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●速効!図解シリーズ発刊にあたって

　パソコンやアプリケーションソフトの操作をマスターするための最短・最良の方法は、やはり、人
にマンツーマンで教えてもらうことだと言えます。しかし、すべての人がそのような恵まれた環境に
いないのも事実です。速効!図解シリーズは、私たちマイナビが、多くのパソコン関連雑誌および書籍
で培ったノウハウを活かし、“マンツーマンでやさしく教える”ような書籍を目指して発刊致しました。
　また、速効!図解シリーズでは、個人個人によってその習熟の度合いや知りたい事柄、理解しやす 
い覚え方が異なることを十分考慮し、その人にあった使い方・読み方ができるようになっています。
詳しくは、次ページの「速効!図解シリーズの使い方・読み方」をお読みいただき、自分にあった使い 
方・読み方を試してみてください。それが、パソコンおよびアプリケーションソフト操作のマスター 
に“速く効く”やり方だと考えます。

（株）マイナビ

●『速効!図解 Access 2013 総合版』執筆にあたって

　本書は、2013 年 2 月に発売された Office 2013 製品に含まれる、データベース管理用ソフト Access 
2013 の解説書です。売上、顧客、商品など、Excel の表では管理しきれないくらい多くのデータが集まっ
て困っていませんか？　そのようなときは、Access でデータを管理することを考えましょう。Access
には、データを正確に蓄積する機能、蓄積したデータを活用する機能が備わっています。
　しかし、Access は、Excel や Word のように直観的に操作することはできません。データベースと
はどのようなもので、Access ではデータベースをどのように作成し、管理するのかということを学習
する必要があります。本書は、Access でデータベースを作成する手順を、図解を使い一つずつ順を追っ
て説明しています。そのため、初めて Access を使う方でも手順通り操作することでデータベースを作
成し、利用することができるようになっています。
　また、本書は基本的な内容と応用的な内容を分けて構成しています。そのため、基本的な部分だけ
を学習し、必要に応じて応用を学習していただくこともできます。Section ごとにサンプルファイルを
用意していますので、必要な Section だけを取り上げて学習いただくことも可能です。お読みいただく
方のニーズに合わせてご活用いただければと思います。本書が Access 2013 の学習、データ管理の一
助となれば幸いです。
　最後に、本書の執筆にあたりお世話になりました編集部の皆様に心より感謝申し上げます。

2013年3月
国本温子

［ は じ め に ］
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［税込価格］フィールドは、数値のみが表
示され、通貨の記号や桁区切りカンマが表
示されていません。通貨記号を表示するに
は、［税込価格］フィールドをクリックし❶、

［フィールド］タブを選択して❷、［表示形式］
グループの［通貨の形式を適用］ をクリ
ックします❸。 

通貨の表示形式に設定するにはHINT

集
計
フ
ィ
ー
ル
ド

Sec 22

データシートビューに
切り替える
集計フィールドが追加されまし
た❼。フィールドプロパティの

［式］に計算式が設定されてい
ることを確認し❽、［上書き保
存］ボタン をクリックして保
存をしたら❾、［デザイン］タブ
を選択し�、［表示］グループ
の［表示］の上側 をクリック
してデータシートビューに切り
替えます�。

3

計算結果が表示された！
［税込価格］フィールドに演算
結果が表示されました�。

4

❶ここをクリックし、 ❷ここを選択して、 ❸ここをクリックします。

❼ 集計フィールドが追加されました。

❾ここをクリックします。 �ここを選択し、

�ここをクリックします。

�計算結果が表示されます。

集計フィールドを追加するには

集計フィールド22Section ***重要度A

Access 2010以降、同じテーブル内のフィールドの値を使って計算した結果を表示する集計フィールドを作成す
ることができるようになりました。ここでは、集計フィールドの作成方法を確認しましょう。

Chapter 4

集計型のフィールドを 
追加する
ここでは、［T_商品］テーブル
に［税込価格］フィールドを追
加し、［単価］フィールドの値を
基に税込価格を計算して表示
する集計型のフィールドにして
みましょう。［T_商品］テーブル
をデザインビューで表示し、［単
価］フィールドの下の行にフィ
ールド名「税込価格」を追加し
ます❶。［データ型］の をクリ
ックして❷、［集計］を選択しま
す❸。

1

計算式を設定する
式ビルダーが表示されます❹。
ここに計算式「Int（［単価］＊ 
1.05）」と入力し❺、［OK］ボタ
ンをクリックします❻。

2

❷ここをクリックし、❶ここにフィールド名を入力します。

❸これを選択します。

❹式ビルダーが表示されます。

❺計算式を入力します。

ここで設定した計算式について
ここで設定した計算式は、［単価］フィー
ルドの値に数値 1.05を掛けて税込価格
を計算し、Int 関数を使って小数点以下
を切り捨てています（Section 148 参照）。
なお、計算式を設定する際、フィールド
名を指定するときは半角の角カッコ（［ ］）
で囲みます。掛け算は半角のアスタリス
ク（＊）を使用します（Section 64 参照）。

POINT

❻ここをクリックします。

❽計算式が設定されている 
ことを確認します。

速効！図解シリーズの使い方・読み方
まずは、速効！図解シリーズの上手な使い方・読み方を紹介していきましょう。“パソコンやアプ
リケーションの操作を覚えたい”という思いは一緒でも、人それぞれで知りたい事柄や理解し
やすい覚え方は少しずつ違うものです。そこで、速効！図解シリーズでは、人によって異なるニー
ズに応えるためにいろいろな使い方・読み方ができるようになっています。あなたにあった使い
方・読み方で、素早く・効率的にパソコンやアプリケーションの操作をマスターしましょう。

本文
流れに沿ってスムーズに理解で
きるように、丁寧な文章で操作の
仕方を解説しています。文中の 
❶の数字は「操作手順」の番号
と連動しています。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがってここ
だけを読み進んでも、操作の仕
方がわかるようになっています。

