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はじめに 
 

 

Microsoft Access(マイクロソフト アクセス)は、やさしい操作性と優れた機能を兼ね備えたリレーショナル型の

データベースです。 

しかし機能が豊富なために習得が難しいのが現状です。 

アクセスを理解する一番良いやり方は、実際にアクセスを使って、システムを最初から最後まで作って見ることで

す。 

「習うより慣れろ」 です。 

実際に構築することにより、アクセスがどのようなものか理解することができます。 

 

本書は、簡単な「在庫管理システム」の構築を通して、データの格納（テーブル機能）、データ抽出や集計（クエリ

機能）、入力及び一覧画面の作成（フォーム機能）、帳票の作成（レポート機能）、いろいろな処理（VBAのプログラム）

などを学習します。 

この教材は、「アクセス 2021」を使用します。 

「Microsoft 365 Personal」を使用している方は、「Access2021」が発売されてしばらくすると、「Access2021」に更

新されています。 

本書がアクセスを理解し活用するための一助となれば幸いです。 

 

また、この「在庫管理システム」は実務でも使用することができます。 

皆様の在庫管理のお役に立てることを確信しております。 
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第1章 本書をご利用いただく前に 
 

本書で学習を進めるにあたり、次のことに留意してご活用ください。 
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1.1 本書の構成と学習する内容について 

 

(1) 本書の構成 

 

本書は次のような構成になっています。 

 

第2章 在庫管理の考え方 

         在庫管理の考え方ややり方を説明します。 

第3章 プログラムの内容 

         作成するプログラムとプログラムの内容を説明します。 

第4章 アクセスの概要の理解 

         アクセスの基礎的な内容、特にフォームとプロパティの関係を説明します。 

   第5章 テーブルの作成 

システムに必要な「テーブル」を作成します。 

第6章 「製品マスタ」のサブフォームの作成 

         「製品マスタ」のサブフォームを作成します。 

第7章 「製品マスタ」のフォームの作成 

   「製品マスタ」のフォームを作成します。 

第8章 「担当者マスタ」の作成（練習） 

   「担当者マスタ」の入力画面を作成します。 

第9章 「入庫画面」のフォームの作成 

在庫の「入庫画面」（フォーム）を作成します。 

第10章「出庫画面」のフォームの作成（練習） 

         在庫の「出庫画面」（フォーム）を作成します。 

第11章「在庫データ一覧」のサブフォームの作成 

在庫データを計算するクエリの作成及び、「在庫データ一覧」のサブフォームを作成します。 

第12章「在庫データ一覧」のフォームの作成 

         「在庫データ一覧」のフォームを作成します。 

第13章「入出庫データ一覧/修正」のサブフォームの作成 

「入出庫データ一覧/修正」のサブフォームを作成します。 

第14章「入出庫データ一覧/修正」のフォームの作成 

         「入出庫データ一覧/修正」のフォームを作成します。 

第15章「修正画面」のフォームの作成 

入出庫データを修正するための「修正画面」を作成します。 

第16章「製品一覧/選択」のサブフォームとフォームの作成 

         「入庫画面」、「出庫画面」、「修正画面」、「入出庫データ一覧/修正」画面から製品一覧を表示して選択できる「製

品一覧/選択」画面（サブフォーム/フォーム）の外観を作成します。 

第17章「製品一覧/選択」の処理の作成 

「製品一覧/選択」のフォームのVBA処理を作成します。 

第18章「トップメニュー」の作成 

         「トップメニュー」を作成します。 

第19章「起動時の設定」 

         「起動時の設定」をおこないます。 

第20章 最後に 

    

  注意） 

   ・「サブフォームの作成」は「サブフォーム」に使用する「フォーム」の作成の意味です。 

 

(2) 学習する内容 

  作成する画面は、それ程多くはありませんが、１つのシステムを構築しますので、非常に広範囲のアクセスの機能を使います。 

 

①テーブルの作成 

②クエリの作成 

③フォームの作成、プロパティの設定 
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④レポートの作成 

⑤VBAの使い方 

⑥ファイルのアクセス方法（ADO） 

 

などを学習します。 

 

(3) 学習の対象者 

 

本書の学習は、主に以下の方を対象にしています。 

 

   ①アクセスを実際に使用している初心者、中級者の方を対象にしています。 

   ②実際のシステム構築を学習したい方 

   ③プロパティやVBA(ビジュアルベーシックフォーアプリケーション)を学習したい方 

   ④在庫管理システムを業務に生かしたい方 

 

などを対象にしています。 

 

(4) 学習の進め方 

 

 ソースコードの入った「在庫管理システム」の完成品がありますので、その中身を見ていただいても理解することができます。 

 しかし、システムを最初から作る場合、どのようなステップで行ったのか、何をやったのか、何故そうやったのかを理解する必

要があります。 

 

 その為、在庫管理ができるシステムを、最初から構築するやり方を記述しています。 

あなたも実際にこのシステムを作ってください。そうすることによりアクセスの理解が早くなります。 

 

 最初は、プロパティや VBA の内容など理解する必要はありません。この時にこれを使用すれば良いということを理解してくだ

さい。まずは、VBAのコードをコピーして使用してください。そしてどのようにシステムが動くのかを理解してください。 

 

VBAのコードの中には、わかる範囲で何の処理を行っているか説明を入れていますので、参考にしてください。 

 

注意点としては、英数字や「_」（下線）「＊」「―」などの記号は半角にしてください。 

VBAのコードの中では、半角の英数字や下線を使用しています。またクエリの定義も、半角です。 

フォーム名の例です。「F_入庫画面」の「F_」は半角です。日本語は全角です。 

 

1.2 教材について 

 

(5) この教材のメリット 

  この教材には、以下のような幾つかのメリットがあります。 

 

   ①実務に使用できます。 

 この「在庫管理システム」は実務に使用できるシステムです。かんたんな在庫管理をおこなうことができます。 

②効率的に学習ができます。 

システム構築を通してアクセスのテーブル作成からVBAまでアクセスの全機能を効率的に学習することができます。 

③実際の操作をしながら理解できます。 

 実際にステップ別にアクセスの操作をやりながらアクセスの知識を習得することができます。 

④不明点や分からない点は、メールで質問することができます。 

    学習での不明点や分からない点、アクセスの一般的な質問事項をメールで質問することができます。 

   ⑤メールマガジンの発行 

    定期的にメールマガジンでアクセスのいろいろな情報をお知らせいたします。 
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(6) 教材の内容 

  この教材も含めいくつかのデータや資料があります。 

 

 （A）教材 

①「在庫管理システムをアクセスで作ってみよう（アクセス2021）」（この教材） 

 （B）参考資料 

   ①「在庫管理システム」の取り扱い説明書（アクセス2021） 

   ②「在庫管理システムのプログラムの調べ方(アクセス2021)」の取り扱い説明書 

   ③「アクセス2021ランタイムの使い方」の取り扱い説明書 

   ④「VBAのデバッグのやり方」の取り扱い説明書 

   ⑤在庫管理システムに使用したVBAの印刷データ（「VBA参考資料(2021).txt」） 

   ⑥在庫管理システムの処理フロー（テーブル/クエリ/フォーム/レポート一覧表） 

   ⑦在庫管理システム画面遷移図と機能 

 （C）プログラム及びデータ 

   ①在庫管理（完成版-2021）.accdb 

    在庫管理システムのアクセスの完成版です。在庫管理として実務で使用することができます。 

   ②VBA参考資料.TXT 

システム構築時のVBAを作成するときに使用するVBAのコードです。このコードをコピーして使用します。 

    「アクセス2021用」です。 

 

1.3 環境について 

 

 本書は次の環境を前提としています。 

 

①今回、使用したアクセスのバーション 

    今回使用したアクセスのバージョンは、「アクセス 2021」を使用しています。 

   ②マイクロソフト社によると、「アクセス2021」は、次のOS上で動きます。 

 

    ●単体でAccess2021 

     個別に、Access2021を購入します。 

 

X86(32ビット)OS 

X64(64ビット)OS 

・Windows 11 

・Windows 10 

・Windows 10 LTSC 2021 

・Windows 10 LTSC 2019 

・Windows Server 2022 

・Windows Server 2019。 

 

 

    ●Microsoft 365 Personal 

    定期的に、お金を払って office製品を使用します。 

    サブスクリプションと呼んでいます。 

    こちらの方が、以前のOS上でも動くようです。 

 

