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1． Access 2010 と Access Services 

SharePoint Server 2010 は Office クライアント アプリケーションとの連携機能を多く持ち、Word 文書内
に入力された内容とライブラリ列との連携や Outlook を利用した 連絡先リストやタスク リスト・掲示板内容の閲
覧・編集、フォーム ライブラリを利用した InfoPath フォームの共有、Excel を利用したリスト内に蓄積されたデータ
の集計など、Office クライアント アプリケーションとの連携機能はさまざまなシーンで活用が行える SharePoint 
Server 2010 の大きな特徴です。 

また SharePoint Server 2010 Enterprise Edition には、Excel Services や Visio Services、
InfoPath Forms Services、Access Services と 各 Office クライアント アプリケーション名に “Services“ 
と名前がついた機能が複数搭載されています。これらの Enterprise 機能は Excel で作成したグラフやピボットテ
ーブルなどを含むレポートや Visio で作成した図面など、Office クライアントを利用して作成したコンテンツを 
SharePoint 上の Web コンテンツとして展開できる機能です (SharePoint Server 2010 Enterprise 
Edition には他にもさまざまな Enterprise 機能が搭載しています)。 

この自習書では SharePoint Server 2010 Enterprise 機能である Access Services の利用方法、活
用方法をステップ バイ ステップで解説します。 

Access を普段使いこなされている方はもちろん、Access をあまり使われていない SharePoint ユーザーの方
にも Access 2010 を活用することで作成できる SharePoint サイトについて、概要から操作手順までご理解い
ただけます。またブラウザー操作でのサイト作成では、実現がなかなか難しいような内容についても Access 2010 
を活用することにより実現できる内容もあります。Access Services は SharePoint サイトの作成/構築ツールと
して活用いただける機能であることを感じていただきたいと思います。 
 

 参考 
その他の Enterprise 機能については、次の自習書が参考となります。 

 「Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise 機能活用ガイド」 
SharePoint Server 2010 Enterprise 機能の一覧や、Excel Services や Visio 
Services などの各 Enterprise 機能を利用するために必要なサーバー サイドでの設定方
法や利用方法が解説されています。 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP06 

 「PerformancePoint Services 活用ガイド」 
Enterprise 機能のひとつである PerformancePoint Services について、利用方法や活
用例が解説されています。 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP14 

 「Microsoft SharePoint Server 2010/InfoPath によるフォーム活用ガイド」 
InfoPath Forms Services を利用したブラウザー フォームの展開方法やリスト フォームのカ
スタマイズ方法が解説されています。 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP15 

 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP06
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP14
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP15


1.1 Access 2010 

Office クライアント アプリケーションのひとつである Access はリレーショナル データベース アプリケーションです。
顧客管理や資産管理など大量のデータを入力・管理するデータベース アプリケーション (入力画面やレポートを含
む) の作成を、データベース プログラミング等の高度な専門知識を必要とせず作成が行え、他のユーザーとの共有が
可能です。 

Access データベース内には、テーブル (リレーショナル)・クエリ・フォーム・レポート・マクロ を含めることができ、これ
らを使いこなすことでさまざまなデータベース アプリケーションが作成できます (VBA による高度な開発も可能)。また 
Office.com では、よくある業務例をベースにしたデータベース テンプレートが用意されているため、それらをベースに
カスタマイズを行うことで、簡単にデータベース アプリケーションを利用することも可能です。 

 
 

  



 データベース テンプレート一覧 

 
 

また Access 2010 には従来のバージョンに比べて、データベース アプリケーションをより作成しやすくするための
機能が追加されています。 

 参考 「Microsoft Office Access の新機能」 
http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA010342117.aspx#BMdatatypes 
 

  

http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA010342117.aspx#BMdatatypes


1.2 Access Services 

Access Services は SharePoint Server 2010 から搭載された機能で、Access 2010 データベースを 
Web 上へ展開できる機能です。Access 2010 で作成したデータベースを SharePoint サイトに展開することで、
Access と同様の機能を Web アプリケーションとして利用できるようになるため、Access 2010 を SharePoint 
サイト作成ツールとして活用できます。また Access がインストールされていない環境でも、ユーザーはブラウザーを使
ってデータの更新や参照が行えるようになるため、Access データベースを SharePoint のアクセス権を活用して共
有を行うといった利用例もあげられます。 

Access Services の利用により、Access データベースの作成スキルで SharePoint 上に Web アプリケー
ションを構築できることは大きなメリットです。データ入力・共有のためのフォームやレポートを兼ね備えたアプリケーション
を Access の操作レベルで、開発なしに作成できるためです。Acccess 2010 でフォーム・レポート・クエリ・マクロを
組み合わせてデータベース アプリケーションを作成することで、SharePoint の標準ではなかなか実現が難しい機能
を持ったサイト作成や、Access 2010 がもつさまざまなコントロールを利用して標準にはない UI を持つサイト作成
が行えます。 

Access データベースを SharePoint に発行するとサイトが 1 つ出来上がります。テーブルはリストに変換され、
レコードはリストアイテムになります。またレポートなどはページとして変換されます。発行後にレポートの追加やフォーム
の編集など内容を変更したい際も Access 2010 を利用できます (VBA など一部 Access Services では対
応していない機能があります)。 
 

 

 

  



1.3 Access Services を利用するために必要な設定 

Access Services ではレポートを表示する際に SQL Server 2008 R2 Reporting Services の機能を利
用します。そのため Access Services を利用するためには、SharePoint ファームにおいて SQL Server 2008 
R2 Reporting Services 統合のセットアップが必要です。 

設定方法については、下記自習書に記載されている内容を参考にしてください。 

 「Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise 機能活用ガイド」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP06 
 

また次の URL も参考となりますので、一読をおすすめします。 

 TechNet 「Access Services の概要 (SharePoint Server 2010)」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748634.aspx 

 TechNet 「Access Services と SQL Reporting Services の併用: SQL Server 2008 R2 
Reporting Services アドインのインストール (SharePoint Server 2010)」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee662542.aspx 

 TechNet 「Access Services を設定および構成する (SharePoint Server 2010)」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748653.aspx 

 TechNet 「Access Services 向けの  Windows PowerShell コマンドレット  (SharePoint 
Server 2010)」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748652.aspx 

 ホワイトペーパー 「Access Services のパフォーマンスとキャパシティ要件を検討する」 
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/gg327802 
 

  

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/ff358322#SP06
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748634.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee662542.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748653.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748652.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sharepoint/gg327802


