番号 
 ・氏名 
 ・住所 
 ・電話番号 

 
この他にも、生年月日や未成年の場合には保護者についてなどの項目が考えられますが、問題を

簡単にするために、ここでは省略します。 
データ項目を挙げたら、次はその項目に入力されるべきデータの型を決める必要があります。データ

の型を正しく設定することにより、誤ったデータが入力されることを防ぐことができます。データの型として

設定できるのは、次の 9種類です。 
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データ型 説明 

テキスト型 半角で 255文字以下の文字列データ 

メモ型 半角で 64000文字以下の文字列データ 

数値型 計算に使用できる数値データ 

日付/時刻型 日付または時刻データ 

通貨型 金額データ 

オートナンバー型 レコードが追加されると自動的に番号が入る 

Yes/No型 Yes または Noのような二者択一データ 

OLEオブジェクト型 別のプログラムで作成されたデータ 

ハイパーリンク型 ハイパーリンク(http://・・・/)データ 

 
この表より、先に挙げたデータ項目についてデータ型を当てはめると、次のようになります。 

 ・会員番号 オートナンバー型 
 ・氏名  テキスト型 
 ・住所  テキスト型 
 ・電話番号 テキスト型 

 
  ２－３ テーブルの定義 

ここまでの情報をもとに、テーブルの

定義を作成してみます。ここでは、テー

ブルがいくつの項目から構成されるのか、

またどのような種類のデータを保存して

おくのかなどをあらかじめ決めておきま

す。こうしておくことにより、データが間違

った項目に入力されることを防いだり、

他のテーブルとの関連付けをしやすくな

ります。 

 
(1) データベースウィンドウのオブジェク 
トバーの「テーブル」をクリックする。 

(2) 「新規作成(N)」をクリックする。 

(3) 「テーブルの新規作成」ウィンドウの
「デザインビュー」をクリックし、「OK」をク

リックする。 
(4)テーブルのデザインビューが表示され
たら、「フィールド名」欄にデータ項目の

名前を入力し、「データ型」欄をクリックし

て適切なデータ型を選択する。 
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次に、テーブルのデータ項目の 1 つを「主キー」として設定します。主キーとは、テーブルの中で

個々のレコード(データ)を識別するために用いられます。そのため、必ず異なるレコードで同じ内容にな
らない項目を選択しなければなりません。会員名簿テーブルの場合、氏名を主キーとすると同姓同名の

人が会員になった場合に識別することができなくなりますし、電話番号を主キーとすると家族も会員にな

った場合に識別することができなくなります。そこで、内容が重複しない項目として会員番号を用います。

会員番号はデータ型がオートナンバー型なので、レコードが追加されると新たな番号が割り振られるた

め重複することはありません。会員番号を主キーに設定するためには、次のように行います。 

 
(5)主キーに設定するフィールド名(ここでは会員番号)をクリックする。 
(6)ツールバーの主キーボタン をクリックする。 

 
これで、テーブルの定義は終わりです。デザインビューの右上の  をクリックしてテーブルを保存し

てください。クリックすると、テーブルに名前を付けて保

存するための右図のウィンドウが表示されるので、「新会

員名簿」としておきます。 

 
なお、主キーを設定せずにテーブルを保存しようとすると、「主キーが設定されていません」というメッ

セージが表示され、「主キーを設定しますか？」と聞いてきます。これに「はい」と答えると、フィールド名

が「ID」というオートナンバー型の項目が自動的に作成されます。 

 
  ２－４ テーブルへのデータ入力 

次に、テーブルへデータを入力します。 
(1)データベースウィンドウのオブジェクトバーの「テ
ーブル」をクリックする。 

(2)「新会員番号」テーブルを選択し、「開く(O)」をクリ
ックする。すると、データシートビューが表示され

る。 
(3)会員番号は自動的に入力されるので、氏名、住所、
電話番号を入力する。 

(4)続けて、2人目、3人目のデータを入力する。 
(5)入力を終えたら、データシートビューの右上 

  の  をクリックする。 
入力されたデータを確認するためには、

テーブルを選択して「開く(O)」を選択しま

す。 
  演習２－１ 

上述の方法で、「新会員名簿」テーブルを作成し、架空の会員のデータを登録しなさい。 



 ３．クエリー 
  ３－１ クエリーとは？ 

「クエリー」とは、作成したテーブルからある条件に基づいたデータを取り出したり、関連性のあるテー

ブルを結びつけてデータを取り出したりするために使います。クエリーには、いくつかの種類があります

が、ここではその中で最も使用頻度の高い選択クエリーについて説明します。 
選択クエリー(以下単にクエリー)を使用すると、会員名簿の中から特定の会員やある地域に住んで

いる会員の情報を検索したり、ある会員がこれまでに借りたことのある CD のリストなどを作成することが
できます。クエリーを実行すると、結果はテーブルと似た形式で表示され、その中のデータを変更すると、

元々含まれていたテーブルのデータも変更されます。 
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  ３－２ クエリーの使用 
まずはクエリー実行例として、貸出記録一覧クエリーを実行してみましょう。 

(1)データベースウィンドウのオブジェクトバーの
「クエリ」をクリックする。 

(2)「貸出記録一覧」クエリーを選択し、「開く(O)」を
クリックする。 

(3)貸出記録一覧クエリーを実行した結果が表示
される。 

 
 
 
 
 

 
ここで、表示されている結果は、複数のテーブルのフィールドを組み合わせて表示したものです。そ

れでは、どのように複数のテーブルが組み合わされているかをみてみましょう。 

 
(4) 貸出記録一覧クエリーを実行した結果が表示されている状態で、ツールバーの「ビュー」ボタン 
 をクリックする。(前述のクエリーを実行する方法で、「開く(O)」ではなく「デザイン(D)」をクリックし
てもよい。) 

 
すると、次のような画面が表示されます。この画面の上部は、各テーブルのフィールドがどのように組

み合わされているかを示し、下部は実行されるクエリーで使用しているフィールド等の情報が示されてい

ます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クエリーでは、複数のテーブルにあるフィールドを集めて 1 つの仮想的なテーブルとして表示するこ

とができます。デザインビューでは、クエリーで表示しているフィールドがどのテーブルに含まれているも

のか、どのフィールドで並べ替えを行うかなどを指定することができます。また、「抽出条件」の欄を用い

ると、指定した条件に当てはまるレコードだけを表示させることもできます。それでは、現在貸出中になっ

ている CDだけを表示させてみましょう。 

 
(1)「状態名」フィールドの抽出条件の欄に、「貸出中」と入力する。 
(2)ツールバーのビューボタン をクリックする。 
(3)「状態名」フィールドが、貸出中となっているレコードが表示される。 

 
表示された結果は、見やすくするために並べ替えを行うこともで

きます。この場合、抽出条件を入力した画面で、並べ替えを行うフ

ィールドについて「昇順」または「降順」を指定します。 
抽出条件を変えて再度クエリーを実行する場合には、ツールバ

ーのビューボタン をクリックし、デザインビューに切り替えて、抽出条件を入力しなおします。また、

抽出条件には、「？？から始まる文字列」や「?月？日よりも過去」という条件を指定することもできます。 

 
条件 意味 

Like "*" 任意の文字列(このままでは全部抽出される) 

Like "?" 任意の 1文字(???と書くと任意の 3文字となる) 

Like "鈴木*" 「鈴木」で始まる文字列 

Like "*夏*" 「夏」が含まれている文字列 

<7 7 より小さい数 

<=7 7以下の数 

Between 5 And 10 5以上 10以下の数 

<#99/9/7# 1999/9/7 よりも過去("<Now()"と書くと今日より過去となる) 

なお、抽出条件を入力するときは、表中の文字(*?を含む)や日付は、"Like"や"#"を省略できる場合
もあります。 
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  演習３－１ 
クエリー「貸出記録一覧」のタイトルやアーティスト名に抽出条件を入力し、特定の CD を借りている
会員を抜き出すように変更し、実行しなさい。 