Sectionタイトル
各Sectionは「〜するには」「〜と
は」などの目的別に構成されてい
るので、やりたいこと・知りたいこ
とを簡単に探せます。

重要度
＊の数で重要度を表わしています。「＊＊＊」がもっ
とも基本的な項目で、「＊＊」「＊」と＊の数が少なく
なるほどより進んだ使い方の項目になっています。

機能・操作タイトル
そのSectionで 使う機能
や操作の名前です。

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入ってい
ます。
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❻ここをクリックします。

❽計算式が設定されている 
ことを確認します。

● その1 ●

最初からすべてのSectionを
順番に読んで完全マスター

本書は、基本的に見開き2ページ
で完結する各Sectionで構成され
ています。Sectionを最初から順
番に読み進んでいけば、無理なく
スムーズに操作をマスターするこ
とができます。

● その2 ●

重要度「＊＊＊」だけを読んで
基本操作を短時間マスター

本書では、各Sectionごとに＊の
数で表した重要度を付けていま
す。もっとも基本的な「＊＊＊」 
のSectionだけを読んでいけば、
短時間で基本操作がマスターで
きます。

● その3 ●

やりたいこと・知りたいことだけを
読んで効率的にマスター

本書の各Sectionは「〜するには」
「〜とは」などの目的別に構成され
ています。自分のやりたいことや
知りたいことだけを探して読んで
いけば、効率的に操作がマスター
できます。

速 効 ！ 図 解 シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
機能や操作の名前で必要なSection
が探せます。

コラム
本書には以下の4種類のコラムが用
意されています。本文と併せてこれら
のコラムを読むことで、より幅広い知識
が身に付きます。

HINT

一歩進んだ使い方や役立つ情報、別
の操作法などを紹介しています。

KEYWORD

知っておきたい用語をわかりやすく説
明しています。

NEW

新機能や、バージョンによる違いにつ
いての説明です。

POINT

操作のポイント・意味や間違いやすい
点、関連知識などを紹介しています。
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●キーボード各部の名称と主な機能

外観 名称 主な機能 本書での表記

Windowsロゴキー 1回押すと［スタート］画面が表示され、2回押すとその前の
状態に戻ります。

（Windowsロゴ）
キー

文字キー 文字を入力するためのキーです。 aキー（例）

半角／全角キー 文字入力の半角モードと全角モードを切り替えます。 Oキー

Enter
（エンター）キー

変換した文字を確定させて入力したり、改行を入力したり
するほか、選択した項目を決定するときなどにも押します。 Eキー

Space
（スペース）キー

空白（スペース）を入力したり、かなを漢字に変換したりし
ます。 L（スペース）キー

BackSpace（バック
スペース）キー カーソルより左側1文字を取り消します。 Rキー

Delete
（デリート）キー

カーソルより右側の1文字を取り消す、選択したフォルダ
やファイルをごみ箱に移動するなどの機能があります。 Bキー

Shift（シフト）キー
文字キーと同時に押すことで大文字・小文字の入力を切
り替えます。また複数ファイルを選択するときなどにも使
用します。

Cキー

Ctrl
（コントロール）キー

文字キーと組み合わせてショートカットキー（※）を構成し
ます。 Dキー

Alt（オルト）キー メニュー項目をキーボードから操作できるようにします。
またショートカットキー（※）にも使用されます。 Aキー

A
ち

半角/
全角

Enter

Back
Space

Delete

Shift

Ctrl

Alt

※ショートカットキー
2つ以上のキーを組み合わせて、よく使う操作を簡単に行うのがショートカットキーです。本書では「Dキー＋cキー」のように「＋」を
用いて表記します。これは「Dキーを押しながらcキーを押す」という操作を表します。016
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データベースの基礎知識01Section ***重要度A

Accessは、「データベース」を作成、管理、利用するためのアプリケーションです。ここでは、Accessを使用する
上で必要となるデータベースについての基礎知識を説明します。

Chapter 1

「データベース」とは、蓄積したデータを有効活用できるように一定の決まりをもって集めた、関連のあるデータの集まりの
ことをいいます。たとえば、売上管理をするのであれば、売上管理に必要なデータを過不足なく集めます。データベースに
はいろいろな種類がありますが、現在の主流は「リレーショナルデータベース」です。リレーショナルデータベースでは、デ
ータを複数の表で管理し、表同士に関連を持たせてデータを利用します。

データベースとは

顧客ID 顧客名 住所
C001 鈴木花子 東京都港区×-×
C002 田中太郎 神奈川県横浜市×-×
C003 山本三郎 千葉県市川市×-×

ID 日付 顧客ID 商品ID 数量
1 6月1日 C002 1001 1
2 6月2日 C003 1002 2
3 6月3日 C001 1001 4
4 6月4日 C002 1003 1
5 6月5日 C001 1003 3

商品ID 商品名 単価
1001 ダージリン 600
1002 アッサム 650
1003 オレンジペコ 500

顧客

売上

商品

データベースの種類
データベースの種類には、リレーショナ
ルデータベースのほかに、階層型データ
ベース、ネットワーク型データベース、
オブジェクト指向型データベースなどが
あります。

HINT

リレーショナル
データベース
データを複数の表で
管理し、表同士に関
連を持たせてデータ
を利用します。
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Sec 01

データベース管理システムとは、デー
タベースとユーザーの間にある、デー
タベースを作成、管理、利用するため
のプログラムのことです。DBMS

（DataBase	Management	System）と
も呼びます。中でもリレーショナルデ
ータベース管理システムのことを
RDBMSと呼んでいます。Accessは、
リレーショナルデータベース管理シス
テムの１つです。

データベース管理システムによって、データベースを正しく作成・管理することができます。たとえば、データベースのデ
ータに一貫性を持たせて矛盾のない状態に保ったり、権限のないユーザーがデータベースを使用できないようにセキュリテ
ィを設定したりできます。また、複数ユーザーによる同時実行の管理や障害発生時のためのデータベースのバックアップ機
能などもあります。