1.4 この自習書の手順をお試しいただくために必要な環境 

この自習書は、次章より SharePoint サイトで動作するためのデータベース アプリケーションを Access 2010 
を利用して作成する手順から実際に SharePoint サイトへの発行までステップ バイ ステップでご紹介する内容と
なっております。 

次章以降の手順をお試しいただくためには、次の環境が必要です。 

 Access 2010 がインストールされたクライアント環境 

 クライアント環境より接続可能な SharePoint サイト 

 Access Services が利用できるように構成、設定されていること 
(SharePoint Server 2010 Enterprise Edition が必要) 

 サイトへの管理者権限を持つこと 
  



2． データベース テンプレートを活用した連絡先管理 アプリケーション 

Access 2010 のデータベース テンプレートとして提供されている 「連絡先管理 Web データベース」 を利用し
て、SharePoint 上で連絡先情報を管理するアプリケーションを作成します。 

標準で搭載しているテンプレートや Office.com で提供されているテンプレートを利用することで、すばやく簡単に 
Access データベースを作成し、SharePoint への展開が可能です。しかし、テンプレートをそのまま利用できるシー
ンは実際には少ないでしょう。そのまま利用するには適さなくても、テンプレート内容をベースに利用要件に合わせて編
集を加えれば、活用できることも多いはずです。ここでは、データベース テンプレート 「連絡先管理 Web データベー
ス」 を使い Web データベースを作成します。そしてデータベース内容について編集を行い、SharePoint へ発行す
る手順を解説します。 
 

 完成例 

 

連絡先情報が登録できるアプリケーションです (入力フォームは次図)。 
名前等で、登録された連絡先内容が検索でき、コメントの追加が行える機能も持ちます。 

  



2.1 データベース テンプレートを利用したデータベース作成 

標準で用意されているデータベース テンプレートを利用して、新しいデータベースを作成します。 

Access 2010 が持つすべての機能が Access Services に対応しているわけではありません。SharePoint に
展開するためのデータベース (Web データベース) として作成する際には、一部機能制限があります。新規でデータ
ベースを作成する際には、[Web データベース] を選択して作成しますが、既存のテンプレートをベースにする場合、
テンプレート名に [Web データベース] と付いているものが対象となります。 

標準では、次の Web データベースがテンプレートとして用意されています。 

 
 

1. Access 2010 を起動します。 

2. [サンプル テンプレート] をクリックします。 

 
  



3. [連絡先管理 Web データベース] を選択します。 
ファイル名を 「連絡先管理.accdb」 とし、保存先に任意の場所を設定して [作成] をクリックします。 

 

4. サンプル テンプレートをベースに新しいデータベースが作成されます。 
セキュリティの警告が表示される場合には、[コンテンツの有効化] をクリックします。 

 
 

  



2.2 既存の内容確認 

サンプル データを何件か登録しながら、連絡先管理 Web データベース テンプレートの既定の内容を確認しま
す。また内容を確認しながら、このサンプルデータベースのどこを編集するか (必要ない列やレポートなど) をあわせて
確認します。 
 

1. [スタート] タブの内容が既定で開き、サンプル テンプレートに対する内容や Access 2010 の製品ヘルプ
等が表示されるようになっています。 
 
この内容はこのあとの手順で削除することにします。 

 

2. [アドレス帳] タブを開きます。 
[新規追加] をクリックします。 

 
  



3. 入力フォームが開くので、任意の内容を入力します。 
また写真を登録できるようになっているので、任意の画像を登録します。 
 
このあとの手順で、必要ない列として 自宅電話番号、国/地域、市区町村、備考 は削除することにします。 
 

 

4. [保存して新規作成] をクリックして、複数件のサンプル データを登録します。 

5. 複数件サンプル データを登録すると、次図のような内容が確認できます。 

 
  



6. [コメントの追加] 欄に任意の入力を行い、[保存] をクリックします。 
次図のように、過去のコメント一覧が表示されます。 

 

7. [データシート] タブをクリックします。 
登録されている内容 (テーブル内の内容) が一覧表示されます。 
 
このあとの手順で、自宅電話番号、国/地域、市区町村、備考 は削除することにします。 

 

8. [レポート センター] タブをクリックします。 
[レポートの選択] からクリックされた内容がレポートとして表示されます。 
 
レポートは既定で [アドレス帳] や [連絡先詳細表] など 5 つ用意されていますが、このあとの手順で、
[アドレス帳] と [電話帳] 以外は不必要な内容として削除することにします。 
また [レポート センター] タブは削除し、レポートを直接開くタブを作成することとします。 

 
  



2.3 必要ないフォーム、レポートの削除 

テンプレートにより作成されている既定のフォームやレポートから、利用しない内容を削除します。 
 

2.3.1 クエリの編集 

フォームやレポートから利用しているクエリの内容を編集します。 
 

1. クエリ 一覧から [連絡先_拡張] をダブル クリックして開きます。 

 

2. [表示] – [デザイン ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

 
  



3. 検索に利用する列を変更します。 
2列目の [フィールド] 内容をクリックして選択し、[ビルダー] をクリックします。 

 

4. 式ビルダーが開きます。 
[検索可能] 列として [連絡先] テーブル内のほぼすべての列が文字列連結されていますが、このあとの手
順でいくつか列を削除する予定です。列の削除後、エラーとならないように、国/地域、市区町村、備考 列
は文字列連結に含めないように編集します。 
 
編集後の式は次のようになります。 

 

5. [連絡先_拡張] クエリを上書き保存し、閉じます。 
 

  



2.3.2 フォームの削除 

利用しないフォームを削除します。削除するフォームは次の 6 つです  
(削除するフォームの内容を確認したい場合は、削除する前に開いて確認ください)。 

 スタート 

 ビデオプレーヤー 

 レポートセンター 

 レポートセンター_既定 

 既定の画像 

 連絡先一覧表 

1. フォーム 一覧から上記 6 つのフォームを右クリック – [削除] をクリックして削除します。 

2. 削除後、フォーム 一覧は次のようになります。 

 
 

 

  



2.3.3 レポートの削除 

利用しないレポートを削除します。削除するフォームは次の 3 つです  
(削除するフォームの内容を確認したい場合は、削除する前に開いて確認ください)。 

 連絡先一覧表 

 連絡先詳細 

 ラベル 

1. レポート 一覧から上記 3 つのフォームを右クリック – [削除] をクリックして削除します。 

2. 削除後、レポート 一覧は次のようになります。 

 
 

 

  