 
  ３－３ クエリーの作成 

選択クエリーの使い方を理解したところで、今度はクエリーを作成してみましょう。 
CD 一覧テーブルには、CD のタイトルしか含まれていませんので、これにアーティスト名やジャンル

を含むようなクエリーを作成することにします。クエリーを作成するためには、いくつかのステップがありま

す。 

 
  Ⅰ.クエリーの新規作成 

(1)データベースウィンドウのオブジェクトバーの「クエリ」をクリックする。 
(2)「新規作成(N)」をクリックする。 
(3)「デザインビュー」が選択された状態で、「OK」をクリックする。 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Ⅱ.リレーションシップの設定 
(4) すると下左図の「テーブルの表示」というウィンドウが表示されるので、その中からクエリーに使用す
るテーブルを選択する。ここでは、「CD 一覧」「アーティスト」のテーブルをそれぞれ選択し、「追加

(A)」をクリックする。 
(5) 2つのテーブルを追加したら、「閉じる(C)」をクリックする。 
(6)下右図の選択クエリーウィンドウで、アーティストテーブル内の「アーティスト番号」を「CD 一覧テーブ
ル」の「アーティスト」にドラッグする。 
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  Ⅲ.クエリーの実行結果で表示する項目の指定 

(8)「フィールド」欄をクリックすると▼が表示されるの
でこれをクリックし、「CD 一覧.タイトル」を選択す

る。 
(9)「アーティスト.アーティスト名」と「CD 一覧.レンタ
ル料」も同様に選択する。 

 
 
 
 
 

  Ⅳ.クエリーの実行 
(10)ツールバーの「実行」ボタン をクリックする。 

 
これで、CD の一覧として見やすいものができました。

このように、クエリーでは異なるテーブルの項目を結びつ

けて表示させることができます。 

 
ここで、「Ⅲ.クエリーの実行結果で表示する項目の指定」で行ったことについて説明します。この項

目では、まずクエリーで使用するテーブルを選択し、その後各テーブルで関連付けられる項目同士を結

びつけるという作業を行っています。このような結びつきのことを、「リレーションシップ」と呼びます。この

リレーションシップでは、参照する側と参照される側がありますが、参照される側は自身が含まれている

テーブルで重複しない項目になっていなければなりません。上の例では、CD 一覧テーブルのアーティ
スト名は参照する側、アーティストテーブルのアーティスト番号は参照される側ということになります。この

とき、参照される側であるアーティスト番号がアーティストテーブル内で一意に決まるように定義されてい

ないと、ＣＤ一覧テーブルのアーティストにはどのデータが入るべきか不明確になってしまいます。この

ような問題については、テーブルの設計の際に考慮しておく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 

CD 一覧テーブルの 

アーティスト 

１ 

２ 

１ 

    アーティストテーブルの 
    アーティスト番号とアーティスト 

１ アーティストＡ 
２ アーティストＢ 

  演習３－２ 
上述の方法で CD 一覧を表示するクエリーを作成しなさい。作成したクエリーは名前を「演習貸出可

能ＣＤ一覧」としなさい。ただし、フィールド「ＣＤ一覧．貸出可能」も加え、その抽出条件に「yes」と入力
して、貸出可能な CDだけが表示（抽出）されるようにしなさい。 
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  ３－４ アクションクエリーについて 

選択クエリーを使って仮想的なテーブルを表示させることができました。選択クエリーを開いても仮想

的なテーブルが表示されるだけで、基にしたテーブルの値は変化しませんでした。 
クエリーの中には、そのクエリーを開く（実行する）ことによって、基にしたテーブルの値が実際に書き

換わる等の値の変更を伴うアクションクエリーと呼ばれるクエリーがあります。アクションクエリーには 4 つ
の種類があります。以下に概要を示します。 

 
  Ⅰ.テーブル作成クエリー 

このクエリーを実行すると、指定した条件に当てはまるデータから成るテーブルが実際に作成されま

す。このクエリーの使い道としては次のような場合が考えられます。選択クエリーで表示するテーブルの

値が実行する度に変化する場合に、ある時点での状況（例えばその時点での返却期間超過者一覧等）

を記録として残すために、（クエリーの実行結果を）テーブルとして記録しておく操作にこのクエリーを利

用することができます。（変化する状況がレコードとして記録に残るようにシステムを設計する場合もあり

ます。） 
以下の例では、単にある時点でのクエリー「貸出記録一覧」の結果をテーブルとして記録するための

クエリーを作成しています。 

 
見本： 「貸出記録一覧テーブル作成」クエリー 

 
見本クエリーの内容： 

クエリー「貸出記録一覧」で表示される（仮想）テーブル

を実際のテーブルとして保存するクエリーです。 
作成するテーブルの名前は「貸出記録テーブル」です。

クエリーのプロパティを表示することで確認できます。 

 
一般的な作成方法： 

新たなテーブルにしたいデータを表示させる選択クエリーを作ります。 
その選択クエリーの種類をテーブル作成クエリーに変え、作成するテーブルの名前を指定します。 

 
見本クエリーの作成方法： 

クエリー「貸出記録一覧」を基にして作成します。クエリー「貸出記録一覧」を別の

名前でコピーして、そのクエリーをデザインで開き、種類を「テーブル作成」に変

えてテーブル名を指定します。 
 

  Ⅱ.追加クエリー 
このクエリーを実行すると、指定した条件に当てはまるデータを目的のテーブルへ新しいレコードとし

て追加することができます。以下の例ではこのクエリーを利用して、あるテーブル（「会員名簿2」）内の特
定の条件（「退会」フィールドが yes）のレコードを別のテーブル（「退会者名簿」）へコピーしています。詳
しくは以下の見本クエリーを参照してください。 
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見本： 「退会名簿への追加」クエリー 

 
見本クエリーの内容： 

会員名簿の中からすでに退会した会員だけを抜き出して、退会者を記録しておくテーブル「退会者名

簿」へ追加するクエリーです。 
ただし、退会者かどうかを区別するために、テーブル「会員名簿」に「退会」のフィールドを加えたテーブ

ル「会員名簿 2」を作り、このテーブルを使います。 

 
一般的な作成方法： 

追加したいデータだけを表示する選択クエリーを作ります。 
その選択クエリーの種類を追加クエリーに変え、追加するテーブルの名前を指定します。 

 
見本クエリーの作成方法： 

テーブル「会員名簿 2」の内容を表示する選択
クエリーを作り、「退会」フィールドが yes のもの
だけを表示するようにします。クエリーの種類を

追加に変え、追加先テーブルを聞いてくるので

「退会者名簿」を指定します。 

 
補足： 

追加クエリーでは、表示しているレコードのフィールドの名前と同じ名前のフィールドに値を追加します。

違う名前のフィールドに値を追加したい場合には、追加クエリーのフィールドの「レコードの追加」部分に

追加先のフィールド名を指定します。 
 

  Ⅲ.削除クエリー 
このクエリーを実行すると、指定した条件に当てはまるデータがテーブルから削除されます。以下の

例ではこのクエリーを利用して、あるテーブル（「会員名簿 2」）内の特定の条件（「退会」フィールドが
yes）のレコードを削除しています。詳しくは以下の見本クエリーを参照してください。 

 
見本： 「会員名簿 2から退会者削除」クエリー 

 
見本クエリーの内容： 

テーブル「会員名簿 2」の中の退会者のレコードを削除するクエリーです。 
 
一般的な作成方法： 

削除したいデータだけを表示する選択クエリーを作ります。 
その選択クエリーの種類を削除クエリーに変えます。 

 
見本クエリーの作成方法： 
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テーブル「会員名簿2」を表示する選択クエリーを作り、 「退会」フィールドが yesのものだけを表示する
ようにします。 
クエリーの種類を削除に変えます。 

 
補足： 

削除クエリーの内容を確認する場合、実行ボタン では実際にレコードが

削除されてしまうので、データシートビューボタンで削除対象となっているレコ

ードを表示して確認するとよいでしょう。 
 

  Ⅳ.更新クエリー 
このクエリーを実行すると、特定の抽出条件を満たすフィールドの値だけを別の値に変更することが

できます。以下の例ではこのクエリーを利用して、あるテーブル（「CD 一覧」）の特定の条件（レンタル料
の値が２００円）のレコードについて、そのレンタル料の値を２５０円に更新（変更）しています。詳しくは以