X86(32ビット)OS 

X64(64ビット)OS 

・Windows 11 

・Windows 10 

・Windows 8.1 

・Windows Server 2019 

・Windows Server 2016 

 

    マイクロソフトは、将来的には、定期的にお金が入ってくるサブスクリプションにしたいようです。 

    この教材では、「Microsoft 365 Personal」のAccessを使って説明します。 
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1.4 データCD-ROMについて 

 

付録に「データCD-ROM」を添付しています。 

 

データの中は、以下のようになっています。 

 

CD-ROMの最初の 

フォルダー 

CD-ROMの 

フォルダー名 
ファイル名 内容 

教材（アクセス2021） 
 VBA参考資料(2021).txt VBAのコードが入っています。 

コピーして使用してください。 

 

 

 

完成版 

2013 在庫管理(完成版-2013).accdb アクセス 2013 の在庫管理の完成

版です。 

2016 在庫管理(完成版-2016).accdb アクセス 2016 の在庫管理の完成

版です。 

2019 在庫管理(完成版-2010).accdb アクセス 2019 の在庫管理の完成

版です。 

2021 在庫管理(完成版-2021).accdb アクセス 2021 の在庫管理の完成

版です。 

 

   注意） 

  ①アクセスで「在庫管理システム」のソフトを使用する場合は、それぞれの環境に応じてご使用ください。 

 

1.5 著作権について 

 

著作権につきましては、以下の点にご注意ください。 

 

①アクセスで作成したソース公開版の「在庫管理システム」ソフトウェアは著作権で保護されている著作物です。 

②本教材、「在庫管理システム」ソフトウェア、及び資料、ドキュメントに関する著作権や知的財産権はエスケーコンピュー

ター・ワールド有限会社（以下当社）にあります。 

   ③「在庫管理システム」を参考にご購入者が独自のシステムを作り個人、会社内で使用することはかまいません。 

    しかし、そのまま、他人へ譲渡することは有償、無償を問わず禁止させていただきます。 

   ④ご購入者が「在庫管理システム」を、そのまま業務に使用することは問題ありません。 

   ⑤「在庫管理システム」の使用に起因してお客様に損害が発生しても当社は責任を負いません。 

 

 

1.6 学習する上での注意点 

 

学習する時の注意点です。 

 

時々、お客様独自のシステムを教材に合わせて最初から作成される方がいらっしゃいます。 

そして、途中でわからなくなり動かなくなってしまうことがあります。 

 

教材のAccessのシステムを、作成していくときは、まず、教材通りに、プログラムを作成することをお勧めいたします。 

そして、どのようにシステムを作成してゆくのか、テーブル、クエリ、フォーム、レポート、VBAなどの使い方を理解してくださ

い。 

その後、お客様のシステムを構築したい場合は、教材で完成したものを雛形として、コピーして使用した方が良いと思います。 

結果的に間違いが少なくなりますし早く出来ます。 
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第2章 在庫管理の考え方 
 

 「在庫管理システム」を作るには、まず在庫管理をどのようにおこなうのかを理解する必要があります。 

このプログラムで行う、在庫管理の考え方やロジック（やり方）を説明します。 
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2.1 在庫管理のやり方  

 在庫管理は簡単です。 

「入庫」と「出庫」と「在庫」から成り立っています。 

 次のようにおこなわれます。 

 

 

 

 

① 製品が入庫すると在庫になります。出庫すると在庫がなくなります。 

② 今回は、入庫すると、「入庫データ」として保存されます。 

③ 出庫すると、「出庫データ」として保存されます。 

④ 「在庫数」は、「入庫数」から「出庫数」を差し引いて計算します。 

 

 

 

2.2 具体的なデータの繋がり  

 

 具体的にはデータは以下のようになっています。 

 

 

 入庫及び出庫作業をおこなうとデータが「入出庫データ」に追加されます。 

  

以下のような作業になります。 

 

① 製品が入庫すると、「入庫データ」が「入出庫データ」に追加されます。   

② 次に製品を出庫すると、「出庫データ」が「入出庫データ」に追加されます。 

③ 「入出庫データ」には、「入庫データ」と「出庫データ」が追加されてゆきます。 

④ 「在庫のデータ」は、「入出庫データ」から計算して抽出します。 

   

 

 

 

入庫データ 

出庫データ 

入庫データ 

出庫データ 

入庫データ 

出庫データ 

入出庫データ 

在庫データ 

入庫 在庫 出庫 
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2.3 実際の在庫データの計算方法 

 具体的に、実際のデータを使って「入庫作業」、「出庫作業」、「在庫データ」を説明します。 

 

(1) 入庫作業 

●入庫データ 

製品を入庫します。「入庫データ」が「入出庫データ」に追加されます。入庫数に数字が入ります。 

「ロット番号」別に入庫します。 

「ロット」とは、製品の製造日や製造条件などによって区別している製品のかたまりです。 

「入出庫日」は、入庫した日付が入ります。 

 

製品コード ロット番号 入出庫日 入庫数 

A01 LOT001 2021/09/20 100 

 

●入出庫データ 

「入庫データ」は、「入出庫データ」に以下のように追加されます。 

入庫の場合は、「出庫数」はゼロになります。 

 

製品コード ロット番号 入出庫日 入庫数 出庫数 

A01 LOT001 2021/09/20 100 0 

 

(2) 出庫作業 

●出庫データ 

製品を出庫します。「出庫データ」が「入出庫データ」に追加されます。出庫数に数字が入ります。 

「ロット番号」別に出庫します。 

製品コード ロット番号 入出庫日 出庫数 

A01 LOT001 2021/09/21 50 

 

●入出庫データ 

  「出庫データ」は、「入出庫データ」に以下のように追加されます。 

  「出庫の場合は、「入庫数」はゼロになります。 

 

製品コード ロット番号 入出庫日 入庫数 出庫数 

A01 LOT001 2021/09/20 100 0 

A01 LOT001 2021/09/21 0 50 

 

  入庫も出庫も「入出庫データ」にデータが追加されます。 

 

(3) 在庫データ 

在庫データは、「入出庫データ」から計算します。 

 

「入出庫データ」は以下のようになっています。 

製品コード ロット番号 入出庫日 入庫数 出庫数 

A01 LOT001 2021/09/20 100 0 

A01 LOT001 2021/09/21 0 50 

 

「在庫データ」は、以下のように計算します。 

①「製品コード」「ロット番号」別に「入庫数」と「出庫数」の合計を計算します。 

  ②「入庫数」の合計から「出庫数」の合計を差し引いて「在庫数」を計算します。 

 

製品コード ロット番号 入庫数 出庫数 在庫数 

A01 LOT001 100 50 50 
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第3章 プログラムの内容 
 

作成するプログラムとプログラムの内容を説明します。 
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3.1 プログラムの画面の種類  

 今回作成する「在庫管理システム」は以下のような画面になっています。 

 

(1) 作成するシステム 

 

 ブログラムのトップメニューです。 

 「リボンを最小化」した状態です。 

 
 

 

(2) 画面の種類と内容 

 

システムの画面の種類とその内容です。 

 

画面 内容 

入庫画面 ・「入庫データ」の入力画面です。 

出庫画面 ・「出庫データ」の入力画面です。 

入/出庫データの一覧・修正画面 ・入庫、出庫データの選択・抽出ができます。 

・入庫、出庫データの検索・並べ替えができます。 

・入庫、出庫データの修正・削除ができます。 

・入庫、出庫データの印刷ができます。 

・入庫、出庫データのエクセルへのダウンロードができます。 

在庫一覧 ・在庫データの計算をします。 

・在庫データの選択・抽出ができます。 

・在庫データの検索・並べ替えができます。 

・在庫データの印刷ができます。 

・在庫データのエクセルへのダウンロード 

製品情報 ・製品情報の登録・修正・削除ができます。 

担当者情報 ・担当者情報の登録・修正・削除ができます。 
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3.2 主な画面と作成する条件  

 

以下の主な画面には、いろいろな機能や条件を入れます。 

 

（１）入庫画面 

・「入庫日」「更新日」は「今日の日」を表示します。 

・「製品コード」を入力すると「製品名」を自動で表示します。 

・「製品コード」は一覧画面から選択できるようにします。 

・「入庫データ」を入力して更新（「修正ボタン」をクリック）するとデータが「入出庫データ」に追加されます。 

  