データベース管理システムとは

データベース管理システムの役割

複数のユーザーによる
同時実行の管理

使用権限のない
ユーザー

リレーショナルデータベース管理システムは、Access のほかに Oracle Database、Microsoft SQL Server などがあります。Oracle 
Database や Microsoft SQL Server は大規模データベース用ですが、Access は小規模データベースの作成に向いています。

主なリレーショナルデータベース管理システムHINT

商品ID 商品名 単価
1001 ダージリン 600
1002 アッサム 650
1003 オレンジペコ 500
1001 オレンジペコ 450

矛盾のないデータを保つセキュリティを設定

商品ID 商品名 単価
1001 ダージリン 600
1002 アッサム 650
1003 オレンジペコ 500

商品

商品

データのバックアップ
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Accessの概要02Section ***重要度A

Accessは、リレーショナルデータベース管理システムです。データを複数の表に分割して蓄積し、管理するため
の機能を持つと同時に、初心者でもデータベースを簡単に作成できるように工夫がされています。

Chapter 1

Accessには、データを格納する機能、データの中から必要な情報を抽出・集計する機能、データを表示・入力する機能、
そしてデータを必要な形にして印刷する機能という4つの機能が基本機能として用意されています。それぞれの機能は、「テ
ーブル」「クエリ」「フォーム」「レポート」という要素に相当します。

データの格納、抽出・集計、表示、印刷

Access 2013 では、データベースを Webブラウザーで使用することができる Access アプリを作成できます（Section 169、170 参照）。
Access アプリは SQL Azure や SQL Server 上で管理したり、SharePoint サーバーまたは Office 365 サービスを使ってインターネット上
でデータの共有ができます。Access アプリを作成して使用するには、Access2013とOffice 365 サイトまたは、SharePoint Server 
2013 が必要になります。

Access アプリ

NO 日付 商品名 金額
1 02月01日 ダージリン 600
2 02月10日 アッサム 650
3 02月25日 オレンジペコ 500
4 03月05日 アールグレイ 800
5 03月15日 ダージリン 600

データ格納（テーブル）
NO 日付 商品名 金額

1 02月01日 ダージリン 600
5 03月15日 ダージリン 600

抽出・集計（クエリ）

データ表示・入力（フォーム）

 
NO 1 日付 02月01日

金額 600商品名 ダージリン

印刷物（レポート）

NO 日付 商品名 金額
1 02月01日 ダージリン 600
2 02月10日 アッサム 650
3 02月25日 オレンジペコ 500

2月計 1,750

4 03月05日 アールグレイ 800
5 03月15日 ダージリン 600

3月計 1,400

2・3月売上表 2010/4/1

NEW
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Accessは、業務に即して作業を展開できるように、処理を自動実行させる機能が用意されています。例えば、メニュー用の
画面でボタンをクリックしたらフォームを開く、レポートを印刷するといったことができます。自動実行させる機能には、「マ
クロ」「モジュール」という要素があります。

自動実行機能

Access 2013 は、Office Professional 2013、Office Professional Academic 2013 に含まれています。Office Home and Business 
2013、Office Personal 2013 には含まれていません。ご購入の際に注意してください。また、Office 2013 が動作するには、次の環境が
必要となります。なお、詳細につきましては Microsoft Office のホームページ（http://office.microsoft.com/ja-jp）を参照してください。

Office 2013 の利用に必要な環境HINT

 
NO 1 日付 02月01日

金額 600商品名 ダージリン

 

マクロ：フォームを開く モジュール：印刷

NO 日付 商品名 金額
1 02月01日 ダージリン 600
2 02月10日 アッサム 650
3 02月25日 オレンジペコ 500

2月計 1,750

4 03月05日 アールグレイ 800
5 03月15日 ダージリン 600

3月計 1,400

2・3月売上表 2013/4/1

本体 1GHz 以上の x86または x64 プロセッサ（SSE2 命令セットに対応）

メモリ 32ビットでは1GB の RAM、64ビットでは 2GB の RAM

ハードディスク 3GB の空きディスク領域

ディスプレイ
グラフィックス ハードウェア アクセラレータを使用するには DirectX10 準拠のグラフィックス カードと1024×
576 の解像度

OS Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012

ブラウザー
Microsoft Internet Explorer 8、9、または10。Mozilla Firefox 10.x またはそれ以降のバージョン。Apple Safari 5。
Google Chrome 17.x。

.NET のバージョン 3.5、4.0、または 4.5

マルチタッチ
マルチタッチ機能を使用するには、タッチ対応のデバイスが必要。キーボード、マウス、その他の標準またはア
クセス可能な入力デバイスを使用すれば、常にすべての機能を利用できる。新しいタッチ機能は Windows 8 用
に最適化されている。
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Accessで作成するものとは

データベースオブジェクト03Section ***重要度A

Accessのデータベースは、さまざまな「データベースオブジェクト」を作成しながら構築していきます。それぞれの
データベースオブジェクトがどのようなもので、どのような働きをするのかを理解し、基本的なデータベースの作成
手順を確認しましょう。

Chapter 1

Accessのデータベースは、「テーブル」
「クエリ」「フォーム」「レポート」「マクロ」
「モジュール」という6つの要素で構成
されます。これらの要素のことを「デ
ータベースオブジェクト」といい、単
に「オブジェクト」とも呼ばれます。こ
れらのオブジェクトは、1つのデータベ
ースファイルの中に保存されており、
互いに関連しています。

データベースオブジェクト

データベースファイルの拡張子
Access のデータベースファイルの拡張
子は、Access 2003 までは「.mdb」で
したが、Access 2013 は Access 2007
以降と同じ「.accdb」です。しかし、Access 
2013 でも、Access 2003 以前のファイ
ル形式でデータベースを使用・保存する
ことができます。