下の見本クエリーを参照してください。 

 
見本： 「CD一覧のレンタル料変更」クエリー 

 
見本クエリーの内容： 

テーブル「CD一覧」のレンタル料の値が２００円のものをすべて２５０円に変更します。 
 
一般的な作成方法： 

特定の抽出条件を満たすフィールドの値だけを表示する選択クエリーを作ります。 
その選択クエリーの種類を更新クエリーに変え、変更後の値を各フィールドに指定します。 

 
見本クエリーの作成方法： 

テーブル「CD一覧」を表示する選択クエリーを作り、レンタル料200円
のものだけを表示するようにします。 
種類を更新クエリーに変え、「レコードの更新」フィールドに変更後の

値「250」を指定します。 
（値の変更のないフィールドはデザイン保存時に削除されます。） 

 
補足１： 

実際のデータベースでは、もっと厳密な設計が必要です。 
この例では、以前の貸出記録を保存しているテーブル「貸出記録」の「レンタル料」もこのフィールドを参

照しているので、料金変更操作をすると貸出時の料金とあわなくなってしまいます。（正しい記録でなく

なってしまう。） 
改善策としては、テーブル「貸出記録」にその時の料金を記録するフィールドを作り、その時の料金自体

をテーブル「CD一覧」からコピーしてしまうのも一案です。 
現実のシステム作成では、設計時のテーブルの項目（列）として何を用意するか、どのようにデータの変

更が発生するかなどをよく分析した上での設計が必要になります。 
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補足２： 

変更する値が１つの定数で表せるとはかぎりません。変更前

の値に応じて変更したい値が違う場合があります。このような

場合は、変更前後の値をテーブルにまとめておいて、変更後

の値をテーブルのフィールド名で指定することで処理できます。

（抽出条件は、フィールドの関係付けでおこなっています。） 
「CD 一覧のレンタル料改定」クエリーがこの例です。テーブル
「料金改定表」に更新前後の料金を入力しておき、テーブル

「CD一覧」のレンタル料の値を対応する改定後の料金に更新
しています。 
「CD 一覧のレンタル料改定」クエリーをデザインビューで開き、
更新する値をフィールド名で指定する方法を確認してください。 

 
  ３－５ 集計クエリーについて 

クエリーのあるフィールドに関して、同じ値同士を１つのグループとして扱いたい場合があります。そ

のグループごとに、グループに属するレコード全体の値の平均、合計、カウント等の集計計算を行うこと

ができます。 

 
見本： 「CD別売上額」クエリー、「CD別貸出回数」クエリー 

 
見本クエリーの内容： 

テーブル「貸出記録」と「ＣＤ一覧」を関連付けて、貸し出し時の「レンタル料」も表示できるようにした「レ

ンタル料付き貸し出し一覧」クエリーを用意しました。 
このクエリーに関して、同じ CD 管理番号のレコードを１つのグループとして、各グループの「レンタル
料」フィールドの値の合計を求めれば、各 CD の売り上げ合計額を求めたことになります。「CD 別売上
額」クエリーがこの例です。 
また、各グループの「レンタル料」フィールドの値を合計するのではなく、そのグループ内のレコード件数

をカウントすることで各 CD の貸出回数を求めたことになります。「CD 別貸出回数」クエリーがこの例で
す。 

 
一般的な作成方法： 

集計の対象となるフィールドを含む選択クエリーを作ります。そのクエリーのデザインを開いた状態でツ

ールバーの「集計」ボタン  をクリックして各フィールドの「集計」行を表示させます。 
この状態では集計行のセルに「グループ化」と指定されているので、そのフィールドの同じ値同士を１つ

にまとめるグループ化の働きをします。 
目的のフィールドの集計行セルに集計計算の種類（例えば合計）を指定します。 

 
見本クエリーの作成方法： 

 (1)「レンタル料付き貸し出し一覧」クエリーの作成 
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テーブル「貸出記録」とテーブル「ＣＤ一覧」を関連付け、「貸出記録」にフィールド「レンタル料」と「タ

イトル」を付けた形で表示するクエリーを作ります。 

 
(2)「CD別売上額」クエリーの作成 
「レンタル料付き貸し出し一覧」クエリーをそのまま表

示するクエリーを作り、ツールバーの「集計」ボタン  

をクリックして、集計セルを表示させます。 
「CD 管理番号」「タイトル」「レンタル料」のフィールドだ
けを残し他のフィールドは削除します。 
「レンタル料」フィールドの集計セルの指定を「合計」に

変えます。このフィールドのタイトルを「売上額」に変え

ます。 

 
(3)「CD別貸出回数」クエリーの作成 
「レンタル料付き貸し出し一覧」クエリーをそのまま表

示するクエリーを作り、ツールバーの「集計」ボタン  

をクリックして、集計セルを表示させます。 
「CD 管理番号」「タイトル」「レンタル料」のフィールドだ
けを残し他のフィールドは削除します。 
「レンタル料」フィールドの集計セルの指定を「カウン

ト」に変えます。このフィールドのタイトルを「貸出回数」

に変えます。 

 
 
クロス集計クエリーについて 

特殊な集計クエリーとしてクロス集計クエリーがあります。あるテーブル（またはクエリー）の２つのフィ

ールドの値を基にして、その値を行と列に配置した表を作成し、その表のセルにそれらの値の組に関し

ての集計計算の結果を表示させることができます。 
例えば、「貸出記録一覧」クエリーに関して、「アーティスト名」フィールドと「貸出日」フィールドを行と

列に配置して、同じ値の組（貸出日は同じ月を同じ値とみなして）が何件あるかをカウントするクロス集計

クエリーを作成する。このクロス集計クエリーの実行結果の表は、アーティスト毎の月別貸出件数が表示

された表と見なすことができます。このクエリーの見本が「貸出記録一覧のクロス集計」クエリーです。 
クロス集計クエリーについての詳細はここでは省略します。クエリーの作成は、「新規作成（N）」－「ク

ロス集計クエリウィザード」を選び、ウィザードに指示に従って必要な指定をすることで作成できます。 
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 ４．フォーム 
フォームを利用して、テーブルの値の表示や入力、修正作業を行うた