2.4 フォーム内容の編集 

メイン以外のフォーム内容を編集します。次の編集を行います。 
 

フォーム名 編集内容 
名前カード ● 自宅電話番号 を入力する欄を削除 

● 住所の表示を編集 
● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 

名前リスト ● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
連絡先 ● 表示列から、市区町村・国/地域・備考・自宅電話番号 を削除 

● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
連絡先カード ● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
連絡先詳細 ● 自宅電話番号、国/地域、市区町村、備考 を入力する欄を削除 

● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
 

2.4.1 名前カード フォームの編集 

1. フォーム 一覧から [名前カード] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

 

2. 自宅電話番号 列はこのあとの手順で削除する予定です。 
ラベルとコントロールをクリックして選択し、削除します。 

  



3. 住所が表示されている箇所をクリックして選択します。 

 

4. 右側にプロパティ シートが表示されていない場合は、[デザイン] タブの [プロパティ シート] をクリックして表
示させます。 

5. プロパティ シートで [コントロール ソース] の […] をクリックします。 

 

6. 式ビルダーが開きます。 
次のように式を編集して、[OK] をクリックします。 

 
  



7. フォーム内をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフォ
ント種類)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 
 
画面はフォントの種類として Meiryo UI を指定しています。 

 

8. 名前カード フォームを上書き保存し、閉じます。 
 

 

2.4.2 名前リスト フォームの編集 

1. フォーム 一覧から [名前リスト] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. フォーム内をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフォ
ント種類を指定します)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 
 
画面はフォントの種類として Meiryo UI を指定しています。 

 

3. 名前カード フォームを上書き保存し、閉じます。 
 

 

  



2.4.3 連絡先 フォームの編集 

1. フォーム 一覧から [連絡先] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. テーブル内から、次の列を削除します。 

 市区町村 

 国/地域 

 備考 

 自宅電話番号 

3. フォーム内をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフォ
ント種類を選択します)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 
 
画面はフォントの種類として Meiryo UI を指定しています。 

 

4. 連絡先 フォームを上書き保存します。 

5. 連絡先 フォームを閉じます。 
 

 

  



2.4.4 連絡先カード フォームの編集 

1. フォーム 一覧から [連絡先カード] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. フォーム内をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフォ
ント種類を選択します)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 
 
画面はフォントの種類として Meiryo UI を指定しています。 

 

3. 連絡先カード フォームを上書き保存し、閉じます。 
 

 

  



2.4.5 連絡先詳細 フォームの編集 

1. フォーム 一覧から [連絡先詳細] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. 自宅電話番号、国/地域、市区町村、備考 を入力するコントロールとラベルを選択し、削除します。 

 

3. コントロールを削除したことで、空白になったセルについて、ドラッグ アンド ドロップ操作でコントロールやラベル
を移動して調整します (次図を参考)。 

 

4. フォーム内をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフォ
ント種類を選択します)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 

5. 連絡先詳細フォームを上書き保存し、閉じます。 
 

  



2.5 レポート内容の編集 

レポートの内容を編集します。次の編集を行います。 
 

レポート名 編集内容 
コメント ● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
連絡先アドレス帳 ● 市区町村、国/地域 の表示を削除 

● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
連絡先電話帳 ● 自宅電話番号 の表示を削除 

● フォントの大きさや種類などのスタイル調整 
 

 

2.5.1 コメント レポートの編集 

1. レポート 一覧から [コメント] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. レポート内容をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフ
ォント種類を選択します)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 
 
画面はフォントの種類として Meiryo UI を指定しています。 

 

3. コメント レポートを上書き保存し、閉じます。 
 

 

  



2.5.2 連絡先アドレス帳 レポートの編集 

1. レポート 一覧から [連絡先アドレス帳] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. 「連絡先アドレス帳」 と書かれている内容の上の行を選択します。 
セルが複数 (2 つ) あるので、複数選択し、行を削除します。 

 

3. 「連絡先アドレス帳」 と書かれている内容の、左となりのセル内に、[デザイン] タブ – [イメージの挿入] – 
[OLContactHS] を配置します。 

 

4. 都道府県の下にある 市区町村 の表示を削除します。 

 
  



5. 住所の下にある 国/地域 の表示を削除します。 

 

6. レポート内容をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフ
ォント種類を選択します)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 
 
画面はフォントの種類として Meiryo UI を指定しています。 

 

7. 連絡先アドレス帳 レポートを上書き保存し、閉じます。 
 

 

  



2.5.3 連絡先電話帳 レポートの編集 

1. レポート 一覧から [連絡先電話帳] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. 自宅電話番号 の列を削除します。 

3. レポート内容をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します (任意のフ
ォント種類)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 

 

4. 連絡先電話帳レポートを上書き保存し、閉じます。 
 

 

  



2.6 テーブル内容の変更 

テーブル内容を変更します。テンプレートにより、連絡先 テーブルと コメント テーブルが作成されており、リレーショ
ンシップが設定されています。ここでは 連絡先 テーブル内の次の列を削除し、必要な列を追加します。 

 自宅電話番号 

 国/地域 

 市区町村 

 備考 
 

1. テーブル 一覧から [連絡先] テーブルを開きます。 

 

2. 次の列は必要ない列として、削除します。 

 自宅電話番号 

 市区町村 

 国/地域 

 備考 

 
  



2.7 メイン フォームの編集 

メイン フォームの内容を編集します。 
 

1. メイン フォームを開き、[表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. [レポートセンター] タブと [スタート] タブを選択し、削除します。 

 

3. タブの [新規追加] をクリックし、「アドレス帳」 と入力します。 

 

4. プロパティ シートで、[アドレス帳] タブの [移動先の名前] を [連絡先アドレス帳] と選択します。 

 

5. もう一度、タブの [新規追加] をクリックし、「電話帳」 と入力します。 
また プロパティ シートで、[電話帳] タブの [移動先の名前] を [連絡先電話帳] と選択します。 

 

6. 「連絡先管理データベース」 と書かれているタイトル部分について、タイトル文字列の編集や、背景色の変



更を任意に行います。 

 

7. メイン フォームの内容をすべて範囲選択し、[書式] タブ内のメニューを使ってフォントの種類を変更します 
(任意のフォント種類)。また各セルの幅や高さは、[プロパティ シート] 内で編集できます。 

8. 上書きします。 
 

 

  



2.8 SharePoint への発行 

編集が終了した Access データベースを SharePoint へ発行します。Access データベースは 1 つの 
SharePoint サイトとして発行され、テーブルやビュー、フォームなどの機能は SharePoint リストやページに変換さ
れて、利用可能となります。 