（２）出庫画面 

・「出庫日」「更新日」は「今日の日」を表示します。 

・「製品コード」を入力すると「製品名」を自動で表示します。 

・「製品コード」は一覧画面から選択できるようにします。 

・「出庫データ」を入力して更新（「修正」ボタンをクリック）するとデータが「入出庫データ」に追加されます。 

 

（３）在庫データの一覧 

・「商品別「、「ロット別」に「入庫数量」、「出庫数量」を計算して「在庫数量」を計算します。 

・データをいくつかの条件で抽出できるようにします。 

・データの検索や並べ替えができるようにします。 

・データの「レポート」への印刷ができます。 

・データを「エクセル」へ、出力できます。 

 

（４）入出庫データの一覧 

・「入庫画面」、「出庫画面」からの入出庫データが表示されます。 

・「日付」、「製品コード」、「ロットナンバー」で抽出できるようにします。 

・データの検索や並べ替えができるようにします。 

・データを修正する場合は「修正画面」を呼び出して「入庫」、「出庫」データを修正できるようにします。 

・データの「レポート」への印刷ができます。 

・データを「エクセル」へ、出力できます。 

 

 

3.3 アクセスのオブジェクトの一覧とプログラム作成ステップ  

 プログラムは、以下のようなオブジェクト（テーブル、クエリ、フォーム、レポート）があります。 

プログラムは、以下の順番で作成してゆきます。 

 

(1) アクセスのオブジェクトの一覧 

 

  オブジェクトの詳細は以下のようになっています。これらのデータを順番に作成します。 

  全部で２８個のデータ（テーブル/クエリ/フォーム/レポート）と共通項目の設定（モジュール１個）を作成します。 

  フォームについては、サブフォームを持った画面を作りますのでフォームの数が多くなっています。 

  

オブジェクト 分類 個別のデータ名 内容 

テーブル（３個） 

マスタ 製品マスタ 製品の情報 

担当者マスタ 担当者の情報 

データ 入出庫データ 入庫、出庫データ 

クエリ（９個） 

マスタ Q_製品マスタ 製品の情報 

Q_担当者マスタ 担当者の情報 

入出庫データ Q_入出庫データ 入庫の情報 

Q_入出庫データ1 出庫の情報 

Q_入出庫データ2 入出庫データの一覧のデータ 
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Q_入出庫データ_エク

スポート 

エクセルデータ用の入出庫の情報 

Q_入出庫データ_レポ

ート 

レポート用の入出庫の情報 

在庫データ Q_在庫データ1A 在庫の計算 

Q_在庫データ1B 在庫の一覧のデータ 

フォーム（１４個） 

 F_トップメニュー トップメニュー 

マスタ F_製品マスタ 製品情報の登録 

F_製品マスタ_サブ 製品情報の登録（サブフォーム） 

F_担当者マスタ 担当者情報の登録 

F_担当者マスタ_サブ 担当者情報の登録（サブフォーム） 

データ入力 F_入庫画面 入庫情報の登録 

F_出庫画面 出庫情報の登録 

一覧 F_在庫データ 在庫一覧 

F_在庫データ_サブ 在庫一覧（サブフォーム） 

F_入出庫データ 入出庫情報一覧・修正 

F_入出庫データ_サブ 入出庫情報一覧・修正（サブフォーム） 

データ修正（補助） F_修正画面 入出庫情報の修正 

製品一覧（補助） F_製品リスト 製品一覧 

F_製品リスト_サブ 製品一覧（サブフォーム） 

レポート（２個） 
 R_在庫一覧レポート 在庫一覧のレポート 

 R_入出庫一覧レポート 入出庫データ一覧のレポート 

モジュール（１個）  Module1 共通項目の設定 

 

(2) プログラムの作成ステップ 

 

プログラムは以下の順に作成します。 

 

１．テーブルの作成 

   ①「製品マスタ」の作成 

   ②「担当者マスタ」の作成 

   ③「入出庫データ」の作成 

 

２．「製品マスタ」の入力画面の作成 

   ①クエリの作成 

   ②「製品マスタ」のサブフォームの作成 

   ③「製品マスタ」のフォームの作成 

 

３．「担当者マスタ」の入力画面の作成 

   ①クエリの作成 

   ②「担当者マスタ」のサブフォームの作成 

   ③「担当者マスタ」のフォームの作成 

 

４．「入庫画面」の作成 

   ①クエリの作成 

   ②「入庫画面」の作成 

 

５．「出庫画面」の作成 

   ①クエリの作成 

   ②「出庫画面」の作成 

 

６．「在庫データ一覧」の作成 

   ①クエリの作成 

   ②「在庫データ一覧」のサブフォームの作成 

   ③「在庫データ一覧」のフォームの作成 

   ④レポートの作成 
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７．「入出庫データ一覧」の作成 

   ①クエリの作成 

   ②「入出庫データ一覧」のサブフォームの作成 

   ③「入出庫データ一覧」のフォームの作成 

   ④レポートの作成 

 

８．「修正画面」の作成 

   ①「修正画面」の作成 

 

９．「製品一覧/選択」の作成 

   ①「製品一覧/選択」のサブフォームの作成 

   ②「製品一覧/選択」のフォームの作成 

 

 １０．「トップメニュー」の作成 

   ①「トップメニュー」の作成 

 

１１．起動時の設定 
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第4章 アクセスの概要の理解 
 

アクセスの基礎的な内容、特に「フォーム」と「プロパティ」の関係を説明します。 

 

アクセスの個別の内容については、わが社が運営しています「これならわかるマイクロソフトアクセス活用法」にも開示していま

すのでご覧ください。 

 

  ホームページ：https://www.sk-access.com/ 

 

です。 
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4.1 アクセスの概要の理解 

 アクセスの概要については、重要ですので概略を説明します。  

 

 以下の図は、アクセスの全体像です。「丸印」の付いている所がアクセスの「オブジェクト」と呼ばれているところです。 

「オブジェクト」は、日本語では、「もの」とか「対象」という意味です。 

つまり、アクセスの中がいくつかの「もの」または「対象」で構成されています。 

アクセスの「オブジェクト」は、「テーブル」「クエリ」フォーム」「レポート」「マクロ」「VBA」（モジュール）などから構成され

ています。 

 

 今回は、テーブル/クエリ/フォーム/レポート/VBAを使用します。 

 

作成：エスケーコンピュータワールド
1

引き出し（テーブル）

エクセルとアクセスの比較

棚（データベースファイル）

エクセル

ファイル（データ）

項目名（フィールド名）

内容（データ）

入力

表示

クエリさん

・データの取り出し
・データの加工
・データの並べ替え
など

フォームさん

・データの入力画面

・レポート作成

レポートさん

・データの表示・
入力・修正

・レポート

・データの抽出
直接使用する

・マクロさん（簡単な自動化）
・VBA（プログラム作成による複雑な自動化）

アクセス

 

 

「アクセス2021」をはじめて勉強される方は、「アクセス2021」の画面をみても何がなにかわからないと思います。 

以前の、「アクセス2000/2002/2003」だと少しは、イメージがわくのですが、「アクセス2007/2010/2013/2016/2019/2021」では非

常にわかりにくくなっています。 

それで、まず、アクセスがどのようになっているのか、全体像を理解する必要があります。 

これは、非常に重要ですよ。 

 

例を上げて説明します。 

わかりやすいようにエクセルと比較します。 

上の図が、エクセルとアクセスの比較です。 

また、アクセスの全体像でもあります。 

 

■まずエクセルを説明します。 

エクセルは、画面を出してデータを入力します。 

入力したデータは、画面に表示され必要であれば加工します。 

主に、「入力」と「表示」だけです。 
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■次にアクセスを説明します。 

アクセスは、画面の丸印の個所に分かれています。 

 

それでは、実際に例をあげて説明したいと思います。 

 

あなたが社長からお客様のデータをまとめてくださいと言われたとします。 

どうしますか？ 

手作業でやる場合を考えます。 

 

①まず、どんなデータをまとめるか決めないといけないですね。 

顧客名とか住所とか郵便番号などです。 

その、書き込む帳票を作ります。 

帳票の名前は「顧客名簿」などです。 

 

②次に、営業の人にその帳票を渡してお客様のデータを記入してもらいます。 

 

③データを集めます。 

 

④お客様ごとのファイルを作って、その中に記入された帳票（データ）を入れます。 

 