めの画面を自由に設計することができます。また、フォームの画面には、

動作（たとえば、特定のクエリーやフォームを開く）を実行させるためのボ

タンを用意することもできます。これによって、一連の関連する作業を実行

させるためのフォームを設計することもできます。 
フォームには、コントロールと呼ばれるフォームの構成要素となる部品

を貼り付けて作成します。コントロールには以下の種類があります。コント

ロールの作成に利用する「ツールボックス」（右図）のボタンと下表の各コ

ントロールの対応を番号で示します。 

 
コントロールの種類 

名称 内容 

(1)ラベル タイトル、標題、簡単な指示などの説明用のテキストを表示するコントロールです。 

(2)テキストボックス データを表示したり、入力を受け付けるコントロールです。 

(3)オプショングループ 選択肢を制限して表示するためのコントロールです。複数のオプションボタンをグル

ープ化してその中の１つだけしか選択できなくします。 

(4)トグルボタン トグルボタンが押されている（押し込まれている状態）かどうかで Yes/Noの値を表す

コントロールです。 

(5)オプションボタン ボタンのオン、オフで Yes/Noの値を表すコントロールです。 

(6)チェックボックス ボックスにチェックマークが付いているかどうかで Yes/Noの値を表すコントロールで

す。 

(7)コンボボックス 一覧から値を選択することも、値を直接入力することもできるコントロールです。 

(8)リストボックス 一覧から値を選択して入力するコントロールです。 

(9)コマンドボタン ボタンがクリックされた時に、1 つまたは複数の処理を実行するように設定できるコン

トロールです。 

(10)イメージ ピクチャ（画像）を貼りつけるためのコントロールです。 

(11)非連結オブジェク

トフレーム 

ＯＬＥオブジェクトを貼りつけるためのコントロールです。 

(12)連結オブジェクト

フレーム 

基になるテーブルに格納されているＯＬＥオブジェクトを貼りつけるためのコントロー

ルです。 

(13)改ページ フォームを複数のページに分けるためのコントロールです。 

(14)タブコントロール フォームにタブページを貼りつけるためのコントロールです。 

(15)サブフォーム /サ

ブレポート 

フォームの中に別のフォームを貼りつけるためのコントロールです。 

(16)線 フォームに線を貼りつけるためのコントロールです。フォームの外見を整えるときに

利用します。 

(17)四角形 フォームに塗りつぶした四角形、輪郭線の四角形を貼りつけるためのコントロールで

す。フォームの外見を整えるときに利用します。 

- 19 - 



  ４－１ フォームの例（コントロールについて） 
データベース「RentalCD.mdb」のフォーム「貸出返却入力」（下図）は１レコード分の値を入力（表

示）するウインドウになっています。データ入力や表示をテーブルのデータシートビューでおこなってい

ましたが、フォームを使うことでデータ入力や表示のための画面を自由に設計できます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
フォームにはコントロールと呼ばれる

ームでは四角形の領域がいくつか貼り

す。これはテキストボックスと呼ばれるコ

コントロールの種類については前ペ

ロール、非連結コントロール、演算コン

つすべてが存在するわけではなく、「線

ります。テキストボックスについてはこの

て説明します。 

 
連結コントロール 
連結コントロールのテキストボックスは

エリーの１つのフィールドに「連結」され

連結されているフィールドの値がテキス

示され、また、そのテキストボックスに入

された値は、連結されているフィールド

どのフィールドと連結されているかは、右

ロパティのコントロールソースの部分で

 
プロパティの表示方法は以下のとお

(1)データベースウインドウのオブジェク
で目的のフォームをクリックする。 

(2)「デザイン(D)」ボタンをクリックして、
(3)プロパティを表示したいコントロール
をクリックする。 
ラベル
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ルだけが存在するものもあ
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されたフォームの一覧の中
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この操作で、プロパティシートが表示されます。必要なタブをクリックして、プロパティの値を確認でき

ます。また、このプロパティシートを使ってプロパティの値を設定したり、変更することができます。 
なお、連結されているテーブルやクエリーの何番目のレコードを扱っているかは下図の「レコード番

号」ボックスに表示されています。 

 
 

 
 

 
非連結コントロール 
 非連結コントロールのテキストボックスに入力した値はテーブルに保存されることはありません。一時
的な値を入力する場所として利用します。たとえば、非連結コントロールのテキストボックスに値を入力し、

クエリーからその値を参照して、その値に基づいたデータの選択を行うことができます。 

 
演算コントロール 
 演算コントロールのテキストボックスは、他のテキストボックスの値を利用した計算の結果を表示する
領域として利用することができます。たとえば、「金額」という名前のテキストボックスがある時に、｢消費

税｣という名称のテキストボックスを用意して、そのコントロールソースに =[金額]*0.05 と設定しておくこ
とで、「金額」のテキストボックスに値が入力されると「消費税」のテキストボックスに金額の５％の値が表

示されます。 

 
 フォーム「貸出返却入力」では各テキストボックスの左側にはそのテキストボックスにどのフィールドの
値を入力すればよいかを示すための見出しがついています。この部分は、ラベルと呼ばれるコントロー

ルです。ラベルは文字をフォーム上に表示するために利用されます。ラベルはこの例のように他のコント

ロールの見出しとして使用したり、説明文を表示するなどの用途に使います。 

 

現在のレコード番号 
最後のレコードへ移動 先頭のレコードへ移動 

レコード総数 

次のレコードへ移動 新規のレコードへ移動  前のレコードへ移動 

  ４－２ フォームの作成方法１ 
 フォームの作成方法には、オートフォームまたはフォームウィザードを利用して自動的に作成する方
法とデザインビューを利用して手動で作成する方法があります。ここではオートフォームを利用する方法

を示します。 

 
(1)データベース「RentalCD.mdb」を
開く。 

(2)データベースウインドウのオブジェ
クトバーの「フォーム」をクリックし、

フォームの「新規作成(N)」のボタン

をクリックする。 
(3) 右図のダイヤログボックスが表示
されるので、「オートフォーム： 単
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票形式」をクリックする。 
また、「基になるテーブル／クエリーの選択」の欄は、右端の下向き矢印ボタン  をクリックして

テーブルとクエリーの一覧を表示させて目的のテーブルまたはクエリーを選択する。この例では、「貸

出記録」のテーブルを基にします。 
(4)「ＯＫ」をクリックする。 
(5)フォームが自動作成され、フォームビューで開いた状態になるので、ウインドウ右上の閉じるボタン 

をクリックしてフォームを閉じる。 
(6)フォームの変更を保存するかどうか聞いてくるので、「はい(Y)」をクリックする。 
(7)フォームの名前を入力する状態になるので、この例では「貸出返却入力」という名前にする。 

 
演習４－１ 

上述の「オートフォーム： 単票形式」でフォームを作成しなさい。フォームの名前は「演習貸出返却入

力」にしなさい。完成したフォームを使って連結されているレコードの値を確認し、新しいレコードを 1 件
入力しなさい。入力する値は各自適当な値を決めなさい。 
また、フォームをデザインビューで開きオートフォームでどのようにコントロールが作成されたかを確認

しなさい。 
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  ４－３ コンボボックス 
前節で作成したフォーム「貸出返却入力」は、「４－１．フォームの例」で示したものとは少し違う部分が

あります。ＣＤ管理番号、会員番号、状態の各項目の右側に２つ目の入力領域がありません。これは、

先に示したフォームは、オートフォームで作成した後に、フォームを修正して完成させたものだからで

す。 
修正した部分（右側の入力領域）は、コン 

ボボックスと呼ばれるコントロールです。コボ

ボックスは、右端の下向き矢印ボタン    
をクリックすることで、右図のように入力する 
値の候補一覧を表示でき、その中から値を 
選ぶことができるものです。 
フォームの修正は、フォームのデザインビューで行います。以下にコンボボックスをフォームに貼りつ

ける方法を示します。（他のコントロールも同じように手動で貼りつけの操作を行うことができます。） 

 
(1) 修正するフォーム「貸出返却入力」をクリックしてから、「デザイン(D)」ボタンをクリックする。 
(2)フォームの表示領域を広げるために、フォームの 
表示領域の右端にマウスカーソルをあわせ、カー 
ソルが縦棒に変わったらマウスを右側にドラッグし 
て領域を広げる。  

(3)ツールボックスの中の「コンボボックス」ツール   をクリックし、コンボボックスを貼りつける位置を

クリックする。次図のコンボボックスウィザードが起動するので順番に必要な項目を選択する。この例

では、(4)以降の操作のとおり各項目を選択する。 
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(4) 「テーブルまたはクエリーの値を表示する」の項目をクリックし、「次へ(N)」をクリックする。 
(5)値の取得元を聞いてくるので、「ＣＤ一覧」をクリックし、「次へ(N)」をクリックする。 
(6)値の取得元となるフィールドを聞いてくるので、「タイトル」をクリックし、   をクリックする。 
すると、「タイトル」が「選択したフィールド」へ移動するので、「次へ(N)」をクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
(7)表示する値を並べ変える方法を指定します。並べ替えが必要であれば、 をクリックして並べ替える

フィールドを選択して「次へ(N)」をクリックする。 
(8)列の幅を指定する状態になるので、必要ならば列の右端にマウスカーソルをあわせ、ドラッグして列
幅を変える。「次へ(N)」をクリックする。 