SharePoint サイトへの発行が行えるのは、Web データベースのみです。また SharePoint へ発行する前には、
データベース内容が Web データベースであることや、エラーが含まれていないこと、Web データベースに対応しない
機能が含まれていないかどうかを [互換性のチェック] を行います。 
 

Web データベースで利用できる機能については、次の URL が参考になります。 

 参考 「Web で共有する Access データベースを作成する」 
http://office.microsoft.com/client/helppreview14.aspx?AssetId=HA010356866&lcid=104
1&NS=MSACCESS&Version=14&tl=2&CTT=5&origin=HA010342117#_Toc251052720 
 

 

2.8.1 互換性チェックの実行 

1. [ファイル] メニューを開き、[Access Services に発行] をクリックします。 

 

2. SharePoint へ発行する際に、エラーや対応していない内容が含まれていないかどうかをチェックするため、
[互換性チェックの実行] をクリックします。 

 
  

http://office.microsoft.com/client/helppreview14.aspx?AssetId=HA010356866&lcid=1041&NS=MSACCESS&Version=14&tl=2&CTT=5&origin=HA010342117#_Toc251052720
http://office.microsoft.com/client/helppreview14.aspx?AssetId=HA010356866&lcid=1041&NS=MSACCESS&Version=14&tl=2&CTT=5&origin=HA010342117#_Toc251052720


3. 次のようなダイアログ ボックスが表示された場合、[はい] をクリックします。 

 

4. エラーがあることが表示されます。 

 

  



2.8.2 エラー対処 

1. エラー内容を確認するため、[Web 互換性の問題] をクリックします。 

 

2. 次のようなエラー内容が確認できます。 

 

ID 1 のエラーを確認すると、連絡先カード フォームにおいて、「フォーム “連絡先カード” は、存在しないフォー
ム “スタート” に依存しています」 とエラー内容が確認できます。またこのエラーは プロパティ名 「On Load Em 
Macro」 からマクロに含まれていることも確認できます。 

 

3. フォーム 一覧から [連絡先カード] をダブル クリックして開きます。 
次に [表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

4. プロパティ シートが表示されていない場合は、[デザイン] タブ内の [プロパティ シート] をクリックして表示さ
せます。 

5. プロパティ シートで、選択の種類 を [フォーム] とし、読み込み時 の […] をクリックします。 

 

6. 連絡先カード フォームの読み込み時に設定されているマクロ内容が開きます。 

  



7. If 文内容の [参照先] – [オブジェクト名] が [スタート] となっています。 
スタート フォームは削除したため、こちらを [メイン] に変更します。 

 

8. 上書き保存し、閉じます。 

9. [ファイル] メニューを開き、[Access Services に発行] をクリックします。 

 

10. SharePoint へ発行する際に、エラーや対応していない内容が含まれていないかどうかをチェックするため、
[互換性チェックの実行] をクリックします。 

 
  



11. 次のようなダイアログ ボックスが表示された場合、[はい] をクリックします。 

 

12. エラー対処を行ったため、今後はエラーが表示されず、「データベースは Web に対応しています。」 と表示さ
れます。 

 
 

 

 参考  「Web 互換性の確認: よく発生するエラー」 
http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA010379057.aspx?ver=14&app=msacce
ss.exe#bmACCWeb102002 
  

http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA010379057.aspx?ver=14&app=msaccess.exe#bmACCWeb102002
http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA010379057.aspx?ver=14&app=msaccess.exe#bmACCWeb102002


2.8.3 SharePoint への発行 

1. [サーバーの URL] に発行先の URL を入力します。 
(入力した URL のサブ サイトとして発行されます) 

またサイト名に 「連絡先管理」 と入力し、[Access Service に発行] をクリックします。 

 
 

入力したサイト名は、サブサイトのパス、そしてサイト名となります。日本語で入力した場合、サブサイトのパスがエン
コードされます。サブサイトの URL がエンコードされた内容を含むことを避けたい場合、ここではサイト名にパス 
(URL) を指定し、発行後にサイト名を日本語表記に変更することをおすすめします。 
 

2. 発行が終了すると、次のように表示されます。 
ダイアログ ボックス内に発行先の URL が表示されるので、クリックして開きます。 

 
  



3. ブラウザーで Access Services により作成されたサイトが開きます。 

4. サイト内容は Access で作成した内容と同じであることが確認できます。 

 [アドレス帳] タブ 
名前等で、登録された連絡先内容が検索できる 
各データが右側に表示され、コメントの追加が行える 

 

 
  



 [データシート] タブ 
登録された内容が、テーブル形式で一覧できる 

 

 [アドレス帳] タブ 
登録された内容が、アドレス帳として表示される 

 

 [電話帳] タブ 
登録された内容が、電話帳として表示される 

 
 

サンプル テンプレートをベースに必要な内容を編集することで、Access Web データベースをスクラッチで作成する
よりも簡単に作成が行えること、また SharePoint サイトへ発行すると SharePoint サイト上のアプリケーションとし
て実行され、Access 2010 で利用する際と同様の機能が、SharePoint 上でそのまま利用できることを確認いた
だきました。 

  



3． Web データベースの再編集と Web ブラウザー コントロールの活用 例 

Access 2010 には、フォーム上に Web ページを表示できる Web ブラウザー コントロールが搭載されていま
す (Access 2010 から追加された機能です)。このコントロールをフォーム内に配置し、テーブル内の列とバインドす
ることで、コントロール内に表示される Web ページを各レコードごとに動的に変更可能です。たとえば、データベース
内の住所情報を使用し Bing Map などインターネット上で提供されている地図サイトで入力された住所の地図を
表示したり、取引先等の Web サイトの表示、他の SharePoint サイト内の関連ページの表示、といったことが例
としてあげられます。 
 

 参考  「フォームに Web 閲覧を追加する」 
http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA101631434.aspx 
 

 

ここでは、2 章で作成した 連絡先管理 データベースに Web ブラウザー コントロールを活用し、連絡先情報の
地図を表示する内容を解説します。地図は Bing Map を利用して表示します。 

 完成例 

 
  

http://office.microsoft.com/ja-jp/access-help/HA101631434.aspx


3.1 Access 2010 で Web データベースを開く 

一度 SharePoint サイトとして発行した Web データベースは、accdb 内と SharePoint サイト内の設定内
容はもちろん、保存されたデータも同期されるしくみとなっています。データベース内容の編集を行う際にも、Access 
2010 で編集が行えます。 

ここでは 2 章で発行した Web データベースを、データベース内容の編集を行うために、SharePoint サイトから
再度開きます。 
 

 