POINT

データベースファイル .accdb

●テーブル
データ格納

●クエリ
データ抽出・集計

●フォーム
データ表示・入力

●レポート
印刷

●マクロ
自動実行

●モジュール
プログラミング
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Sec 03

テーブルは、データを格納するための
オブジェクトです。ちょうどExcelのワ
ークシートと同じようなイメージでデ
ータを格納します。しかし、Excelのよ
うにセルの中に自由にデータが格納で
きるわけではありません。データベー
スとして正常に機能させるために、デ
ータが重複しないようにしたり、入力
するデータの種類を決めたりした上で
データを格納することが大切です

（Chapter	4、Chapter	5参照）。

クエリは、テーブルに格納されたデー
タを活用するためのオブジェクトです。
必要な情報だけを取り出したり、テー
ブルのデータを元に集計したりして、
情報を加工し、利用します。テーブル
と同じように表形式でデータが表示さ
れ、クエリからデータを入力すること
も可能です（Chapter	7、Chapter	8参
照）。

テーブル

クエリ
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フォームは、テーブルやクエリのデー
タを表示・編集・入力するためのオブ
ジェクトです。名刺のように1件のデー
タが1画面に表示される単票形式や、
複数のデータが1画面に表示される表
形式など、用途によっていろいろなパ
ターンのものが作成できます（Chapter	
9、Chapter	10参照）。

レポートは、テーブルやクエリのデー
タを印刷するためのオブジェクトです。
いろいろなフォーマットが用意されて
おり、見栄えのする印刷物を即座に作
成することができます。また、グルー
プ別に集計したり、並べ替えたりする
ことも簡単に行えます（Chapter	11、
Chapter	12参照）。

フォーム

レポート
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マクロは、処理を自動化するためのオ
ブジェクトです。たとえば、「フォーム
上にボタンを配置してそれがクリック
されたら指定したフォームを開く」とい
った設定ができます。あらかじめ用意
された「アクション」と呼ばれる命令を
使用するため、プログラミング言語を
覚えることなく簡単に自動化の設定が
できます（Chapter	14参照）。

モジュールは、VBA（Visual	Basic	for	
Applications）というプログラミング言
語を使用して処理を自動化するオブジ
ェクトで、マクロよりも複雑な処理が
行えます。モジュールを作成するには、
VBAによるプログラミングの知識が必
要になります。なお、本書ではモジュ
ールについては解説していません。

マクロ

モジュール
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Accessでデータベースを作成するには、まずデータベースファイルを作成します。次にテーブルを作成しデータを格納する
場所を用意します。続いてフォーム、クエリ、レポートを作成していきます。ただ、データベースオブジェクトは必要に応じ
て随時作成できるので、あまり順番を意識する必要はありません。基本的には次のような作成手順になると考えてよいでし
ょう。なお、テーブルを作成する前に、何をどのように管理するかという内容の検討とテーブルの設計が必要です。

データベースの作成手順

手順1：データベースファイルの作成
Accessでは、データベースファイルの中に、データベースオブジェクトを作成していきます。そのため、入
れ物となるファイルを作成することから始めます。

手順2：テーブルの設計と作成
データの格納場所を作成します。ここでは、データの項目や種類など、データを集める方法を定義します。

手順3：フォームの作成
データを効率よく入力したり、見やすく表示したりするための画面を用意します。

手順4：クエリの作成
集めたデータを活用します。テーブルから必要な情報だけを抜き出して表示したり、集計したりします。

手順5：レポートの作成
印刷物を作成します。テーブルのデータやクエリの結果を見やすいレイアウトで印刷することができます。
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Accessを起動・終了するには

Accessの起動と終了04Section ***重要度A

Accessを使ってデータベースを作成するには、Accessを起動するところから始めなければいけません。
Accessの起動方法や終了方法を確認しておきましょう。

Chapter2

スタート画面でAccess	2013の
タイルをクリックする
Accessを起動します。スター
ト画面でAccess	 2013のタイ
ルをクリックします❶。

1

Accessが起動した！
Accessが起動します❷。Access
を起動すると、データベースの
新規作成画面が表示されます。
この画面で行う作業を選択し
ます。

2

Accessの起動

スタート画面に Access 2013 の
タイルが表示されていない場合
スタート画面に Access 2013 のタイルが
表示されていない場合は、スタート画面で
右クリックして、画面右下の［すべてのア
プリ］をクリックします。すべてのアプリ一
覧が表示されたら、一覧の中からAccess 
2013 のタイルをクリックしてください。

HINT

❶	［Access	2013］をクリックします。

❷	Accessが起動しました。
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［閉じる］ボタンを
クリックする
Accessを終了するには、タイ
トルバーの右端にある［閉じる］
ボタン をクリックします❶。

1

Accessが終了した！
Accessが終了し、デスクトッ
プが表示されます❷。

2

Accessの終了

❷	Accessが終了します。

❶	ここをクリックします。

Windows 8 で Access を頻繁に使用する場合、タスクバーに Access をピン留めしておくと、Access をすばやく起動できます。Access
起動中にタスクバーの Access のアイコンを右クリックし、❶、「タスクバーにピン留めする」をクリックします❷。以降、タスクバー上の
Access のアイコンをクリックすれば Access が起動します❸。

タスクバーにアイコンをピン留めしてすばやく起動するHINT

❶ここを右クリックし、 ❷これを選択します。 ❸アイコンがピン留めされます。ここをクリックするだけで	
Accessが起動します。
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データベースを作成するには

データベースファイルの作成05Section ***重要度A

Accessで最初に行う作業は、まずデータを集めるための入れ物となるデータベースファイルを作成することで
す。ここでは、新規に空のデータベースファイルを作成する方法を確認しましょう。