(8)値の利用法を聞いてくるので、 
「次のフィールドに保存する」をクリッ

クし、その右側にあるコンボボックス

から「ＣＤ管理番号」を選んで（クリックして）、「次へ(N)」をクリックする。 
(9)コンボボックスに付けるラベルを聞いてくるので、そのまま「完了(F)」をクリックする。 
(10)必要ならば、この状態でコンボボックスの位置の移動や大きさの変更を行う。 
(11)フォームの何も貼りつけられていない部分をクリックして、コンボボックスの位置を確定する。 
(12)この例ではコンボボックスについているラベルが不要なので削除する。コンボボックスのラベルをクリ
ックし、「DEL」キーを押す。 
以上の操作で、次の属性を持つコンボボックスを貼りつけることができました。 
・元になるテーブルは「ＣＤ一覧」 
・値の取得元となるフィールドは「タイトル」 
・値の利用法は、「ＣＤ管理番号」のフィールドへ保存 

(13)この他に２つのコンボボックスをそれぞれ以下の属性で作成する。 
「会員番号」テキストボックスの右側のコンボボックス 



ここをクリックする 
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・元になるテーブルは「会員名簿」 
・値の取得元となるフィールドは「氏名」 
・値の利用法は、「会員番号」のフィールドへ保存 

「状態」テキストボックスの右側のコンボボックス 
・元になるテーブルは「状態」 
・値の取得元となるフィールドは「状態名」 
・値の利用法は、「状態」のフィールドへ保存 

(14)最後に、フォームの標題を修正する。 
フォームのプロパティを表示するために、右図

のようにフォームの表示領域外をクリックし、プロ

パティボタン をクリックする。 
「書式」タブの「標題」に「貸出返却入

力」と入力する。 

 
 
 
演習４－２ 

上述のフォーム「貸出返却入力」を作成しなさい。ただし、名前は「演習貸出返却入力」としなさい。 

 
  ４－４ コントロールのプロパティの設定 

 フォームを利用してデータを入力、修正する際に、入力ミスを減らしたり、入力の手間を減らすための
設定をおこなうことができます。コントロールの各種プロパティ（プロパティシートの「データ」タブ、「その

他」タブ）による設定によって以下のような機能を利用できます。なお、これらのプロパティのいくつかは

テーブルのフィールドのプロパティとして設定しておくこともできます。どのプロパティが設定できるか、テ

ーブルをデザインビューで開いて、ウィンドウの下側に表示されるフィールドプロパティの部分で確認で

きます。 

 
プロパティ 説明 

定型入力 決まった形式の値だけしか入力できないように設定できます。例えば電話番号と

して(9999)9999-9999の形式のみが入力できるように設定できます。 
日付型、テキスト型のフィールドに対しては、定型入力ウィザードを利用して設定

することができます。 

既定値 新規入力の際に、自動的に入力しておきたい値を設定することができます。 
既定値以外の値を入力したい場合だけその値を修正して入力を完成させます。

例えば、市町村名の欄にほとんどの場合”平塚市”と入力し、まれにそれ以外の

値を入力する場合、既定値として”平塚市”を設定しておくと便利です。 

入力規則 入力した値がこのプロパティで設定した条件に合わない場合にエラーメッセージ

が表示されます。例えば数値型のフィールドに対して”>0”と設定して、0より大き
い値しか入力できないように設定できます。 



表示するエラーメッセージを「エラーメッセージ」プロパティに設定しておくことも

可能です。 

使用可能 
編集ロック 

通常２つのプロパティを組み合わせて設定します。 
「使用可能」プロパティは、そのコントロールにカーソルが移動できるようにするか

どうか（フォーカスの取得）の設定です。 
「編集ロック」プロパティは、そのコントロールのデータを編集できるかどうかの設

定です。 
「使用可能」「編集ロック」プロパティの設定の組み合わせは以下の４つです。 
(1)「はい」「はい」 フォーカスは取得できるが、値の編集はできない。 
(2)「はい」「いいえ」 通常の状態です。フォーカスの取得が可能、編集も可能。 
(3)「いいえ」「はい」 通常どおり表示されるが、 
             フォーカスの取得、値の編集はできない。 
(4)「いいえ」「いいえ」 淡色表示で表示されフォーカスも取得できない。 
              （無効なコントロールとして表示される） 

IME入力モード そのコントロールにフォーカスが移動したときの、IME入力モード（日本語入力シ
ステムの状態）を設定することができます。以下の設定値があります。 
「コントロールなし（移動前の状態を維持する）」「オン」「オフ」「使用不可」 
「ひらがな」「全角カタカナ」「半角カタカナ」「全角英数」「半角英数」 

ふりがな 入力された文字列のふりがなを自動的に作成して、指定されたコントロールへ表

示する。（間違った読みが作成された場合は、修正が必要です。） 

住所入力支援 入力された郵便番号に対応する住所を指定されたコントロールへ表示する。 
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 データベース 「郵便番号.mdb」を使って、定型入力を設定する例を示します。郵便番号を入力する
コントロールに対して定型入力プロパティを設定してみます。 

 
(1)データベース 「郵便番号.mdb」を開く。 
(2) フォーム「郵便番号単票」をデザインビューで開く。 
(3) テキストボックス「郵便番号」をクリックし、ツールバーのプロパティボタン をクリックして、下

左図のプロパティシートを表示する。「データ」

タブをクリックする。 
(4) 「定型入力」ボックスをクリックし、右端に表
示されたビルドボタン  をクリックし

て、右図の「定型入力ウィザード」を表示す

る。 

 



 
(5) 「定型入力名」の欄の「郵便番号」をクリックする。「次へ(N)」をクリックする。 
(6) 表示された画面で各種設定をおこなえるが、ここでは変更せずに「次へ(N)」を２回クリックする。「完
了（F）」をクリックする。 

 
 この状態で、テキストボックス「郵便番号」には、定型入力で指定した形式の値だけが入力できる状態
になっています。ツールバーのフォームビューボタン    をクリックして表示を切り替え、「新規レコー

ド」ボタン   をクリックして新規レコードを入力する状態にして動作を確認することができます。 

 
演習４－３ 

上述の例のとおり 「郵便番号.mdb」のフォーム「郵便番号単票」に定型入力を設定し、新規データ
を入力し、郵便番号の入力の際に、数字以外の文字を入力した場合の反応を確認しなさい。 

 

コマンドボタン   ４－５ コマンドボタン 
データベース「RentalCD.mdb」 

のフォーム「貸出検索」ではコマンドボ

タンと呼ばれるコントロールを使って

います。コマンドボタンに特別な機能

を割り付け、コマンドボタンがクリックさ

れたときに、指定しておいた機能を実

行するようにできます。 
この例では、コマンドボタンに「アーティスト貸出一覧」という標題を付け、このコマンドボタンをクリック

するとクエリー「貸出記録検索」が実行され、その結果が画面に表示されるようにしています。このクエリ

ーは、演習３－１で行った、アーティスト名によって貸出中のＣＤを検索するように作成してあります。な

お、このクエリーでは、「検索対象アーティスト」のコンボボックスに入力された値を検索に使うようにして

います。 

 
演習４－４ 

データベース「RentalCD.mdb」のフォーム「貸出検索」を実行し、上述の説明どおりコマンドボタンに
よって検索が実行されることを確かめなさい。 

 
  イベントに対するアクションの指定 

フォームの内容をデザインビューで見てみます。コマ

ンドボタンのプロパティシートを表示して、「イベント」タブ

をクリックすると、右図のように表示されます。左側にイベ

ントが表示され、右側にそのイベント（事象）が発生したと

きに実行する動作を指定することができます。動作の指

定は、プロシージャかマクロでおこないます。 
右図の「クリック時」プロパティに設定されている「イベ
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ントプロシージャ」を見てみます。「イベントプロシ

ージャ」と表示されているボックスをクリックすると

右端にビルドボタン が表示されるので、

これをクリックします。すると、右図のように表示さ

れます。これは、このコマンドボタンがクリックされ

た時に行う動作を指定するモジュール（「４―８ 

モジュールとマクロについて」を参照）です。この

モジュールは、クエリー「貸出記録検索」を実行する内容になっています。 
もとの画面に戻るには、メニューバーの「ファイル(F)」→「終了して Microsoft Access へ戻る(C)」を選