1. ブラウザーで [オプション] – [設定] をクリックします。 

 

2. 設定画面が開きます。さらに [オプション] – [Access で開く] をクリックします。 

 
  



3. 次のダイアログ ボックスが表示されるので、[開く] をクリックします。 

 

4. さらに次のダイアログ ボックスが表示された場合は、[OK] をクリックします。 

 

5. Access 2010 でデータベースが開きます。 

 

  



3.2 連絡先 テーブルの変更 

連絡先 テーブル内に Bing Map を利用して地図を表示するために必要な緯度と経度を保存するための列を
作成します。 

Bing Map は http://bing.com/maps/default.aspx に、パラメーターを渡すことで、指定した場所を地
図の中心としての表示や、指定した住所をつかった地図表示が行えます。 
 

 参考  「Bing Map ヘルプ 独自の URL を作成する」 
http://onlinehelp.microsoft.com/ja-jp/bing/ff808440.aspx 
 

連絡先 テーブルには 住所または番地 列、都道府県 列、郵便番号 列が作成されているため、次のような 
URL を動的に指定することで、Web ブラウザー コントロール内に地図を表示できます。 

 http://bing.com/maps/default.aspx?where1=1 Microsoft Way, Redmond, WA 

しかし上記のパラメーター指定が利用できるのは、住所情報が英語の場合のみです。日本語の場合は、where1 
パラメーターにエンコードした内容を渡す必要があります。そこで今回は 連絡先 テーブルに 緯度列と 経度列を作
成し、Bing Map で表示する地図の場所は次の URL を利用して指定してみます。 

 http://bing.com/maps/default.aspx?cp=47.677797~-122.122013 
 

 

1. テーブル 一覧から [連絡先] テーブルを開きます。 

2. 連絡先 テーブルに列を追加します。 
列名の [クリックして追加] – [テキスト] をクリックします。 

 

3. 列名を 「緯度」 と入力します。 

 
  

http://bing.com/maps/default.aspx
http://onlinehelp.microsoft.com/ja-jp/bing/ff808440.aspx


4. さらに列名の [クリックして追加] – [テキスト] をクリックし、「経度」 列を追加します。 

 

5. 既存の 連絡先 データに、緯度 列と 経度 列のデータを入力します。 

 
 

Bing Map 緯度と経度 

Bing Map で住所を利用して検索を行うと、緯度と経度が確認できます。 

(前に表示されている内容が緯度、後ろに表示されているないようが経度です) 

 

  



3.3 地図カード フォームの作成 

Web ブラウザー コントロールを利用して、地図を表示するフォームを作成します。 
 

1. [作成] タブの [フォーム] をクリックします。 

 

2. 新しいフォームが開きます。(連絡先 1 タブ) 

 

3. 名前を付けていったん保存します。 
連絡先 1 タブを右クリック - [上書き保存] をクリックし、「地図カード」 と名前を付けます。 

 

 

4. 地図カード フォーム内の内容を CTRL + A ですべて範囲選択し、Delete で削除します。 
  



5. [デザイン] タブから ラベル コントロールをフォーム内に配置します。  

 

6. 画面内に点線でレイアウトが表示されています。 
1 行目内の任意のセルをクリックして選択し、[配置] タブの [行の選択] をクリックします。 
1 行目すべての範囲選択されるため、[結合] をクリックします。 

 

7. 2 行目も同様に結合を行います。 

8. 1 行目内に配置したラベルに次の設定を行います。 
設定は [プロパティ シート] で行います。 

 

プロパティ名 内容 プロパティ名 内容 
標題 地図 背景色 テキスト (淡色) 
幅 19cm フォント名 任意のフォント種類 
高さ 0.848.cm フォントサイズ 13 

 
  



9. 地図と表示したラベルの下に、[デザイン] タブから Web ブラウザー コントロール を配置します。 

 

10. 配置した際に、次のダイアログ ボックスが表示されます。 

 

11. [ハイパーリンクの挿入] ダイアログ ボックスで、アドレスに次を入力します。 

 http://bing.com/maps/default.aspx 

 
  



12. パラメーターのひとつめに 「cp」 と入力し、値の […] をクリックします。 

 

13. 式ビルダーで、次の式を入力し [OK] をクリックします。 

 [経度] & “~“ & [経度] 

 

14. ふたつめのパラメーターとして 「lvl」 「17」 と入力します。 

 

15. [OK] をクリックします。 
  



16. Web ブラウザー コントロールの高さを任意に調整します。 
(次図は高さを 10 cm と設定しています)。 

 

17. プロパティ シートで、[フォーム] を選択し、[フィルター] プロパティに次の内容を設定します。 

 [ID]=[TempVars]![tmpID] 

 

18. さらに、[移動ボタン] を いいえと設定します。 

 

19. 地図カード フォームを上書き保存し、閉じます。  



3.4 メイン フォームの内容変更 

メイン フォームに地図カードを追加するよう、デザインを変更します。またデザイン変更に伴い、マクロの内容も合わ
せて編集します。 
 

3.4.1 メイン フォームのデザイン変更 

1. メイン フォームを開き、[表示] – [レイアウト ビュー] をクリックして、編集画面に切り替えます。 

2. [データシート] タブを開きます。 

3. データをテーブル形式で表示している箇所をクリックして選択肢、[デザイン] タブから [既存のフィールドの追
加] をクリックします。 

 

4. テーブルの右端に 緯度 列と 経度 列を表示するように設定します。 
フィールド リストから列名をダブル クリックして表示させます。 

 
  



5. [アドレス帳] タブを開きます。 
変更の保存が求められた場合は、保存します。 

6. メイン フォーム内に、連絡先情報を表示するため 名前カード フォームをサブ フォームとして表示している箇
所をクリックして選択し、削除します。 
※ プロパティ シートでサブフォーム/サブレポート となっており、名前が [DS] とつけられている内容を

削除します。 

 

7. 削除した場所に、[デザイン] タブから タブ コントロールを配置します。 

 
  



8. タブ コントロールが配置されたら、タブ名を、「詳細」 と 「地図」 に変更します。 
タブを選択し、プロパティ シートで [名前] を変更します。 

 

 

9. 1 つ目のタブ (詳細) を開き、タブ内に [デザイン] タブから サブフォーム/サブレポート コントロールを配置
します。 

 
  



10. ラベル コントロールがともに配置されるので、選択して削除します。 
(中に埋め込み ： と表示されているほうです) 

 