Chapter 2

データベースの新規作成

［空のデスクトップデータ
ベース］をクリック
Accessでは、まず空のデータ
ベースを作成し、データを格
納するためのファイルを用意し
ます。起動時の画面で「空の
デスクトップデータベース」を
クリックします❶。

1

ファイル名を付けて
保存する
ここでは、既定のフォルダに「売
上管理」という名前のデータベ
ースファイルを作成してみまし
ょう。［ファイル名］にファイル
名を入力して❷、保存先を確
認し❸、［作成］ボタンをクリッ
クします❹。

2

❶	ここをクリックします。

❷ファイル名を入力し、

❸保存先を確認して、 ❹ここをクリックします。
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Accessのデータベースを新規に作成すると、下図のような画面が表示されます。Accessの基本操作で必要となりますので、
名称と機能を確認しておきましょう。

Accessの画面構成

❺新規テーブルが
表示されます。

データベースが
作成された！
データベースが作成され、新
しいテーブルが表示されていま
す❺。

3

［ファイル］タブ
データベースファイルに対
する標準的なコマンドが
表示されます。

リボン
機能別にグループ
分けされており、命
令を実行するコマ
ンドがアイコンで表
示されています。

コマンドタブ
リボンを切り替えるこ
とができます。また、表
示されているウィンドウ
や選択個所によって自
動的に切り替わります。

ナビゲーション
ウィンドウ
作成されたデータベー
スオブジェクトが表示
されます。

クイックアクセス
ツールバー
頻繁に使用するボタンが
表示されます。

タイトルバー
アプリケーション名、開い
ているデータベース名が
表示されます。

［最小化］ボタン
開いているファイルを
最小化し、タスクバーに
表示します。

［元に戻す］ボタン
ウィンドウが最大化されてい
るときに表示されます。ウィド
ウを元の大きさに戻します。

タブ付き
ドキュメント
開いているテーブルや
クエリなどのオブジェク
トが表示されます。

［閉じる］ボタン
Accessを終了します。

アカウント名
Accessにサインインし
ている場合は、アカウ
ント名が表示されます。

ビューの切り替えボタン
ビューの切り替えが行えます。

ステータスバー
操作のヒントや現在の状況が
表示されます。

データが入力できる画面
Access では、新規でデータベースを作
成すると、データを入力できるExcel の
ワークシートに似た画面が表示されます。
これは「テーブル」という、データを格
納するためのオブジェクトです。詳細は、
Section 16を参照してください。

HINT
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ファイルを開いたり閉じたりするには

ファイルを開く・閉じる06Section ***重要度A

作成したデータベースを利用するときは、データベースファイルを開きます。また、作業が終了したらデータベース
ファイルを閉じておきます。Accessでは一度に1つのデータベースファイルしか開けません。

Chapter 2

［ファイル］タブを
選択する
Accessを終了せずに、開いて
いるデータベースファイルを閉
じてみましょう。［ファイル］タ
ブを選択します❶。

1

［閉じる］を選択する
［閉じる］を選択します❷。

2

ファイルを閉じる

タイトルバーの
［閉じる］ボタンを使用する

Access のタイトルバーにある［閉じる］
ボタン をクリックすると、ファイルを
閉じるのと同時に Accessも終了します。

POINT

❶	ここを選択します。

❷	ここを選択します。
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［ファイル］タブを
選択する
ここでは、Section	05で作成し
た［売上管理］というデータベ
ースファイルを開いてみましょ
う。データベースファイルを開
くには、まず［ファイル］タブ
を選択します❶。

1

ファイルが閉じた！
データベースファイルが閉じら
れます❸。

3

［開く］を選択する
保存場所と名前を指定してデ
ータベースファイルを開いてい
きます。［開く］を選択し❷、［コ
ンピューター］を選択して❸、
［参照］をクリックします❹。

2

ファイルを開く

最近使ったファイルを開く
［開く］を選択すると、最近使用したデー
タベースファイルが表示されます。この
中にあるファイルをクリックしても開くこ
とができます。

HINT

❸	データベースファイルが閉じられます。

❶	ここを選択します。

❷	ここを選択し、

❸	これを選択して、 ❹	ここをクリックします。
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ファイルの場所と
ファイルを指定する
［ファイルを開く］ダイアログボ
ックスが表示されます。ファイ
ルの場所を選択し❺、ファイ
ルを選択して❻、［開く］ボタン
をクリックします❼。

3

コンテンツを
有効にする
指定したデータベースファイル
が開き、［セキュリティの警告］
メッセージバーが表示されま
す。［コンテンツの有効化］ボタ
ンをクリックします❽。

4

ファイルが開いた！
指定したデータベースファイル
が開きます❾。

5

セキュリティの警告
データベースファイルを開いたときに、
メッセージバーにセキュリティの警告が
表示された場合は、使用しようとするフ
ァイルの安全が確認できるなら、メッセ
ージバーの［コンテンツの有効化］ボタ
ンをクリックします（Section 162 参照）。
一度クリックすると、次回からは表示さ
れなくなります。

HINT

❺	ファイルの場所を選択します。

❼	ここをクリックします。

❻	ファイルを選択します。

❽	ここをクリックします。

❾	データベースファイルが開きました。
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データベースファイルに別の名前を付けて
保存すると、作業前の状態と、作業後の状
態を別々のファイルに保存することができま
す。作業前の状態を別の場所に保存するこ
とによって、ファイルをバックアップとして
残しておくことができます。また、Access 
2003 以前のバージョンでデータベースを
開けるようにデータベースファイルの種類を
選択して保存することもできます。

［名前を付けて保存］を選択し❶、［データ
ベースに名前を付けて保存］を選択します
❷。データベースファイルの種類を選択し
て（ここでは［Access データベース］）❸、