びます。 

 
  ４－６ フォームの作成方法２ 

前節で見たフォーム「貸出検索」を作成してみます。「４―２ フォームの作成方法１」ではオートフォ

ームを利用して自動的にフォームを作成しましたが、ここでは手動で作成する方法を示します。 
まず、そのフォームから利用するクエリー「貸出記録検索」のひな形を作成します。なお、このクエリー

は、「４―７ クエリーでフォームのコントロールの値を利用する方法」の中で完成させることにします。ク

エリー「貸出記録検索」のひな形をクエリー「貸出記録一覧」のコピーを使って以下の方法で作成しま

す。 

 
(1) データベースウインドウのオブジェクトバーの「クエリー」をクリックし、「貸出記録一覧」をクリックして、
メニューバーの「編集(E)」→「コピー(C)」を選ぶ。 

(2)メニューバーの「編集(E)」→「貼り付け(P)」を選び、クエリー名に「貸出記録検索」を入力して「ＯＫ」
をクリックする。 

 
次に、以下の方法でフォーム「貸出検索」を作成します。 

(1) データベースウインドウのオブジェクトバーの「フォーム」をクリックし、「新規作成(N)」のボタンをクリッ
クする。 

(2) 「デザインビュー」をクリックし、「ＯＫ」をクリックする。下図のように表示される。 
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移動の際にここをドラックする 

(3) ツールボックスの中の「コンボボックス」ボタン をクリックし、コンボボックスを貼りつける位置

をクリックする。 
(4) コンボボックスウィザードが起動するので順番に必要な項目を選択する。この例では、以下の各項
目を選択する。 

   ・「テーブルまたはクエリーの値を表示する」 
   ・値の取得元はテーブル「アーティスト」 
   ・値の取得元となるフィールドは「アーティスト名」 
   ・ラベルの値は「検索対象アーティスト」 
(5) 作成したコンボボックスのプロパティを表示し、「そ
の他」タブの｢名前｣の項目に「検索対象アーティス

ト選択」と設定する。 
また、「書式」タブの「フォントサイズ」の値を 12 に
する。 

(6)コンボボックスのラベルをクリックし、ラ
ベルのプロパティを表示して、「書式」タ

ブの「フォントサイズ」の値を12にする。 
(7) コンボボックスおよびそのラベルの位置と大きさを調整す
る。まず、コンボボックスをクリックして右図の状態 
にして、コンボボックスの右下隅にマウスカーソルをあ 
わせて、図のような両矢印の状態になったらドラッグして大

きさを変更する。位置の変更をするには、コンボボックスの

左上隅をドラッグする。ラベルについても同様に一度クリックしてから、大きさと位置の調整を行う。 
(8) ツールボックスの中の「コマンドボタン」ボタン   をクリックし、コマンドボタンを貼りつける位置

をクリックする。 
(9) 下図のようにコマンドボタンウイザードが起動するので、「種類」欄の「その他」をクリックし、「ボタンの
動作」欄の「クエリを実行」をクリックする。「次へ(N)」をクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(10) 実行するクエリーを聞いてくるので、「貸出記録検
索」をクリックし、「次へ(N)」をクリックする。 

(11) 文字列のオプションボタンをクリックし、そのボックス 
に、ボタンに表示する文字列「アーティスト貸出一覧」 
を入力する。 

(12) 「完了（Ｆ）」をクリックする。 

 
 

  ４－７ クエリーでフォームのコントロールの値を利用する方法 
前節でクエリー「貸出記録検索」のひな形を作成しましたが、以下の方法で完成させます。 

 
(1)クエリー「貸出記録検索」を「デザイン(D)」ボタンで開き、「アーティ 
スト名」の抽出条件の欄に以下の内容を設定する。 
   Like  [Forms]![貸出検索]![検索対象アーティスト選択] 
ここで、[Forms]![貸出検索]![検索対象アーティスト選択]は、この 
データベースのフォーム、「貸出検索」フォームのコントロール「検 
索対象アーティスト選択」に入力されている値を表す式です。 

 
このようにクエリーの抽出条件を設定しておくことで、フォーム「貸出検索」のコントロール「検索対象

アーティスト選択」に入力されている値を利用して抽出（クエリーの実行）を行うことができます。 

 
演習４－５ 

上述のフォーム「貸出検索」を「演習貸出検索」の名前で作成しなさい。そのフォームから実行するた

めのクエリー「貸出記録検索」についても「演習貸出記録検索」の名前で作成しなさい。 

 
  ４－８ モジュールとマクロの利用 

「４－５ コマンドボタン」の中で利用したモジュールは、ＶＢＡ（Visual Basic for Applications）という
プログラミング言語を使って、どんな動作を行うかを指定するものです。動作を詳細に指定することがで

きますがプログラミングに関しての知識が必要になるので、これ以上の内容は省略します。 
モジュールと同じように、どのような動作を行うかを指定する方法にマクロがあります。マクロは「アクシ

ョン」として用意されている動作を実行したい順に指定することで作成できるので、動作の指定が簡単で

す。「４―５ コマンドボタン」のコマンドボタンがクリックされたときの動作を、マクロで指定する方法を例

にしてマクロの作成方法を示します。 

 
(1) データベースウインドウのオブジェクトバーの「マクロ」 
をクリックし、「新規作成(N)」のボタンを押す。 

(2) 右図のウインドウが表示されるので、アクション列の 
最初の行をクリックする。 
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右端の下向き矢印ボタン   をク

リックしてアクションリストを表示し、

「クエリを開く」をクリックする。 

(3)右図のクエリ名のボックスをクリックし、右端の下向き矢印ボタン をクリックする。クエリーの一

覧が表示されるので、「貸出記録検索」をクリックする。 
(4) マクロウインドウ右上の閉じるボタン  をクリックしてウィンドウを閉じ、保存の確認を求めてくるの

で「はい(Y)」をクリックする。 
(5)マクロ名に「検索マクロ」と入力し、「ＯＫ」をクリックする。 
(6)フォーム「貸出検索」をデザインビューで開き、コマンドボタンのプロパティシートを開く。 
「イベント」タブをクリックし、左下図の画面を表示する。 
「クリック時」プロパティに設定されている「イベントプロシージャ」と表示されているボックスをクリックし、

下向き矢印ボタン   をクリックする。マクロの一覧が表示されるので実行したいマクロをクリッ

クする。この場合、マクロを１つしか定義していないので、その「検索マクロ」をクリックする。 
右下図のように「クリック時」プロパティに「検索マクロ」と表示される。 

以上の操作で、マクロ「検索マクロ」の作成と、コマンドボタンがクリックされた際にそのマクロを実行する

ようにできました。フォームビューで実際にコマンドボタンをクリックして正しく検索できることを確認し

てください。 

 
演習４－６ 
上述のマクロを「演習検索マクロ」の名前で作成し、演習４－５で作成したフォーム「演習貸出検索」

のコマンドボタンのクリック時に実行されるように設定しなさい。 

 
この例では、マクロに指定する動作が１つだけでしたが、アクション列を複数行使って一連の動作を

指定するマクロを作成することもできます。 
また、アクションを実行する条件を指定することができます。メニューバーの「表示(V)」から「条件(C)」

をクリックすると条件を指定するための列を表示させることができます。条件を指定したいアクションにだ

け設定します。条件が指定されていないアクションは常に実行されます。たとえば、ある数値型のコント

ロールの値が 0以上の場合は、「正の値の処理」という名前のマクロを実行し、-1以下の場合は「負の値
の処理」という名前のマクロを実行するというように条件に応じた処理を指定することができます。ただし、

条件の指定は「条件式」でおこないますが、ここでは詳しい説明を省略します。 
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されに、１つのマクロの中に複数のマクロ（マクログループ）を保存して、関連のあるマクロ同士を１つ

のマクロとして管理することができます。メニューバーの「表示(V)」から「マクロ名(M)」をクリックするとマク
ロ名を指定するための列が表示されます。マクロ名（マクログループ名）を指定した行から次にマクロ名