11. 配置した サブフォーム/サブレポート コントロールに次の設定を行います。 
設定は [プロパティ シート] で行います。 

 

プロパティ名 内容 プロパティ名 内容 
名前 DS 幅 19cm 
ソースオブジェクト フォーム：名前カード 高さ 11cm 

 
  



12. 2 つ目のタブ (詳細) を開き、タブ内に [デザイン] タブから サブフォーム/サブレポート コントロールを配置
します。 

 

13. ラベル コントロールがともに配置されるので、選択して削除します。 
(中に埋め込み ： と表示されているほうです) 

 

14. 配置した サブフォーム/サブレポート コントロールに次の設定を行います。 
設定は [プロパティ シート] で行います。 

 

プロパティ名 内容 プロパティ名 内容 
名前 Map 幅 19cm 
ソースオブジェクト フォーム：地図カード 高さ 11cm 

 
  



3.4.2 メイン フォームのマクロ変更 

1. 名前が一覧され選択できるようになっている箇所をクリックして選択します。 
プロパティ シートで選択されている内容が [txtContactName] となっていることを確認し、[イベント] タブ
の クリック時 […] をクリックします。 

 

2. クリック時のマクロとして、詳細内容を表示する [DS] サブフォーム/サブレポート コントロールに、選択された
データの ID を渡すように設定されています。 

 
  



3. 同じようにクリック時に、前の手順でメイン フォーム内に追加した [Map] サブフォーム/サブレポート コントロ
ールに選択されたデータの ID を渡すようにマクロを編集します。 

[新しいアクションの追加] のドロップダウンから [参照先] を選択します。 

次図のようにマクロを編集します (追加した 参照先 は図のようにひとつ上へ移動します)。 

 
4. マクロを上書き保存して閉じます。 

5. 動作確認のため、メイン フォームを、[表示] – [フォーム ビュー] をクリックして、フォーム画面に切り替えま
す。 

6. 選択する名前ごとに、地図に表示される内容が変更されていることを確認します。 

 

7. メイン フォームを上書き保存します。 



3.5 再発行 

1. ファイル メニューから [すべて同期] をクリックします。 

 

2. [オブジェクトの保存] ダイアログ ボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。 

 

3. 同期が終了したら、Access 2010 は終了します。 

4. ブラウザーで 連絡先管理 サイトを開くと、行った編集作業 (地図表示の追加) が反映されていることが確
認できます。 

 
  



この自習書では、Web ブラウザー コントロールを利用して Bing Map を表示する手順をご紹介しました。今回
のサンプル データベースには連絡先 テーブル内に Web ページ 列があるため、それを利用して Web ページをフォ
ームやレポート内に表示する設定も同様に行えます。 

他にも SharePoint サイト内のページ等を表示させるなど、Web ベースの関連データを表示させたい際に 
Web ブラウザー コントロールは便利な機能です。 

 

  



4． Access 2010 を活用した Q&A 共有 アプリケーション 

Access Services はマクロに対応しているため、データを格納するテーブルとそのテーブルへデータを入力・編集す
るためのフォームだけではなく、マクロを活用してさまざまな動きをフォームやテーブルに対して作成できます。 

4 章では、テーブル、フォーム、マクロを活用した例として、簡単な社内 Q & A 共有 SharePoint サイトを 
Access 2010 を活用して作成します。 
 

 完成例 

 

 含める機能 

 Q & A 内容が投稿できる (匿名での投稿も可能) 

 投稿された Q & A 内容の検索が行える 

 投稿された Q & A に返信が付けられる 

 投稿あれた Q & A にレーティングが付けられる 

 上記すべての機能がサイトのトップページで行えるようにする 
 

  



4.1 Web データベースの作成 

Access 2010 を起動し、空の Web データベースを作成します。Access Services を利用し、SharePoint 
へ発行するデータベースを作成する際には、[空の Web データベース] を選択してデータベースの作成を行うことで、
Access Services では対応していない機能は、データベース作成時にメニューに表示されなくなります。 
 

 

1. Access 2010 を起動します。 

2. [空の Web データベース] を選択します。 
ファイル名を 「QA.accdb」 とし、保存先に任意の場所を設定して [作成] をクリックします。 

 
 

  



4.2 テーブルの作成 

下記 4 つのテーブルを作成します。 

 カテゴリー テーブル 
投稿される質問のカテゴリー情報のマスター テーブルです。 

 

 投稿 テーブル 
投稿された質問内容を格納するテーブルです。 

 

 返信 テーブル 
投稿された質問につけられた返信内容を格納するテーブルです。 

 

 レーティング テーブル 
質問内容に対してつけられたレーティング数を格納するテーブルです。 

 

 

  



4.2.1 カテゴリー テーブルの作成 

投稿される質問のカテゴリー マスターとなるテーブルを作成します。 
 

1. 既定で開いている テーブル１ で、[クリックして追加] – [テキスト] をクリックします。 

 

2. 追加した列名を 「カテゴリー」 と変更します。 

 

3. テーブル 1 タブを右クリック – [上書き保存] をクリックします。 

 

4. テーブル名を 「カテゴリー」 とします。 

 
 

カテゴリー テーブルの内容は以上です。このあとその他のテーブル作成やフォーム、クエリ等の作成を行いますが、作
業を行いやすくしたい場合は、サンプル データを何件か登録しておくことをお勧めします。 

  



4.2.2 投稿 テーブルの作成 

投稿された質問内容を格納するテーブルを作成します。 
 

1. [作成] タブから [テーブル] をクリックします。 

 

2. カテゴリー テーブルからのルックアップ列を作成します。 
[クリックして追加] – [ルックアップ/リレーションシップ] をクリックします。 

 

3. ルックアップ ウィザード が開きます。 
[ルックアップ フィールドの値を別のテーブルから取得する] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 
  



4. 取得元テーブルとして [テーブル：カテゴリー] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

5. ルックアップ フィールドの列として ID と カテゴリー を選択し、[次へ] をクリックします。 

 
  



6. 並べ替えは設定せずに、[次へ] をクリックします。 

 

7. [キー列を表示しない] をオンのまま、[次へ] をクリックします。 

 

8. 列名を 「カテゴリーID」 とし、[完了] をクリックします。 

 

9. テーブル名を付けるよう求められるので、「投稿」 とつけて、[OK] をクリックします。 



 

10. [クリックして追加] – [テキスト] をクリックし、列名を 「内容」 とします。 

11. [クリックして追加] – [テキスト] をクリックし、列名を 「投稿者」 とします。 

 