⑤ファイルを棚の引き出しに保管します。 

 

これでデータは出来ましたね。 

ここで、あなたに社長が、「A」という、お客さまを訪問するので住所を調べて印刷してくれと言われたとしますね。 

 

どうしますか？ 

 

⑥まず、棚から、「A」のお客様のファイルを取り出しますね。 

 

⑦そして印刷します。 

 

⑧そのデータを社長に持って行きます。 

 

これで、一件落着です。終わりです。 

 

この①から⑦までの機能をアクセスが持っているのです。 

 

では、順番に説明します。 

 

■まず、データを保管する棚が必要ですね。 

アクセスではデータベースファイルと呼んでいます。 

データの入っている場所です。 

 

この中に引き出しがたくさんあります。今回は、「顧客名簿」の引き出しです。 

これは、アクセスでは、「テーブル」と呼びます。 

 

この「顧客名簿」の引き出しの中に、お客様のファイルがあります。 

これが「データ」です。 

 

ファイルの中のデータには「顧客名」とか「住所」とか「郵便番号」などとその内容があります。 

「顧客名」などの項目を「フィールド名」、内容を「データ」と言います。 

 

これで、データの入った場所がわかりました。 

 

まずデータを入力します。 ①で書き込む帳票を作りました。 

データを入力する画面です。アクセスでは「フォームさん」がこの機能をもっています。 

これで、間違いなくデータを入力することができます。 

データが入りました。 
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次に⑥で「A」というお客様のデータを取り出しました。 

これが「クエリさん」です。 

この「クエリさん」はすごいのです。 

データの取り出しから加工、並べ替えなどいろいろなことができます。 

 

そして⑦で印刷します。 

このときある決められた出力形式で印刷したい場合は、「レポートさん」が「クエリさん」からデータを貰って、いろいろレポート

を作ってくれるのです。 

 

最後に、下の方に「マクロさん」と「VBAさん」がいます。 

これは、アクセスを自動化したいときに使用します。 

例えば、ボタンを押してレポートを印刷する場合、「マクロ」や「VBA」を使ってプログラムを作り「フォーム」の「ボタン」にく

っつけることができます。 

 

これで、アクセスの全体像が、「ぼやー」とわかったと思います。 

最初から、「テーブル」「クエリ」「フォーム」「レポート」（オブジェクトと呼んでいます）のそれぞれの使い方から入るより、まず

全体像を理解してから、それぞれを勉強した方が絶対に良いです。 

 

それぞれのオブジェクトは、密接に連携していますので、自分が今、何をしようとしているのか、自分は今、どこにいるのか（例

えば、テーブルなのかクエリなのか・・・）を考えてアクセスは使った方が良いです。 

 

まずは、全体像の理解です。 

次に、フォームの内容を理解します。 

 

 

フォームが、またまた、複雑なのです。 

フォームの作成が出来ないとシステムを作るのは難しいです。 
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4.2 フォームとプロパティの説明 

 システムを作る場合、重要なのが画面（フォーム）の作成です。 

複雑で難しいのですが理解する必要があります。 

 

 フォームの構成については重要ですので概要を簡単に説明します。 

 

 以下は、フォームの中を説明したものです。 

システムを構築する場合、フォームを作成するのが一番大変な作業です。 

作成：エスケーコンピュータワールド
2

③部品での処理を
入れる

フォームの構成

①部品を作成

②部品の内容定義

部品（コントロール）

項目の詳細定義（プロパティ）

処理方法（マクロ）

処理方法（VBA：
ビジュアルベーシックフォー
アプリケーション）

例：ボタン/テキストボックス
・書式
・データ（どのデータを使用する）
・イベント（どんな処理をする）
・その他
・すべて（上の全部）

画面（フォーム）

ボタンを クリックしたら フォームを開く

 

 

 上の図はフォームの構成の概要です。 

例をあげて順番に説明します。 

 

例えば、 

「フォーム」に「ボタン」を作り、その「ボタン」を「クリックしたら」「フォームを開く」という処理をやりたいとします。 

 

①まず、「フォーム」の「デザイン」を表示させます。 

②「ボタン」をクリックしますので、いろいろな部品の入った「コントロール」から「ボタン」をフォームへドラッグしま

す。上の図の①の所です。 

③「フォーム」の中の「ボタン」「テキストボックス」「ラベル」などのいろいろな項目（コントロール）は、全部、「プロパ 

ティ」（属性）を持っています。 

「ボタン」にもいろいろな「プロパティ」があります。 

「プロパティ」とは、幅、高さ、表示などの「書式」や「データ」や「作業（イベント）」などの「属性」を設定するこ 

とができます。上の図の②です。 

④「ボタン」のプロパティの「クリックしたら」という設定をします。  

「クリックしたら」という設定は、「イベントタブ」の「クリック時」から「マクロ」や「VBA」を呼び出します。上の上

の図の③です。 

⑤「マクロ」や「VBA」で「フォームを開く」という作業（処理）を記入します。 

 

教材では「マクロ」は使いません。「VBA」を使います。 
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「VBA」とは「ビジュアルベーシークフォーアプリケーション」です。プログラムの一つです。 

 

これで、「ボタンをクリックしたらフォームが開く」という作業ができました。 

 

 それでは、これから「在庫管理システム」を作って行きましょう。 

 

 

 



 

 29 

 

 

第5章 テーブルの作成 
 

まず、システムに必要な「テーブル」を作成します。 

「テーブル」とは、データを格納する場所のことです。 
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5.1 アクセスのデータベースの作成  

 以下のステップでアクセスの「新しいデータベース」（空の）を作成します。 

 

(4) まず、CDのドライブのデータをコピーしてください。 

 

 新しくフォルダーを作ってください。（C:¥在庫管理など） 

 CDの「教材（アクセス2021）」のフォルダーに入っている「VBA参考資料(2021).txt」のデータを「C:¥在庫管理」などのフォ

ルダーにコピーしてください。 

 この中には、VBAのコードが入っています。 

 

「VBA」とは「ビジュアルベーシークフォーアプリケーション」です。プログラムの一つです。 

 プログラムの処理を作成する場合、プログラムのコードを最初から書いても良いのですが、間違いを少なくするためにコピーし

て必要な部分を修正した方が良いと思います。入力ミスなどを最小限にすることができます。 

 

完成品のソースコードなどを参考にする場合は、「在庫管理（完成版-2021）.accdb」もコピーした方が良いと思います。 

（プログラムの中を見る方法は、補足資料の「在庫管理システムのプログラムの調べ方」の取り扱い説明書をご覧ください。） 

 

 

(5) 新しいデータベースの作成 

 

 新しいデータベースを以下のステップで作成します。 

 

①「Access2021」を立ち上げます。 

この教材では、「Microsoft 365 Personal」のAccessを使って説明します。 

②以下の画面が表示されます。 

   Accessを、数回、立ちあげると、左のメニューに「ホーム」「新規」「開く」が表示されます。 

    「新規」をクリックすると右に「空のデータベース」が表示されます。 

   ③「空のデスクトップデータベース」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

② 
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   ④以下の画面が表示されます。 

 

   ⑤横のフォルダーをクリックしてアクセスのプログラムを作成したいフォルダーを表示します。 

    先程作成したフォルダー（C:¥在庫管理など）にアクセスのプログラムを作成します。 

⑥アクセスのデータベースのファイル名は、「在庫管理.accdb」で作成してください。 

        以下のようになります。 

 

   ⑦「作成」をクリックします。空のデータベースが作成されました。 

   ⑧次のような画面になります。 

    この時点ではまだ、アクセスの中には何も作成されていません。 

        テーブルが表示されていますが、まだ何もありません。 

    左の欄（ナビゲーションウィンドウ）に「テーブル」（データ）「クエリ」（データの抽出）「フォーム」（画面）「レポート」

（帳票）などのオブジェクトを作成していきます。 

    リボンを常時表示したい場合は、どこかのメニューをクリックするとリボンが表示されますので、リボンの右下の「リボ

ンの固定」をクリックします。 

 

⑤ 

④ 

⑦ 

⑥ 

⑧ 
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(6) 初期設定  

 次に初期設定をおこないます。２つあります。 

 