（マクログループ名）が指定されている行の直前までが１つのマクログループとして扱われ、「マクロ名．

マクログループ名」の形式で名前を指定して、通常のマクロと同じように扱うことができます。 
マクログループ名および条件を指定したマクロの例を以下に示します。 
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 ５．レポート 
レポートを使うことで、テーブルやクエリーのデータを基にして、レポート（報告書）として印刷する印

刷形式を設計することができます。レポートを作成する上でグループ化、小計、集計などを行う機能も用

意されています。 
レポートは、フォームと同じコントロールを配置して作成します。レポートを作成するには、オートレポ

ートまたはウィザードを利用して自動で作成する方法と、レポートをデザインビューで開いて手動で作成

する方法があります。また、オートフォームおよびウィザードで作成したレポートをデザインビューで開い

て修正することも可能です。 

 
  ５－１ 表形式のレポート 

「郵便番号.mdb」に用意されている郵便番号データを基に表形式のレポートを作成する方法を以下
に示します。 
(1)データベースウインドウのオブジェクト
バーの「レポート」をクリックし、「新規

作成(N)」をクリックする。 
(2)「オートレポート： 表形式」をクリック
し、｢基になるテーブルまたはクエリー

の選択｣の欄でテーブル「郵便番号」

を選択し、「OK」をクリックする。 
(3)作成したレポートが下図のように印刷
プレビューで表示されるので、印刷イ

メージを確認し、メニューバーの「閉じ

る」をクリックする。 

(4)作成したレポートがデザインビューで表示されるので、修正が必要な点があれば修正し、ウインドウ
右上の閉じるボタンをクリックする。 

(5)保存の確認を求めてくるので「はい(Y)」をクリックし、作成したレポートに名前を付ける。ここでは、レ
ポートの名前として「表形式一覧」と入力し、「OK」をクリックする。 

 
作成したレポートを、デザインビューで表示するといくつかのセクションから構成されていることが分か

ります。これらは、上から順に「レポートヘッダー」「ページヘッダー」「詳細」「ページフッター」「レポートフ
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ッター」です。各セクションにはラベルやテキ

ストボックスなどのコントロールが配置されて

います。 
この例では、レポートフッターには何も指

定されていないので印刷されません。「レポ

ートヘッダー」と「レポートフッター」は、複数

のページからなるレポート全体の最初と最後

に表示（印刷）されるものです。「ページヘッ

ダー」と「ページフッター」は各ページの先頭

と末尾に表示され、「詳細」セクションの内容

がその間に表示されます。 
レポートをプリンタへ印刷する場合は、以

下の操作で行います。 
(1)印刷するレポートを「プレビュー」か「デ
ザインビュー」で開いておく。 

(2) メニューバーの「ファイル(F)」→「印刷
(P)」を選び、右図の「プリンタ名」欄の  

ボタンを押して出力するプリンタを

指定し、「ＯＫ」をクリックする。 
必要に応じて「印刷範囲」の「ページ指

定」を選び出力するページを指定するこ

ともできます。 

 

レポートヘッダー 

レポートフッター 

ページフッター 

詳細 

ページヘッダー 

  ５－２ 単票形式のレポート 
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上述の表形式のレポートと同じ郵便番号データを基に単票形式のレポートを作成してみます。方法

は、表形式の場合と同じです。違いは、「オートレポート： 単票形式」を選び、作成したレポートに付ける

名前を「単票形式一覧」とします。作成したレポートは、前ページのような印刷プレビュー、デザインビュ

ーの結果になります。 
デザインビューを見ると「レポートヘッダー」「詳細」「ページフッター」だけから構成され、「ページヘッ

ダー」「レポートフッター」は省略された形になっています。印刷プレビューのどの部分がどのセクション

に対応するかを考えてみてください。なお、このデータの場合は、表形式の方が見易いようです。表示

するデータに応じて形式を使い分けてください。 
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  ５－３ 並べ替えとグループ化 
レポートでは、基にするデータを（あるフィールドの値が）同じ値同士でグループ化して表示したり、グ

ループ内の表示順序を（あるフィールドの値で）昇順や降順にならべ直して表示することができます。 
例として、郵便番号のデータを「県域」でグループ化し、さらに「郵便番号」で昇順に並び替えて表示

するレポートをレポートウイザードで作成する方法を示します。作成するレポートは下図のようなレポート

です。 

 
 作成方法は以下のとおりです。 
(1)データベースウインドウのツー
ルボタンの「レポート」をクリック

し、「新規作成(N)」をクリックす
る。 

(2)「レポートウィザード」をクリック
し、｢基になるテーブル／クエリ

ー｣の欄でテーブル「郵便番号」を選択する。「ＯＫ」をクリックする。 

(3) をクリックし、すべてのフィールドを「選択したフィールド」へ移動し、「次へ(N)」をクリックす
る。 



 
(4)右図のように「県域」をクリッ
ク し をクリックして、グ

ループレベルに「県域」を追

加する。 
「次へ(N)｣をクリックする。 

 
 
(5)右図のように、並べ
替えを行うフィール

ドの１番目のコンボ

ボックスから「郵便番

号」を選び、「次へ

(N)｣をクリックする。 
(6)レイアウトのオプショングループから「ブロック」のオプションボタンを選び、 
「次へ(N)｣をクリックする。 

(7)スタイルの指定はそのままで、「次へ(N)｣をクリックする。 
(8)レポート名に「県別郵便番号」と入力し、「完了(F)｣をクリックする。 
(9)作成したレポートが印刷プレビューで表示されるので、印刷イメージを確認
し、メニューバーの「閉じる」をクリックする。 

 
演習５－１ 
上述の並べ替えとグループ化を指定したレポートを「演習県別郵便番号」の名前で作成しなさい。た

だし、レポートウイザードの途中で指定するレイアウトは「アウトライン２」を選びなさい。 

 
  ５－４ レポートの修正 

レポートウイザードで作成したレポートをデザインビューで修正することができます。 

 
  Ⅰ．セクション内のコントロールの修正 

レポートをデザインビューで開き、各種ヘッダーセクション、フッターセクション、詳細セクションの中に

配置されているコントロールを修正したり、コントロールを追加したりすることができます。 
前節で作成したレポート「県別郵便番号」のレポートヘッダーを下図のように変更します。これは表示

する文字列に「（神奈川県、東京都）」の文字を加え、フォントの大きさを２２ポイントから２８ポイントに変

更し、斜体表示を解除したものです。 
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操作は以下のとおりです。 

(1) データベースウインドウのオブジェクトバーの「レポート」
をクリックし、レポート「県別郵便番号」をクリックして「デザ

イン(D)」をクリックする。 
(2)レポートヘッダーセクションのテキストコントロールのサイ
ズを大きくします。 
テキストコントロールをクリックしてサイズ変更ハンドル 
  を表示させ、右下隅のサイズ変更ハンドルを右下方

向へドラッグして、大きさを縦横ともに大きくする。 

 
(3) もう一度テキストコントロールをクリックしてサイズ変更ハ
ンドルを消し、カーソルを表示させる。 
「（神奈川県、東京都）」の文字を入力する。 

 
 
(4) ツールバーのプロパティボタン   をクリックして、

編集しているテキストコントロールのプロパティシートを

表示する。 
「フォントサイズ」を「２２」から「２８」に変更する。 
「フォント斜体」を「はい」から「いいえ」に変更する。 
フォントサイズを大きくしたことで文字がテキストコントロ

ールからはみ出してしまう場合は(2)の方法でコントロー
ルの大きさを調整する。 

(5)印刷プレビューに切り替えて変更結果を確認する。 

 
演習５－２ 
演習５－１で作成したレポート「演習県別郵便番号」に対して、上述のレポートヘッダーの変更をおこ

ないなさい。また、プロパティーシートの「書式」タブにある各種プロパティの値を変更して表示への影響

を調べなさい。 

 
  Ⅱ．並べ替えとグループ化の変更 

「５－３ 並べ替えとグループ化」で並べ替えとグループ化を指定して新規のレポートを作りました。こ

の並べ替えとグループ化の設定は、レポートの作成後に変更することもできます。レポートをデザインビ

ューで開きツールバーの「並べ替えとグループ化」ボタン    をクリックすると「並べ替えとグル

ープ化」ウインドウが開き変更することができます。 
レポート「県別郵便番号」はウイザードで作成する際に「県域」でのグループ化と「郵便番号」での並

べ替えを指定しました。これを変更して「県域」のグループの中をさらに「市域」でグループ化する例を示

します。以下のように市域毎にグループ化された状態になります。 
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操作は以下のとおりです。 