［名前を付けて保存］ボタンをクリックしま
す❹。

［名前を付けて保存］ダイアログボックスが
表示されたら、保存場所を選択し❺、ファ
イル名を入力して❻、［保存］ボタンをクリ
ックします❼。

別の名前を付けて保存できました❽。

データベースファイルを別の名前を付けて保存するHINT

❶ここを選択します。 ❷これを選択します。 ❸ファイルの種類を選択したら、

❹ここをクリックします。

❺ファイルの場所を選択します。 ❻ファイル名を入力します。

❼ここをクリックします。

❽別の名前を付けて保存できました。
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作ってみよう

テーブルの作成07Section ***重要度A

データベースファイルを作成したら、まずはデータを保存する入れ物であるテーブルを作成します。テーブルの作
り方はいくつかの方法がありますが、ここではデータを入力しながらテーブルを作成してみましょう。

Chapter 2

テーブルを新規作成する
Section	 06で開いた［売上管
理］データベースに、商品を管
理する［T_商品］テーブルを作
ってみましょう。まずは、［作成］
タブを選択し❶、［テーブル］グ
ループの［テーブル］をクリッ
クします❷。

1

フィールドを追加する
新しいテーブルが表示されま
す❸。ここにデータを直接入
力しながらテーブルを作成する
ことができます。テーブルには、
自動的に連番が振られる［ID］
フィールドが作成されています
❹。まずは、これに続くフィー
ルドを追加していきましょう。

［クリックして追加］をクリック
します❺。データ型の一覧が
表示されるので、この列に入
力するデータの種類を選択し
ます。ここでは、［短いテキスト］
を選択します❻。

2

❶ここを選択して、 ❷ここをクリックします。

テーブルの作成

❹［ID］フィールドが
作成されています。

❸新規テーブルが
表示されます。

❺ここをクリックします。

❻ここを選択します。
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フィールド名が
編集状態になる
フィールド名が編集状態になり
ます❼。

3 ❼フィールド名が編集状態になります。

フィールド名を入力する
フィールド名を入力していきま
しょう。ここでは、「商品名」と
入力し❽、Eキーを押しま
す❾。

4

次のフィールドの
データ型を指定する
次のフィールドでデータ型の
一覧が表示されます�。ここ
では［通貨］を選択します�。

5

❽フィールド名を入力します。 ❾Eキーを押します。

�次のフィールドに移動し、
データ型の一覧が表示されます。

フィールドとデータ型
Access では、テーブルの列のことを「フ
ィールド」といいます（Section 16 参照）。
フィールドには同じ種類のデータを入力
します。フィールドに入力するデータの
種類を「データ型」といいます。文字列
のデータであれば、短いテキストを選択
します（Section 19 参照）。

KEYWORD

フィールド名を変更する
フィールド名を変更するには、変更したい
フィールド名をダブルクリックします。フ
ィールド名が編集状態になり反転表示さ
れたら、新しいフィールド名を入力します。

POINT

�ここを選択します。
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次のフィールド名を
入力する
同様にしてフィールド名を入力
します。ここでは、「単価」と入
力します�。Eキーを押し
て次のフィールドにデータ型が
表示されたら、何もないところ
でクリックして一覧を非表示に
します�。

6

データ型を変更する
［ID］フィールドには、1、2、3
‥‥と値が自動入力される「オ
ートナンバー型」というデータ
型が設定されており、手入力す
ることができません。ここでは
連番ではなく、「1001」のような
商品番号を入れていきたいの
で、データ型を変更しておきま
す。［ID］フィールド内でクリック
し�、［フィールド］タブを選択
して�、［表示形式］グループの
［データ型］の をクリックしま
す�。表示される一覧の中から

［短いテキスト］を選択します�。

7

データを入力する
1件目のデータを入力していき
ましょう。入力するフィールド
をクリックしてカーソルを移動
します。ここでは、［ID］フィー
ルドの1行目にカーソルがある
ことを確認し❶、「1001」と入力
します❷。

1

�ここをクリックします。 �ここをクリックします。�ここを選択し、

�これを選択します。

�何もないところでクリックします。

データの入力

❶ここにカーソルを表示して、

❷「1001」と入力します。

レコード
Access では、1件のデータのことをレコ
ードといいます（Section 16 参照）。

KEYWORD

�フィールド名を入力します。
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次のフィールドに	
移動する
Eキーを押して❸、次のフ
ィールドに移動します❹。

2

他のフィールドに
データを入力する

［商品名］フィールドに「煎茶」
と入力します❺。同様にして、
［単価］フィールドに「600」と
入力します❻。

3

2件目以降のデータを
入力する
Eキーを押して、次の行に
移動します❼。データ型が通
貨型の場合は、自動的に通貨
の表示形式が設定されること
を確認します❽。右の画面を
参照して残りのデータを入力し
てみましょう❾。

4

❺ここに商品名を入力し、 ❻ここに単価を入力します。

❸Eキーを押します。 ❹次のフィールドに移動します。

❼Eキーを押して
次の行に移動します。

❾データを入力します。

フィールドの移動方法
次のフィールドに移動するには、Eキー
か .キー、Fキーを押します。前の
フィールドに戻る場合は、Cキーを押し
ながら.キーを押すか、Hキーを押
します。なお、C キーを押しながら
Eキーを押す操作は、レコードの保存
になるので、カーソルの移動には使えません。

HINT

入力の取り消し
データの入力中に P キーを押すと、入
力が取り消されます。もう1度 P キー
を押すとレコードの入力が取り消されま
す。なお、自動的に連番が入力されるオ
ートナンバー型のフィールドは、レコード
の入力を取り消すと、表示されていた番
号が欠番になります（P126「HINT」参照）。