12. [クリックして追加] – [Yes/No] をクリックし、列名を 「匿名」 とします。 
また匿名 列の [既定値] を False と設定します。 

 

13. [クリックして追加] – [日付/時刻] をクリックし、列名を 「投稿日」 とします。 
また [表示形式] を [日付(S)] とし、日付のみ表示するように設定します。 

 
  



14. [クリックして追加] – [集計フィールド] – [テキスト] をクリックします。 

 

15. 式ビルダーが開きます。 
次の式を記述し、[OK] をクリックします。 

 

IIf([匿名],”匿名”,[投稿者] 

 

匿名 列が Yes の場合は 「匿名」 と値をセットし、No の場合は 投稿者列の値をセットします。 

16. 列名を 「表示名」 とします。 

 

17. [クリックして追加] – [数値] をクリックし、列名を 「レーティング数」 とします。 
またレーティング数 列の [既定値] を 0 とします。 

 



18. [クリックして追加] – [数値] をクリックし、列名を 「返信数」 とします。 
また返信数 列の [既定値] を 0 とします。 

 
 

 

 

次のようなテーブルを作成しました。 

 

投稿 テーブルの内容は以上です。このあとその他のテーブル作成やフォーム、クエリ等の作成を行いますが、作業
を行いやすくしたい場合は、サンプル データを何件か登録しておくことをお勧めします。投稿テーブルへのサンプル デー
タ入力では、レーティング数 列と返信数 列は既定値の 0 のままにしておきます。 

また表示名 列の式が正しく動作することも合わせて確認します。匿名 列を True (チェック オン) とした場合は、
「匿名」 と値が入ります。匿名 列を False (チェック オフ) とした場合は、投稿者 列の値が入ります。 

 

 

  



4.2.3 返信 テーブルの作成 

投稿された質問に対して、つけられた返信内容が格納されるテーブルを作成します。 
 

1. [作成] タブから [テーブル] をクリックします。 

 

2. [クリックして追加] – [日付/時刻] をクリックし、列名を 「返信日」 とします。 
また [表示形式] を [日付(S)] とし、日付のみ表示するように設定します。 

 

3. [クリックして追加] – [テキスト] をクリックし、列名を 「返信内容」 とします。 

 
  



4. [クリックして追加] – [ルックアップ/リレーションシップ] をクリックします。 

5. ルックアップ ウィザード が開きます。 
[ルックアップ フィールドの値を別のテーブルから取得する] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

6. 取得元テーブルとして [テーブル：投稿] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 
  



7. ルックアップ フィールドの列として ID と 内容 を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

8. 並べ替えは設定せずに、[次へ] をクリックします。 

 

9. [キー列を表示しない] をオンのまま、[次へ] をクリックします。 

 

10. 列名を 「投稿 ID」 とし、[完了] をクリックします。 



 

11. テーブル名を付けるよう求められるので、「返信」 とつけて、[OK] をクリックします。 

 
 

 

次のようなテーブルを作成しました。 

 

返信 テーブルの内容は以上です。返信 テーブルにはサンプル データは入力しません。 

  



4.2.4 レーティング テーブルの作成 

質問内容に対してつけられたレーティング数を格納するテーブルを作成します。 
 

1. [作成] タブから [テーブル] をクリックします。 

 

2. [クリックして追加] – [日付/時刻] をクリックし、列名を 「日付」 とします。 
また [表示形式] を [日付(S)] とし、日付のみ表示するように設定します。 

 

3. [クリックして追加] – [数値] をクリックし、列名を 「レーティング」 とします。 
またレーティング数 列の [既定値] を 0 とします。 

 
  



4. [クリックして追加] – [ルックアップ/リレーションシップ] をクリックします。 

5. ルックアップ ウィザード が開きます。 
[ルックアップ フィールドの値を別のテーブルから取得する] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

6. 取得元テーブルとして [テーブル：投稿] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 
  



7. ルックアップ フィールドの列として ID と 内容 を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

8. 並べ替えは設定せずに、[次へ] をクリックします。 

 

9. [キー列を表示しない] をオンのまま、[次へ] をクリックします。 

 

10. 列名を 「投稿 ID」 とし、[完了] をクリックします。 



 

11. テーブル名を付けるよう求められるので、「レーティング」 とつけて、[OK] をクリックします。 

 
 

 

次のようなテーブルを作成しました。 

 

レーティング テーブルの内容は以上です。レーティング テーブルにはサンプル データは入力しません。 

  



4.3 テーブルへの名前付きマクロを作成 

各テーブルに次の名前付きマクロを作成します。それぞれ、フォーム内で入力された内容をテーブルに格納するため
のマクロです。 

 投稿 テーブル ： AddPost 

 返信 テーブル： AddRes 

 レーティング テーブル： RateUp 
 

 

4.3.1 投稿 テーブルに AddPost マクロを作成 

1. 投稿 テーブルを開き、[テーブル] タブの [名前付きマクロ] – [名前付きマクロの作成] をクリックします。 

 

2. [パラメーターの作成] をクリックし、次の 4 つのパラメーターを作成します。 

 paramCategoryID 

 paramPost 

 paramUser 

 paramNoName 

 
  



3. アクション一覧から [レコードの作成] を挿入します。 

 

4. レコードの作成先として [投稿] テーブルを選択します。 

 

5. レコードの作成先 内に [フィールドの設定] アクションを挿入します。 

 
  



6. [フィールドの設定] アクションに、次のように設定します。 

 [名前] ： 投稿.カテゴリーID 

 [値] ： [paramCategoryID] 

 

7. 同様に、レコードの作成先 内に [フィールドの設定] アクションを挿入し、次図のように設定します。 
(他の列へも値をセットします)。 

 投稿.内容 列 ： [paramPost] 

 投稿.投稿者 列 ： [paramUser] 

 投稿.匿名 列 ： [paramNoName] 

 投稿.投稿日 列 ： Now() 関数 

 
  



8. レコードの作成先 外に、[戻り変数の設定] アクションを挿入します。 

 

9. 戻り変数の設定 アクションに次のように設定します。 

 [名前] : PostID 

 [式] ： [LastCreateRecordIdentity] 

 
  



10. [デザイン] タブから [名前を付けて保存] をクリックします。 
マクロ名を AddPost とつけて、[OK] をクリックします。 

 

11. 保存後、[閉じる] をクリックして閉じます。 
 

 

次のようなマクロを AddPost として作成しました。 

 4 つのパラメーターを受け取り、その内容をもとに投稿 テーブルに 1 件データを追加する 

 追加後、追加したレコードの ID を戻り値として返す 

  