(1) レポート「県別郵便番号」をデザインビューで開く。 
(2)ツールバーの「並べ替えとグループ化」ボタン  をクリックし、下図の「並べ替え／グループ化」

ウインドウを表示する。 
(3)「郵便番号」と表示されている部分
をクリックし、右端に表示された下

向き矢印ボタン をクリックし

て「市域」を選択する。さらに「グル

ープヘッダー」欄の「いいえ」を「は

い」に変更する。 
「グループヘッダー」欄を「はい」に

変更すると、デザインビュー内に自

動的に「市域」に対するグループヘッダーセクションが表示されます。 
(4)次に「フィールド／式」欄の３行目の空欄をクリックし、右端の下向き矢印ボタン   をクリックして
「郵便番号」を選択する。 

(5)レポートビューに切り替えて結果を確認する。 

 
演習５－３ 
演習５－２で作成したレポート「演習県別郵便番号」に対して、上述の市域によるグループ化の追加

をおこないなさい。 

 
 
 



  Ⅲ．改ページの調整 
セクションの前後で改ページをおこなうかどうかを設定できます。セクションの改ページプロパティで

設定します。例えば、レポートヘッダーセクションに対して、セクションの後で改ページするように設定す

るとレポートヘッダーだけのページを印刷することができるので、レポート全体の表紙として設計すること

ができます。また、グループ化を行っている場合に、グループの各値毎にページをかえて印刷したい場

合、グループセクションの改ページの設定をすることで可能です。 
レポート「県別郵便番号」に対して、市域が変わる毎に新しいページの先頭から印刷するように設定

する例を示します。 

 
操作は以下のとおりです。 

(1) レポート「県別郵便番号」をデザインビューで開
く。 

(2)市域ヘッダーをクリックし、ツールバーのプロパテ
ィボタン   をクリックしてプロパティシートを表

示する。「書式」タブをクリックする。 
(3)改ページプロパティボックスをクリックし、右端の下
向き矢印ボタン をクリックして「セクション

の前」を選択する。 
(4) レポートビューに切り替えて結果を確認する。 

 
演習５－４ 
演習５－３で修正したレポート「演習県別郵便番号」に対して、上述の改ページの調整をおこないな

さい。ただし、上に示した変更後の見本では、グループヘッダーとして表示されている空白部分をなくす

ために、グループヘッダーセクションの「高さ」プロパティの値を「0cm」に変更しているのでこの変更もお
こないなさい。 
さらに、改ページの指定に「セクションの後」を選択して結果の違いを確認しなさい。 
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 ６．その他 
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  ６－１ 他のソフトウェアとのデータ交換 
以下の形式のデータを入力、出

力することができます。入力にはイン

ポートとリンクの２つの方法があり、出

力にはエクスポートと呼ばれる方法が

ありますます。 

 
 
 
 
 

 エクスポートの場合 インポート、リンクの場合

  Ⅰ．インポート 
上述の形式のデータをAccessのテー

ブルとして読み込むことができます。この

処理をインポートと呼びます。たとえば、

右図のようにExcelのデータとして会員番
号と名前の対応表がすでに存在する場

合、それを以下の操作で、テーブルとして

読み込むことができます。 

 
(1)メニューバーの「ファイル(F)」→「外部データの
取り込み(G)」→「インポート(I)」を選ぶ。 

(2)インポートするファイルを指定するダイヤログボッ
クスが表示されるので、「ファイルの種類」のコンボボックスから右図の「Microsoft  Excel (＊.xls)」を
選び、「検索先(I)」に目的のフォルダを指定して、インポートするファイル（会員名簿.xls）をクリックし、
「インポート」をクリックする。 

(3)「ワークシートインポートウイザード」が起動するので、
「次へ(N)｣をクリックする。 

(4)右図のように「先頭行をフィールド名として使う(I)」のチ
ェックボックスをチェックし、「次へ(N)｣をクリックする。 

(5) 「次へ(N)｣を何度かクリックして、下図のダイヤログボックスの状態にする。 
「次のフィールドに

主キーを設定する

(C)」のオプションボ
タンをオンにし、フ

ィールド名に「会員



番号」を指定する。「次へ(N)｣をクリックする。 
(6)インポート先のテーブル名に「会員名簿」と指定し、「完了(F)」をクリックする。 
(7)インポートが終了したことを示すダイヤログボックスが表示されるので、「ＯＫ」をクリックする。 

 
演習６－１ 
データベース「RentalCD.mdb」に対して、上述のインポートを実行しなさい。ただし、インポート先の

テーブル名は「演習会員名簿」としなさい。 

 
  Ⅱ．リンク 

リンクと呼ばれる読み込みの方法もあります。リンクしたデータはインポートの場合と同じように

Access のテーブルとして扱うことができるようになります。しかし、そのテーブルの値が修正（入力、変更、
削除）された場合に、リンクの基になったファイルの対応する値が同時に修正されます。リンクしたデータ

はテーブルとして見えていますが、データの実態は Accessに取り込まれているのではなく、基になった
ファイルを直接扱うことになります。 
データを Access と基のデータを扱うソフトウェアの両方で更新するような場合に便利な方法です。た

だし、インポートした方が Accessの処理は高速になります。 

 
  Ⅲ．エクスポート 

テーブルのデータを上述の形式のファイルとして出力することができます。この出力の処理はエクス

ポートと呼びます。テーブル「会員番号」のデータを Excel のファイル「会員名簿.xls」として出力する方
法を以下に示します。 

 
(1) エクスポートするテーブルをクリックする。 
メニューバーの「ファイル(F)」→「エクスポート(E)」を選ぶ。 

(2)「ファイルの種類(T)」のコンボボックスから下図のように「Microsoft  Excel 97-2000 (＊.xls)」を選び、
「保存先(I)」に目的のフォルダを指定して、「保存(S)」をクリックする。 
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演習６－２ 
上述のエクスポートの操作を実行しなさい。ただし、テーブルは「演習会員名簿」を使い、エクスポー

ト先のファイル名は「演習会員名簿.xls」としなさい。 

 
  ６－２ データベースウィザードについて 

データベースウィザードを利用することで、利用目的に応じたデータベースを自動的に作成すること

ができます。データベースウィザードは次の方法で起動できます。（正確には起動の準備をするダイヤロ

グボックスが表示されます。） 

 
(1) Accessを起動します。 
(2)メニューバーの「ファイル(F)」→「新規作成(N)」を選択する。画
面右の作業ウインドウから「このコンピュータ上のテンプレート」を

クリックします。 
「データベース」タブをクリックします。 

 
右図のダイヤログボックスが表示されるので、作成するデータベ

ースを選択します。以下に「スケジュール管理」を選んだ場合の操

作例を示します。 

 
 
(1) ｢スケジュール管理｣をクリックし、「ＯＫ」をクリックす
る。 

(2) 「ファイル名(N)」および「保存先(I)」を指定し、「作成
(C)」をクリックする。 

(3)データベースウィザードが表示される。必要な項目を
選択することもできるが、ここではそのままにして「次へ

(N)｣を何度かクリックする。最後に「完了(F)」をクリック
する。 

 
 
 
このようにして自動的に作成したデータベースは、そのまま利用することもできますし、必要な部分を

手直しして利用することもできます。また、作成されたテーブル、クエリー、フォームなどのデザインを見

ることで、Accessの使用方法を学ぶ上での参考になります。 

 
演習６－３ 
データベースウィザードを使ってデータベースを作成しなさい。作成するデータベースは各自で好き

なものを選びなさい。 
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