HINT

❽通貨記号が表示されます。



040

A
ccess

を
使
っ
て
み
よ
う

C
hap 2

［上書き保存］ボタンを
クリックする
新規作成したテーブルを保存
するには、クイックアクセスツ
ールバーにある［上書き保存］
ボタン をクリックします❶。

1

テーブルの保存

テーブル名を指定して	
保存する

［名前を付けて保存］ダイアロ
グボックスが表示されます。［テ
ーブル名］にテーブル名を入力
し❷、［OK］ボタンをクリックし
ます❸。

2

テーブルが保存された！
テーブルが保存されました。ナ
ビゲーションウィンドウとタブ
にテーブル名が表示されます
❹。

3

レコードの保存
Access では、次の行に移動するときな
どカーソルを別の行に移動したタイミン
グでレコードは自動的に保存されます。
入力途中で保存したい場合は、C キ
ーを押しながら E キーを押します。
リボンの［ホーム］タブの［レコード］
グループで［保存］をクリックする方法
もあります。

POINT

❸ここをクリックします。

❷テーブル名を入力します。

❶ここをクリックします。

❹ここにテーブル名が表示されます。

キーボードを使用する
キーボードから+ キーを押しても、［名
前を付けて保存］ダイアログボックスを
表示することができます。

HINT
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閉じるボタンを	
クリックする

［閉じる］ボタン をクリックし
てテーブルを閉じます❶。

1

テーブルが
閉じられた！
開いていたテーブルが閉じまし
た❷。

2

テーブルを閉じる

❷テーブルが閉じられました。

ここでは、データを入力しながらテーブル
を作成してきました。テーブルを作成する
のに最低限必要なのは、項目であるフィ
ールドとデータの種類であるデータ型の
指定です。どの項目にどんなデータを入
力するのか決めておくことで、正確なデー
タを集めることができます。フィールドに
は、データ型以外により詳細な設定をす
ることもできます。それには、「デザイン
ビュー」というテーブルを定義するための
画面を表示して行います（Section 18 参
照）。

テーブルの作り方についてHINT テーブルのデザイン画面では、テーブル全体や	
フィールドについてより詳細な設定を行います。

❶ここをクリックします。
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フォームを自動で作ってみよう

フォームの作成08Section ***重要度A

テーブルにデータを大量に入力するには、入力用画面があった方が便利です。ここでは、フォームの自動作成機
能を使用してフォームを作成し、フォームとはどんなものかを確認してみましょう。

Chapter 2

［フォーム］をクリックする
ここでは、Section	07で作成し
た［T_商品］テーブルを基にフ
ォームを作成してみましょう。
ナビゲーションウィンドウで
［T_商品］を選択し❶、［作成］
タブを選択して❷、［フォーム］
グループにある［フォーム］を
クリックします❸。

1

フォームが作成された！
［T_商品］テーブルを基に単票
形式のフォームが作成されまし
た。［T_商品］テーブルのすべ
てのフィールドが配置されてい
ます❹。また、フォームのタイ
トルには基となったテーブル名
が表示されていますが❺、こ
れは修正可能です（Section	91
参照）。

2

❶基となるテーブルを選択し、

❸ここをクリックします。

❷ここをクリックして、

フォームの作成

❹［T_商品］テーブルのすべてのフィールドを
配置したフォームが作成されます。

❺基となったテーブル名が表示されます。
フォームを編集する画面が表示される
自動作成機能でフォームを作成した直後
は、タイトルを変更したり、データを表
示する枠のサイズを変更したり、移動し
たりして編集することができる画面が表
示されます。データは表示されています
が、データの入力や修正はできません。
この画面を「レイアウトビュー」といい
ます。

HINT
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フォームを保存する
作成したフォームに［F_商品］
と名前を付けて保存しておきま
しょう。［上書き保存］ボタン
をクリックします❻。

3

フォーム名を指定する
［名前を付けて保存］ダイアロ
グボックスが表示されます。こ
こでは、「F_商品」と入力し❼、
［OK］ボタンをクリックします
❽。

4

フォームが保存された！
フォームが保存され、作成した
フォームがナビゲーションウィ
ンドウに表示されます❾。

5

❻ここをクリックします。

❼フォーム名を入力し、

❽ここをクリックします。

❾フォームがナビゲーションウィンドウに追加されます。
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フォームビューに
切り替える
現在表示されている画面では
データの入力や修正は行えま
せん。入力画面である「フォー
ムビュー」に切り替えてデータ
を入力してみましょう。［デザイ
ン］タブを選択し❶、［表示］グ
ループにある［表示］の上側
をクリックします❷。

1

データの入力

新規入力画面が	
表示された！
新規レコードを入力する画面
が表示されます❻。

3

❸フォームビューに切り替わります。 ❹ここを選択し、

❺ここをクリックします。

❻新規レコード入力画面が表示されます。

［新規作成］をクリックする
フォームビューに切り替わりま
した❸。リボンの［ホーム］タ
ブを選択し❹、［レコード］グル
ープにある［新規作成］をクリ
ックします❺。

2

リボンは自動的に切り替わる
開いている画面で行う操作内容に合わせ
て、表示されるリボンの種類や選択され
るリボンが自動的に切り替わります。

POINT

❶ここを選択し、

Access のオブジェクトには、作業内容によっていくつかの画面が用意されています。画面のことを［ビュー］といいます。たとえば、フォ
ームには、データの入力・修正・表示ができる［フォームビュー］、データを見ながらフォームの設定を変更できる［レイアウトビュー］、よ
り詳細なフォームの設定を変更できる［デザインビュー］などがあります（Section 83 参照）。

ビューKEYWORD

❷ここをクリックします。
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データを入力する
［ID］に「1006」と入力したら❼、

Eキーを押して次のフィー
ルドに移動し❽、［商品名］に「ほ
うじ茶」、［単価］に「600」と順
番に入力します❾。

4

テーブルを確認する
［F_商品］フォームで入力した
データが、［T_商品］テーブル
に保存されていることを確認し
ましょう。ナビゲーションウィ
ンドウで［T_商品］テーブルを
ダブルクリックします�。テー
ブルが開き、［F_商品］フォーム
で入力したデータが保存され
ています�。確認したら、［閉
じる］ボタン をクリックして
テーブルを閉じます�。