   ①リボンの「ファイル」タブをクリックします。 

   ②左にメニューが表示されます。「オプション」をクリックします。 

   ③左のメニューから「現在のデータベース」をクリックします。 

④「アプリケーションオプション」の「閉じるときに最適化する」にチェックを入れます。 

    アクセスは、テーブルやクエリを使用するたびに、それらのデータを、毎回保存するためファイルが大きくなります。 

アクセスを終了するときに不要なデータを削除するために最適化をします。 

 

   ⑤初期の段階では「テーブル」などの表示はタブ表示されています。 

    タブ表示では実際の画面のサイズがわかりませんので学習の途中で、ウィンドウ表示にしますが、ここでウィンドウ表示

にしてもよいです。 

    「アプリケーションオプション」の中の「ドキュメントウィンドウオプション」の「ウィンドウを重ねて表示する」を選

択します。 

 

   ⑥「名前の自動修正オプション」の「名前の自動修正を行う」のチェックをはずします。  

    レポートを作成する場合、余白などをカスタマイズする時があります。 

このチェックを設定していると、時々、規定値に戻る場合があります。 

規定値に戻らないようにチェックをはずします。 

 

   ⑦「OK」をクリックして「Accessのオプション」を閉じます。 

   ⑧「指定したオプションを有効にするには、現在のデータベースを閉じて再度開く必要があります。」が表示されますの 

で「OK」をクリックします。 

 

   ⑨「在庫管理.accdb」のアクセスを一度閉じて再度立ち上げなおします。 

    「Access2021」を立ち上げて「最近使ったファイル」や「他のファイルを開く」から選択してもよいです。 

「在庫管理.accdb」をダブルクリックしてもよいです。 

   ⑩中央の「セキュリティの警告」の横の「コンテンツの有効化」をクリックします。 

    立ち上げたときに「コンテンツの有効化」が表示された時は、必ずクリックしてください。 

クリックしないとプログラムが正常に動きません。 

   ⑪「在庫管理.accdb」が表示されます。まだ、何もありません。 

 

 

(7) VBAの参照設定の追加  

 

このプログラムでは、データの処理をおこなうときに、クエリ以外に、ADO(ActiveX Data Objects)を使います。 

ADOとは、Visual Basicを使ってデータベースに接続し、データを操作するときに使用するオブジェクトです。 

例えば、データを探したり、データを書き込んだり、修正したり、削除したりすることができます。 

これを、習得すればアクセスの幅が、とても広がります。 

 

このオブジェクトは、「アクセス2003」までは、最初から入っていたのですが、「アクセス2007/2010/2013/2016/2019/2021」では

何故か、最初からは入っていません。その設定を行います。 

 

   ①「データベースツール」タブの「Visual Basic」をクリックします。 

   ②次の画面が表示されます。「Visual Basic Editor」の画面です。VBAを作成する画面です。 

 

③「ツール」の「参照設定」をクリックします。 

③ 

② 
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   ④次の画面が表示されます。 

 

   ⑤「Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library」にチェックを入れます。 

    上の例では、「6.1」になっていました。新しい番号が良いと思います。 

    また、スクロールして、 

    「Microsoft Visual Basic for Applications Extensiblity 5.3」にもチェックを入れてください。 

   ⑥「OK」をクリックします。 

   ⑦「Visula Basic Editor」の画面を閉じます。 

 

(8) 変数宣言を強制しない  

 

Accessは、既定値では、変数宣言は強制されていませんが、時々、強制されている場合があります。 

この教材を作成するときは、変数宣言はしないようにしてください。 

 

①VBAの画面で、「ツール」「オプション」「編集タブ」の「変数の宣言を強制する」にチェックが入っていましたら 

チェックを外してください。 

 

 

④ 
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5.2 テーブルの作成  

テーブルを作成します。 

テーブルとは、データを格納する場所です。 

 

テーブルの画面で知っておいた方がよいことがあります。 

テーブルを作成したり修正したりする時、よく使う画面の種類があります。 

１つは「データシートビュー」と呼ばれ、中に入っているデータを見るときに使用します。 

もうひとつは、「デザインビュー」と呼ばれ、テーブルを定義したり、定義した内容を修正したりするときに使用します。 

新しく「テーブル」を作成する場合は、「デザインビュー」を使います。 

「データシートビュー」と「デザインビュー」の切り替えは画面の左上の「表示」または、画面の右下のアイコンで行います。 

 

 テーブルは３つあります。 

 

   ①「製品マスタ」 

    製品情報を登録するマスタのテーブルです。 

   ②「担当者マスタ」 

    担当者を登録するマスタのテーブルです。 

   ③「入出庫データ」 

    入庫や出庫したデータを保存するテーブルです。 

です。 

 

(1) 「製品マスタ」の作成 

 

 入庫や出庫するときに入力する「製品情報」を登録するマスタのテーブルを作成します。 

 

   ①「在庫管理.accdb」を立ち上げたときの最初の画面です。 

 

   ②「セキュリティの警告」が表示されているときは、「コンテンツの有効化」をクリックします。 

 

「製品情報」のテーブルを作成します。 

 

   ③最初ですので「テーブル」は何もありません。 

   ④「作成」タブの「テーブルデザイン」をクリックします。 

 

 

 

 

 

① 
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   ⑤以下のようになります。 

右に「プロパティシート」が表示されている場合は右上の「X」で閉じてください。 

 

 

   ⑥以下のように設定します。 

 

フィールド名 データ型 フィールドサイズ 内容 

製品コード 短いテキスト 50 主キーを設定します。 

製品名 短いテキスト 100  

顧客名 短いテキスト 100  

容量 数値型 単精度浮動小数点型 数字のみ入力することができます。 

小数点も入力することができます。 

更新日 日付/時刻型   

 

   ⑦やり方を少し説明します。 

    「フィールド名」に項目名を入力します。 

    隣の「データ型」の横のドロップダウンをクリックしてデータ型を選択します。 

    下に、その項目の詳細を下の「フィールドプロパティ」で設定してください。 

   ⑧「製品コード」は１意の「キー」にしますのでキーコードを設定します。 

    「製品コード」をクリックして、「デザイン」タブの「主キー」をクリックします。 

   ⑨以下のようになります。 

 
 

   ⑩左上の「フロッピー」のツールバーをクリックするか、テーブルの画面を閉じます。 

    確認の画面が表示されますので、テーブル名は「製品マスタ」にして保存します。 

 

 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 
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   ⑪以下のようになります。 

    左にテーブル名が表示されます。右の画面は閉じます。 

    今後、「製品マスタ」などのカタカナは、全部、全角で入力してください。 

 

 

   ⑫フィールドの説明です。 

 

フィールド名 内容 

製品コード 製品コードです。 

製品名 製品名です。 

顧客名 この製品を仕入れる顧客名です。 

容量 入庫する単位。例えば箱あたりの数量や重さです。 

更新日 データを更新した日付です。 

 

 

    「テーブル」を修正する場合は、左のメニューの「すべての Access オブジェクト」の「テーブル名」を右クリックして

「デザインビュー」をクリックします。 

    データを表示させる場合は、「開く」をクリックします。 

    テーブルを一度作成した後は、右クリックを有効に使うと便利です。 

    これは、他の「クエリ」「フォーム」「レポート」でも同じです。 

 

    「テーブル」「クエリ」「フォーム」「レポート」などが、右側の「ドキュメントウィンドウ」に表示されている場合は、画

面の上の名前やタイトルが表示されている所で、右クリックを有功に使用します。 

    「デザインビュー」と「データシートビュー」「開く」（テーブル、クエリ）、「フォームビュー」「開く」（フォーム）、 

    「印刷プレビュー」（レポート）を簡単に切り替えることができます。 

 

 

 

 

 

⑪ 



5.2 テーブルの作成 

 37 

(2) 「担当者マスタ」の作成 

 

 次に入庫や出庫する時の担当者を入力するマスタのテーブルを作成します。 

「製品マスタ」と同じやり方で作成します。 

 

 ①テーブル名は「担当者マスタ」にします。 

    設定は以下のようにします。 

 

フィールド名 データ型 サイズ 内容 

担当者コード 短いテキスト 50 主キー 

担当者名 短いテキスト 100  

更新日 日付/時刻型   

 

   ②以下のようになります。 

    保存します。 

 

 

   ③フィールドの説明です。 

 

フィールド名 内容 

担当者コード 担当者のコードです。 

担当者名 担当者名です。 

更新日 データを更新した日付です。 

 

 

 

 

 

 

② 
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(3) 「入出庫データ」の作成 

 

 最後に、入庫や出庫したときの入出庫データを保存するテーブルを作成します。 

「製品マスタ」と同じやり方で作成します。 

 

   ①テーブル名は「入出庫データ」にします。 

    設定は以下のようにします。 

フィールド名 データ型 サイズ 内容 

ID オートナンバー型 長整数型 主キーデータ、インクリメント 

製品コード 短いテキスト 50  

ロット番号 短いテキスト 100  

入出庫日 日付/時刻型   

入庫数 数値型 長整数型 規定値に「0」を入れる。 

出庫数 数値型 長整数型 規定値に「0」を入れる。 

担当者コード 短いテキスト 50  

更新日 日付/時刻型   

   「ID」の設定では、データ型に「オートナンバー型」を選択します。 

    フィールドプロパティで「新規レコードの値」が「インクリメント」になっているのを確認してください。 

    データが追加されると、自動的に番号が付けられていきます。 

 

   ②以下のようになります。保存します。 

 

 

   ③フィールドの説明です。 

 

フィールド名 内容 

ID 自動的に付く番号です。 

製品コード 製品コードです。 

ロット番号 ロット番号です。 

「ロット」とは製品の製造日や製造条件などで区別している製

品のかたまりです。この「在庫管理システム」は「ロット」別に

在庫を管理します。 

入出庫日 入庫や出庫する日です。 

入庫数 入庫した数量です。 

出庫数 出庫した数量です。 

担当者コード 入庫や出庫をおこなった担当者です。 

担当者コードで入力します。 

更新日 データの更新日です。自動で入力されます。 

 

② 
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(4) 「リレーション」の設定 

 リレーションとはデータ間の関連づけです。 

「入出庫データ」の「製品コード」は「製品マスタ」の「製品コード」に入っているコードを入力する必要があります。 

また「入出庫データ」の「担当者コード」は「担当者マスタ」の「担当者コード」に入っているコードを入力する必要がありま

す。 

 これを行うため「リレーション」（関連付け）を設定します。 

 

  ①まず「データベースツール」タブの「リレーションシップ」をクリックします。 

   ②次のような「テーブルの追加」が右に表示されますので、「製品マスタ」「担当者マスタ」「入出庫データ」をそれぞれ 

選んで「選択したテーブルの追加」をクリックします。 

全部のテーブルがリレーションシップに追加されたら右の画面を閉じます。 

 

    再度、テーブルを追加したい場合は、リレーションシップの画面の中で右クリックして「テーブルの表示」をクリックし

ます。 

   ③次のようになります。 

 

  ④「入出庫データ」の「製品コード」と「製品マスタ」の「製品コード」を繋ぎます。（結合） 

    項目（フィールド）から項目へドラッグします。 

   ⑤「リレーションシップ」が表示されますので「参照整合性」にチェックをいれます。 

「フィールドの連鎖更新」「レコードの連鎖削除」にチェックはいれません。 

これは、間違って変更や削除した場合のデータの「一括更新」や「一括削除」を防ぐためです。「作成」をクリックします。 

「リレーションシップ」が表示されないときはフィールドをつないだ線（結合線）の上でダブルクリックします。 

 

 

② 

② 

③ 
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   ⑥同じように「入出庫データ」の「担当者コード」と「担当者マスタ」の「担当者コード」を繋ぎます。（結合） 

   ⑦「参照整合性」にチェックをいれます。その他は入れません。「作成」をクリックします。 

   ⑧以下のようになります。 

 

 

   ⑨リレーションを閉じます。変更を保存するか聞いてきますので保存してください。 

 

３つのテーブルができました。 

クエリは、画面（フォーム）を作成するときに順番に作ってゆきたいと思います。 

順番に画面を作成してゆきます。 

 

 

 

 

 

⑤ 

⑧ 
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第6章 「製品マスタ」のサブフォームの作成 
 

 製品のマスタデータを入力する画面を作成します。以下のような画面です。 

このフォームの画面は、フォームの中に別のデータの画面（フォーム）が入っています。 

「サブフォーム」というやり方です。 

表示するデータの項目（フィールド）数が多く横に長いフォームでも「サブフォーム」にすることにより横に長いデ

ータも表示することができます。 

「サブフォーム」は、縦と横にスクロールすることができます。 

ユーザーにとって使いやすい画面になります。 

 

しかし、フォームを２つ作る必要がありますので手間はかかります。 

また、VBAのコードが少し複雑になります 

この章では、中に表示する製品のマスタデータの「サブフォーム」用の「フォーム」を作成します。 
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6.1 クエリの作成 

 まず、「フォーム」に連結するためのデータを作ります。 

 

「フォーム」にデータを連結するためには、「テーブル」でもかまいません。 

 

しかし、将来的に、 

・「並べ替え」やデータの抽出、追加、変更などができること。 

・同時処理でのデータの安定性があること。 

などを考えて「クエリ」を作成して「フォーム」へ連結します。 

 

クエリとは、データの抽出、加工ができるオブジェクトです。 

クエリの画面の構成で前もって知っておいた方がよいことがあります。 

クエリを作成したり修正したりする時、よく使う画面の種類があります。 

１つは「データシートビュー」と呼ばれ、中に入っているデータを見るときに使用します。 

もうひとつは、「デザインビュー」と呼ばれ、クエリを定義したり、定義した内容を修正したりするときに使用します。 

一度作成した「クエリ」の右クリックでの「開く」が「データシートビュー」になります。 

新しく「クエリ」を作成する場合は、「デザインビュー」を使います。 

「データシートビュー」と「デザインビュー」の切り替えは画面の左上の「表示」または、画面の右下のアイコンで行います。 

 

 以下のステップで作成します。 

   ①「製品マスタ」テーブルのデータを全部表示させるクエリ「Q_製品マスタ」を作成します。 

   ②「作成」タブの「クエリデザイン」をクリックします。 

   ③「テーブルの表示」画面が表示されますので「製品マスタ」テーブルのみ追加します。画面を「閉じます」  

   ④次のような画面になります。 

 

 

   ⑤項目は全部表示させます。 

   「製品コード」「製品名」「顧客名」「容量」「更新日」です。 

    それぞれの項目をダブルクリックするかフィールドの個所へドラッグします。 

   ⑥「製品コード」の「並べ替え」を「昇順」にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 
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⑦以下のようになります。 

 

 

⑧「Q_製品マスタ」で保存します。 

    左上の「上書き保存」またはクエリを閉じると聞いてきますので名前をつけて保存します。 

 

    ＜＜ 注意点 ＞＞ 

    「Q」などの英数字や「_」（下線）は、必ず、半角にしてください。 

    カタカナは、全角にしてください。 

 

 

 

 

 

⑦ 
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6.2 フォームの外観の作成  

「製品マスタ」のサブフォーム用の「フォーム」を作成します。 

通常のフォームの作成と同じやり方です。 

以下のような画面（フォーム）を作成します。 

 

「フォーム」とは、データを入力したり表示したりする画面のことです。 

「フォーム」の画面の構成で前もって知っておいた方がよいことがあります。 

「フォーム」を作成したり修正したりする時、よく使う画面の種類があります。 

１つは「フォームビュー」と呼ばれ、中に入っているデータを見るときに使用します。 

もうひとつは、「デザインビュー」と呼ばれ、フォームを定義したり、定義した内容を修正したりするときに使用します。 

一度作成した「フォーム」の右クリックでの「開く」が「フォームビュー」になります。 

「フォーム」の作成で、新しく「フォーム」を作成する場合、「デザイン」から作るのは、かなり大変ですので、「フォームウィザ

ード」や自動でフォームを作って修正する方が楽にできます。 

「フォームビュー」と「デザインビュー」の切り替えは画面の左上の「表示」または、画面の右下のアイコンで行います。 

「レイアウトビュー」というのがありますが、あまり使用しません。 

 

やり方は、大きく分けて２つのステップで行います。 

 

（１） 始めに、フォームの外観を作成します。 

（２） 次にフォームに処理（VBAプログラムの作成）を設定します。 

 

 

(1) フォームウィザードでフォームを作成する 

 