6

❽Eキーを押します。

フォームを閉じる
［閉じる］ボタン をクリックし
てフォームを閉じます�。

5

�入力されたデータを確認できます。

�ここをダブルクリックします。

最後のフィールドで E キーを押した場合
カーソルの移動方法は、テーブルの場合
と同じで、次のフィールドに移動するに
は . キー、E キー、F キーの
いずれかを使います。最後のフィールド
にカーソルがある場合は、次のレコード
が表示されます。

POINT

編集中に表示されるアイコン
フォームでデータを編集している間は、フ
ォームの左上に のアイコンが表示され
ています。このとき、編集中のレコードは
保存されていません。レコードは、前や
次のレコードに移動したときや、フォーム
を閉じるとき、フォームを保存するときに
自動的に保存されますが、 をクリックし
てもレコードを保存することができます。

HINT

❼「1006」と入力します。

❾データを入力します。

�ここをクリックして閉じます。

�ここをクリックして閉じます。
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ウィザードを使ってクエリを作ってみよう

ウィザードによるクエリの作成09Section ***重要度A

クエリは、テーブルに保管されているデータの中から必要なものだけを取り出して表示することができます。ここで
は、選択クエリウィザードを使ってクエリを作り、クエリはどんなものかを確認しましょう。

Chapter 2

［クエリウィザード］を
クリックする
ここでは、［T_商品］テーブル
を基にクエリを作成してみまし
ょう。ナビゲーションウィンド
ウで［T_商品］を選択し❶、リ
ボンの［作成］タブを選択して
❷、［クエリ］グループにある［ク
エリウィザード］をクリックしま
す❸。

1

［選択クエリウィザード］を
選択する

［新しいクエリ］ダイアログボッ
クスが表示されたら、［選択ク
エリウィザード］を選択し❹、
［OK］ボタンをクリックします
❺。

2

❶これを選択し、

❸ここをクリックします。

❷ここを選択して、

クエリの作成

❹ここを選択し、

❺ここをクリックします。

選択クエリウィザード
選択クエリウィザードは、画面の指示に
従って設定しながら、基となるテーブル
から必要なフィールドだけを抜き出して
表示するクエリを作成します。クエリに
ついて知識がなくても簡単にクエリを作
成できる便利な機能です。

HINT
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フィールドを選択する
基となるテーブルのフィールド
一覧が表示されます❻。クエ
リで表示するフィールドを選択
します。ここでは［商品名］を
選択し❼、 ボタンをクリッ
クします❽。

3

ほかのフィールドも
選択する

［商品名］フィールドが［選択し
たフィールド］に移動します❾。
同様に［単価］を選択し�、
ボタンをクリックします�。

4

［次へ］ボタンを
クリックする
これでクエリに表示するフィー
ルドの選択ができました。［次
へ］ボタンをクリックします�。

5

❽ここをクリックします。❼ここをクリックして、

❾［商品名］が移動しました。

�ここをクリックします。

フィールドを移動する方法
選択クエリウィザードの中でクエリに表
示するフィールドを選択するには、［選択
可能なフィールド］に表示されているフ
ィールドを選択し、 ボタンをクリック
して［選択したフィールド］に移動します。

ボタンをクリックすると、すべてのフ
ィールドをまとめて移動することができま
す。また、間違えて移動した場合は［選
択したフィールド］でフィールドを選択し、

ボタンをクリックして戻します。 ボ
タンをクリックするとすべてのフィールド
を戻します。

HINT

❻フィールド一覧が
表示されます。

�フィールドを
選択し、

�ここをクリックします。
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集計の選択をする
クエリで集計を行うかどうかを
選択します。ここでは、集計を
しないので［各レコードのすべ
てのフィールドを表示する］を
選択し�、［次へ］ボタンをクリ
ックします�。

6

クエリ名を指定する
クエリ名を指定します。ここで
は「Q_商品」と入力し�、［クエ
リを実行して結果を表示する］
が選択されていることを確認し
�、［完了］ボタンをクリックし
ます�。

7

クエリが作成された！
［Q_商品］という名前のクエリ
が作成されました。［T_商品］
テーブルから［商品名］と［単価］
だけを抜き出した表が表示さ
れます�。

8 �クエリが作成されました。

テーブルと同じ名前は付けられない
クエリにテーブルと同じ名前を付けるこ
とはできません。テーブル名と異なる名
前を付けてください。

POINT

�ここをクリックします。

�これを選択して、

この画面が表示されないこともある
前の画面で数値型や通貨型など集計可
能なフィールドが選択されていない場合
は、この画面は表示されません。

POINT

�クエリ名を入力します。 �これが選択されていることを確認します。

�ここをクリックします。
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速効 !図解 
Access 2016 総合版
Windows 10/8.1/7 対応

Access は概念が難しいソフトです。本書は用語
の意味から解説し、データベースの基本が理解で
きます。テーブルの設計・作成をはじめ、クエリ、
フォーム、レポート、マクロの作成・応用まで順
を追って説明しています。

マイナビ出版
国本温子（著者）

496 ページ　価格：2,138 円（PDF）

Access VBA 逆引きハンドブック

Access VBA の機能を目的から探せる「逆引き」
構成になっている一冊です。各機能は豊富なプロ
グラミング例を使い、初心者にもわかりやすく、
かつ網羅的に解説しました。Access VBA の基
礎についても説明しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

873 ページ　価格：3,694 円（PDF）

できるやさしく学ぶExcel 統計入門
難しいことはパソコンにまかせて仕事
で役立つデータ分析ができる本

統計は「難しそう」と敬遠されがちですが、複雑
な計算はパソコンが行ってくれます。そこで本書
は、問題解決のために何をすべきか、どういう手
法で統計の結果を求めるかを豊富な図解とイラス
トで丁寧に解説します。

インプレス
できるシリーズ編集部（編集）、羽山博（著者）

240 ページ　価格：1,620 円（PDF）
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