   ①フォーム名は「F_製品マスタ_サブ」にします。 

    今回は「フォームウィザード」を使用します。 

    ウィザードを使用すると、はじめての人でも画面の指示にしたがって、順番に作成していくことができます。 

   ②「作成」タブの「フォーム」グループの「フォームウィザード」をクリックします。 

   ③「テーブル/クエリ」に「Q_製品マスタ」を選択します。 

    「＞」ボタンをクリックして左の項目を右へ全部移動させます。 

    「次へ」をクリックします。 

    （64ビットのAccessは、フォームウィザードでは以下のように左側が表示されていないようです。） 
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   ④フォームのレイアウトは「表形式」を選択します。 

    「次へ」をクリックします。 

   ⑤フォーム名は「F_製品マスタ_サブ」にします。 

    「完了」をクリックします。 

   ⑥次のようになります。 

    フォームが自動的に作成できました。フォームが表示されます。 

    しかし、そのままでは、使えませんので修正します。 

 
   ⑦左上の「表示」または、右下の「デザインビュー」をクリックします。 

    フォームの一番上の画面の標題が表示されている所で右クリックして「デザインビュー」を選択してもよいです。 

   ⑧次のようになります。右に「プロパティシート」が表示されている場合もあります。 

    「プロパティシート」は、リボンの「フォームデザイン」「ツール」グループの「プロパティシート」をクリックします。 

 

 

③ 

⑥ 

⑧ 
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(2) フォームの修正 

 

今から、画面の項目の修正をおこないます。修正は、「プロパティ」を使います。 

「プロパティ」とは、属性のことです。フォームや項目全部にプロパティを持っています。 

フォームは、「プロパティ」が「命」です。とても重要です。 

それぞれの項目、「テキストボックス」や「ラベル」のプロパティを修正します。 

 

   ①フォームヘッダーにある「F_製品マスタ_サブ」というタイトルを削除します。選択して「DEL」キーで削除できます。 

   ②フォームヘッダー（項目のタイトル：ラベル）を、「青の背景」に「白の太字の文字」にします。中央揃えにします。 

フォームヘッダーのそれぞれの項目（ラベル）を右クリックしてプロパティを表示します。 

書式タブの「背景色：青(#0000FF)」、「前景色（文字）：白(#FFFFFF)」、「フォント太さ：太字」、「文字配置：中央」 

にします。 

③「詳細」の入力項目（テキストボックス）の、「製品コード」「製品名」「顧客名」「容量」の、「書式タブ」の「背景色：黄

色（#FFFFCA）」「境界線スタイル：実線」「境界線色：境界線/枠線」「立体表示：くぼみ」にします。 

 「更新日」の「背景色：白」「境界線スタイル：実線」「境界線色：境界線/枠線」「立体表示：なし」にします。 

④全体の幅は、15.5くらいにします。 

全項目のテキストボックスの、「前景色（文字）：黒（#000000）」にします。 

全部の「ラベル」も「テキストボックス」も「フォントサイズ：9」にします。 

⑤「更新日」の「データ」タブの「使用可能：いいえ」「編集ロック：はい」にします。 

これでこの項目はロックされカーソルも行きません。 

   ⑥「製品名」「顧客名」の「書式」タブの「スクロールバー：なし」、「その他」のタブの「ENTERキー入力時操作：既定」

にします。 

フォームウィザードを使用すると何故かこの箇所が、スクロールバーが出ておかしくなっていましたので修正します。     

   ⑦プロパティを開いたままで、プロパティの選択の種類を「フォーム」にします。 

    これは、フォーム全体のプロパティです。 

フォームの「書式」タブの「標題」を「F_製品マスタ_サブ」にします。 

フォームを開いたときのフォームのタイトル名です。 

データタブの「読み込み時にフィルターを適用：いいえ」「読み込み時に並べ替えを適用：いいえ」に設定します。 

   ⑧フォームヘッダーの項目のタイトルと入力項目の幅や高さを揃えます。 

項目の高さは、「0.45」くらいにした方がよいです。項目の幅は調整してください。 

項目のタイトルの文字の表示が背景より上に行っている場合は、ラベルのプロパティの「上余白」に「0.05cm」や「0.101cm」

などを設定してください。 

⑨フォーム名は「F_製品マスタ_サブ」で保存します。 

   ⑩「フォームヘッダー」と「詳細」の「背景色：システムのボタンの表面」にします。 

    背景を灰色にしました。 

   ⑪「デザインビュー」は次のようになります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 
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   ⑫フォームビューは次のようになります。 

 

 

 

 フォームを開いてみてください。開くことができればよいです。 

 クエリが連結されたフォームが作成できました。 

 上の表示は、「ウィンドウ表示」になっています。 

 「タブ表示」になっていると、フォームの大きさがわかりませんので、タブ表示の場合は、ウィンドウ表示に変更します。 

 

①「ファイル」タブをクリックして、左のメニューの「オプション」をクリックします。 

②左の「現在のデータベース」メニューの「アプリケーションオプション」の中の「ドキュメントウィンドウオプション」

の「ウィンドウを重ねて表示する」を選択します。 

   ③「OK」をクリックします。 

    再度、アクセスを閉じて立ちあげてください。「ウィンドウ表示」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 
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6.3 VBAのプログラムの書き方  

 フォームではいろいろな処理をVBA（ビジュアルベーシックフォーアプリケーション）で作成します。 

 このシステムは、いろいろな処理はVBAを使用しています。マクロは使用していません。 

VBAで行う方が将来的に融通や応用が効くためです。 

 

ここで、まずVBAのプログラムの書き方を簡単に説明します。 

①フォームには、いろいろな「コントロール」があります。「テキストボックス」「ボタン」「フォーム」などです。  

②その「コントロール」に対して処理を設定します。 

 

 例えば、「ボタン」をクリックするときの処理を作成します。 

   ③「ボタン」を右クリックして「プロパティ」を表示させます。   

   ④「イベント」タブを表示させます。ここにいろいろな場合の処理を設定することができます。 

   以下のような画面です。 

 

 

 

 

⑤「ボタン」をクリックした時の処理は「クリック時」に設定します。 

 

⑥「クリック時」の横のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

⑦以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

⑧「コードビルダ」を選んで「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

⑨VBAを設定する画面が表示されました。 

⑩この「Private Sub コマンド0_Click()」から「End Sub」

の間にプログラムを書いてゆきます。 

     

⑪この「コマンド0」がボタンの「名前」です。 

「Click()」が「クリック」したときと言う意味です。  

「コマンド0」のボタンをクリックしたらこの処理を 

おこなうという意味です。 

 

⑫注意事項があります。 

「ボタン」のようなコントロールには、必ず分かりやす 

い名前をつけてください。 

「コマンド0」では、どのボタンかわかりません。 

「ボタン」のプロパティの「その他」のタブの「名前」 

で設定します。 

 

 

このシステムには、たくさんのVBAのプログラムがあります。 

しかしそれを１つずつ手入力すると間違いが発生することがあります。  

「VBA参考資料(2021).TXT」を準備していますのでそこからコピーして使ってゆきます。 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 
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6.4 VBA処理の内容  

 次に、この「フォーム」にVBAのプログラムを設定します。   

 このフォームでは、大きく２つの処理を行います。 

 

①データを保存する前の処理です。 

確認の画面を表示します。「はい」をクリックすると保存します。「いいえ」で保存しません。「キャンセル」で戻ります。 

②「製品コード」の重複チェック 

「製品コード」のデータを入力したとき、「製品コード」が重複していないかチェックします。 

 

6.5 データを保存する前の処理  

 データを入力して保存する前に確認の画面を表示するVBAを作成します。 

 「はい」をクリックすると保存します。「いいえ」で保存しません。「キャンセル」で戻ります。 

このとき、「製品コード」が空白でないことを確認します。 

 

①「フォーム」「更新前処理」でVBAのプログラムを書きます。(VBA-1) 

    「VBA参考資料(2021).TXT」の（VBA-1）からコピーします。 

 

(1) 設定方法 

①「F_製品マスタ_サブ」フォームを右クリックして「デザインビュー」を表示します。 

   ②以下のようになります。  

 

 

 

 

③「フォーム」のプロパティを表示します。 

 左上の「■」で右クリックして「プロパティ」を 

クリックすると直接「フォーム」の「プロパティ」 

が表示されます。 

どこかの項目（コントロール）のプロパティを 

表示して上のドロップダウンで「フォーム」を 

選択してもよいです。 

「フォームのプロパティ」でもよいです。 

 

 

 

 

 

 

④以下のようになります。右にプロパティが表示されます。 

 

 

 

 

 

⑤「更新前処理」の横のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

③ ④ 

⑤ 

③ 

② 
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⑥以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

⑦「コードビルダ」をクリックして「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

   ⑧以下の画面が表示されます。Visual Basic Editorです。VBAを作成します。 

 

 

 

 

 

⑨「Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As  

Integer)」と「End Sub」の間にプログラムを 

書いていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩「VBA参考資料(2021).txt」の（VBA-1）の所を 

コピーします。 

「Private Sub」 から「End Sub」の中のデータのみです。 

 「⑨」に貼り付けます。 

「Private Sub XXX」 と「End Sub」はコピーしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑩ 
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   ⑪以下のようになります。コピーされました。 

 

 

 

 

 

(2) VBAプログラムの内容 

 

    処理の内容を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

①・製品コードが空のときメッセージが表示されます。 

・データはキャンセルされます。 

 ・製品コードにカーソルが移動します。 

 ・処理を終わります。 

 

 

 

②製品が空でないとき、メッセージが表示されます。 

 

 

③・「はい」（Yes）のときは、「更新日」に「今日の日」を入 

  力します。 

・いいえ(No)のときは元に戻ります。 

・キャンセルのときは、キャンセルします。前の状態に戻 

ります。 

 

 

 

 

 

 

⑪ 

③ 

② 

① 
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6.6 「製品コード」の重複チェック  

「製品コード」にデータを入力したとき、「製品コード」が重複していないかをチェックします。 

 

(1) 設定方法 

①「製品コード」「更新前処理」でVBAのプログラムを書きます。 

(VBA-2)のコードです。 

 

(2) VBAプログラムの内容 

    処理の内容を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入力した「製品コード」が、「Q_製品マスタ」にあるか、 

データを１個ずつ読んでチェックします。 

 

ADOと言うやり方を使用します。 

ADO(ActiveX Data Objects)とは、ビジュアルベーシッ 

クでデータベースを操作するときに使用するオブジェク 

トです。  

 

ADOの処理のステップとしては 

  ・データベースに接続する。 

・データをオープンする。 

  ・検索する 

  ・処理する 

 

処理の内容はそれぞれのステップに記入していますのでそ

ちらを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

②ここまで出来たら、確認しましょう。 

 

・「F＿製品マスタ_サブ」を「フォームビュー」で開いてください。 

・新しくデータを登録してください。 

・保存するとき確認の画面がでますか？ 

・「はい」で保存されますか？ 

・「いいえ」で保存されませんか？ 

・「キャンセル」で前の画面に戻りますか？ 

・同じ「製品コード」を入力したら警告がでますか？  

  

全部出来ていたら完成です。 

   入力して保存前のデータをクリアする場合は、「ESC」(エスケープ)キーを押してください。 

   入力前に戻ります。 

入力するデータがわからないときは、41ページと同じデータを入力してください。 

 

① 
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6.7 エラー処理  

 それぞれのVBAでは、エラー処理を入れています。 

 エラー処理を入れることにより何らかのエラーが発生してもアクセスを終わることなく継続して使用することが出来ます。 

必ず入れるようにしてください。 

 

エラーのステップは以下のようになります。 

 

 

 

 

①エラーが発生したとき「On Error GoTo ＸＸＸ」 の場 

所へ移動します。②へ移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③処理を終わります。（Exit_LABELの所です。） 

 

②エラーをメッセージで表示します。 

（Err_LABELの所です。）③へ移動します。 

 

 

 

 皆さんが使用する場合、この①から③までの３つのコードをコピーしてそれぞれの処理に追加してください。 

 アクセスにエラーが発生してもアクセスが止まることなく作業を継続することができます。 

 

 

このエラー処理のコードは、それぞれのVBAに対して、全部、同じコードでも大丈夫です。 

 

 

 

 

 

① 

③ 

② 
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6.8 デバッグのやり方  

 アクセスでは、いろいろな処理を行うときにVBAでプログラムを書きます。 

 しかし、プログラムがすぐに動くことは殆どありません。入力ミスやプログラムミスが多く発生します。 

どの行に問題があるのかを把握するのは、かなり大変です。 

 

そのとき、実際にプログラムを１行１行順番に動かしてどの箇所に問題があるのか把握する必要があります。 

そのやり方を説明します。 

（別途、補足資料に、「デバッグのやり方」の詳細な、取り扱い説明書を準備しております。） 

また、教材のVBAを１行ずつ動かして説明した動画があります。デバッグのやり方と同じ方法です。 

以下のページです。参考にしてください。 

https://www.sk-access.com/syo_vba/sva004_zaikovba.html 

 

①Visual Basic EditorでVBAのプログラムを表示します。 

    「データベースツール」タブの「Visual Basic」をクリックします。 

 もちろん、フォームの「ボタン」などの「コントロール」の「プロパティ」の「イベント」からVisual Basic Editorを表

示させてもよいです。 

②以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

③左のプロジェクトからデバッグしたいフォームを開き 

ます。ダブルクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

⑤「表示」「イミディエイトウィンドウ」をクリックしま 

す。 

「イミディエイトウィンドウ」では、プログラムが動 

いている途中の状態のデータを見ることができます。 

 

 

 

 

 

⑥画面の下に「イミディエイトウィンドウ」が表示されま

す。 

 

 

 

② ③ 

⑤ 

⑥ 

④ 

https://www.sk-access.com/syo_vba/sva004_zaikovba.html
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⑦「メニューバー」の横の空白の場所で右クリックし

て「デバッグ」を表示させます。 

 

 

 

 

⑧「デバッグ」はVBAを１行ずつ動かしたり止めた 

 りすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨チェックする項目の横をクリックして「ブレークポイント」を設定します。茶色に行の色が変わります。 

    フォームに戻って、ボタンなどをクリックするとプログラムが動きこのブレークポイントで止まります。 

 

 

 

 

 

⑩デバッグの「ステップイン」をクリックしてプログ 

ラムを１行ずつ動かします。 

 項目にマウスを持ってくると内容が表示されます。 

 例えば「Code」の上にマウスを持ってくると中に 

 格納されているデータを見ることができます。 

 

 

⑪「イミディエイトウィンドウ」でも内容をチェック 

することができます。 

 例えば、「?Code」でEnterするとCodeの中に格納 

されているデータを見ることができます。 

 

 

 

⑫以下のようになります。 

 

 

 

⑬プログラムを止める場合は、「■」をクリックします。 

⑭ブレークポイントを消す場合は、行の横の「●」を 

クリックします。 

 

このようにしてVBAのプログラムのデバッグ（エラー

の修正）を行います。 

 

 

これは、重要ですので覚えておいてください。 

 

 

 

 

 

 

⑧ 

⑦ 

⑪ 

⑨ 

⑩ 

⑬ 

⑭ 

⑪ 
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無料レポートは、ここまでです。 

いかがでしたでしょうか。 

 

教材の雰囲気がお分かりになったと思います。 

また、システムの構成から、テーブルの作成、サブフォームの作成などが学習できると思います。 

 

あなたにとって、この教材がシステムの開発、アクセスの習得に役立てば幸いです。 

 

宜しくお願い申し上げます。 
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●本書の記述に関するご不明点、ご質問につきましては、書名と該当ページを明記の上、エスケーコンピューター・ワール

ド宛にて、電子メールでお送りください。 

 

   電子メール（E-Mail） :   kohnai@vega.ocn.ne.jp（担当：高内 章治/こうない しょうじ） 

 

●書籍に関する訂正情報は、随時、電子メールでご連絡差し上げます。 

 

●アクセスのソフトウェアの機能や操作方法に関するご質問は、製品パッケージに同梱の資料をご確認のうえ、マイクロソ

フト株式会社またはアクセスのソフトウェア発売元の製品サポート窓口へお問い合わせください。 

 

●「在庫管理システム」のアクセスの完成版の使用方法に関する説明書は別途用意していますので操作方法はそちらをご覧

ください。 

 使用方法に関するご不明点、ご質問につきましては、内容を明記の上、エスケーコンピューター・ワールド宛にて、電子

メールでお送りください。 

 

   電子メール（E-Mail） :   kohnai@vega.ocn.ne.jp（担当：高内 章治/こうない しょうじ） 

 

●落丁、乱丁本は、送料小社負担にてお取替えいたします。お手数ですが、エスケーコンピューター・ワールドまでご返信

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

在庫管理システムをアクセスで作ってみよう（アクセス 2021） 
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