4.3.2 返信 テーブルに AddRes マクロを作成 

1. 返信 テーブルを開き、[テーブル] タブの [名前付きマクロ] – [名前付きマクロの作成] をクリックします。 

 

2. [パラメーターの作成] をクリックし、次の 2 つのパラメーターを作成します。 

 paramRes 

 paramPostID 

 

3. アクション一覧から [レコードの作成] を挿入します。 

4. レコードの作成先として [投稿] テーブルを選択します。 

 
  



5. レコードの作成先 内に [フィールドの設定] アクションを挿入します。 

 

6. [フィールドの設定] アクションに、次のように設定します。 

 [名前] ： 返信.返信日 

 [値] ： Now() 

 

7. 同様に、レコードの作成先 内に [フィールドの設定] アクションを挿入し、次図のように設定します。 
(他の列へも値をセットします)。 

 返信.返信内容 列 ： [paramRes] 

 返信.投稿 ID 列 ： [paramPostID] 

  
  



8. レコードの作成先 外に、[レコードの参照] アクションを挿入します。 

 

9. レコードの参照 アクションに次のように設定します。 

 参照するレコードが含まれるテーブル/クエリ ： 投稿 

 Where 条件式： [ID] = [paramPostID] 

 

10. レコードの参照 アクション内に [レコードの編集] アクションを挿入します。 

 
  



11. レコードの編集 アクション内に、[フィールドの設定] アクションを挿入します。 

 

12. フィールドの設定 アクションを次のように設定します。 

 名前 : 投稿.返信数 

 値 ： [投稿].[返信数]+1 

 
  



13. [デザイン] タブから [名前を付けて保存] をクリックします。 
マクロ名を AddPost とつけて、[OK] をクリックします。 

 

14. 保存後、[閉じる] をクリックして閉じます。 
 

 

次のようなマクロを AddRes として作成しました。 

 2 つのパラメーターを受け取り、その内容をもとに返信 テーブルに 1 件データを追加する 

 投稿 テーブルの対応するレコードの 返信数 列を 1 インクリメントする 

  



4.3.3 レーティング テーブルに RateUp マクロを作成 

1. レーティング テーブルを開き、[テーブル] タブの [名前付きマクロ] – [名前付きマクロの作成] をクリックしま
す。 

 

2. [パラメーターの作成] をクリックし、次の 1 つのパラメーターを作成します。 

 paramPostID 

 

3. アクション一覧から [レコードの作成] を挿入します。 

4. レコードの作成先として [レーティング] テーブルを選択します。 

 
  



5. レコードの作成先 内に [フィールドの設定] アクションを挿入します。 

 

6. [フィールドの設定] アクションに、次のように設定します。 

 [名前] ： レーティング.日付 

 [値] ： Now() 

 

7. 同様に、レコードの作成先 内に [フィールドの設定] アクションを挿入し、次図のように設定します。 
(他の列へも値をセットします)。 

 レーティング.レーティング 列 ： 1 

 レーティング.投稿 ID 列 ： [paramPostID] 

 
  



8. レコードの作成先 外に、[レコードの参照] アクションを挿入します。 

 

9. レコードの参照 アクションに次のように設定します。 

 参照するレコードが含まれるテーブル/クエリ ： 投稿 

 Where 条件式： [ID] = [paramPostID] 

 

10. レコードの参照 アクション内に [レコードの編集] アクションを挿入します。 

 
  



11. レコードの編集 アクション内に、[フィールドの設定] アクションを挿入します。 

 

12. フィールドの設定 アクションを次のように設定します。 

 名前 : 投稿.レーティング数 

 値 ： [投稿].[レーティング数]+1 

 
  



13. [デザイン] タブから [名前を付けて保存] をクリックします。 
マクロ名を RateUp とつけて、[OK] をクリックします。 

 

14. 保存後、[閉じる] をクリックして閉じます。 
 

 

次のようなマクロを RateUp として作成しました。 

 1 つのパラメーターを受け取り、その内容をもとにレーティング テーブルに 1 件データを追加する 

 投稿 テーブルの対応するレコードの レーティング数 列を 1 インクリメントする 

 

  



4.4 クエリの作成 

投稿内容を検索するためのクエリを作成します。 
 

1. [作成] タブから [クエリ] をクリックします。 

 

2. [テーブルの表示] ウィンドウで、投稿 テーブルとカテゴリー テーブルを [追加] をクリックして、追加します。 

 

3. [テーブルの表示] ウィンドウを閉じます。 

4. 1 つ目のフィールドを [投稿.ID] を選択します。 

 
  



5. 同様の手順で、次のフィールドを追加します。 

 カテゴリー.カテゴリー 

 投稿.内容 

 投稿.投稿日 (並べ替え ： 降順) 

 投稿.表示名 

 投稿.レーティング数 

 投稿.返信数 

 

6. [デザイン] タブから [表示] をクリックします。 

 

7. クエリ内容が表示されます。 

 

8. 「全投稿検索クエリ」 と名前を付けます。 

 
 

 

  



4.5 [投稿追加] フォームの作成 

投稿 テーブルに 1 件レコードを追加するためのフォームを作成します。次のような内容を作成します。 

 

 

4.5.1 フォームの画面デザイン 

1. すべての Access オブジェクト 一覧から [投稿] テーブルを選択し、[作成] タブの [フォーム] をクリックし
ます。 

 

2. 投稿 テーブルのフォームが作成されます。 
デザインを変更するため、[配置] タブの [上に行を挿入] をクリックし、次図のように ID 列の上に行を何
行か追加します。 

 
  



3. 次のラベルやコントロールをドラッグ アンド ドロップして、次図のように配置します。 

 カテゴリーID のラベルと カテゴリー コントロール 

 内容 ラベルと 内容 コントロール 
内容を入力するためのテキスト ボックスは高さを広げます。 

 匿名 ラベルと 匿名 コントロール 

 

4. その他のコントロールやラベルは、削除します。 

 

5. ヘッダー部分も削除します。 

 
  



6. [書式] タブ内のメニューを利用して、各ラベルやコントロールのフォント サイズやフォントの種類を任意に設定
します。 

また各ラベルの内容を次図のように編集します。 

 

7. [デザイン] タブから [ボタン] コントロールをフォーム下部に配置します。 

 

8. [デザイン] タブの [プロパティ シート] をクリックして、左側にウィンドウを表示します。 

プロパティ シートで、次の設定を行います。 

 [名前] ： cmdInsert 

 [表題] ： 投稿 

 
  



9. [デザイン] タブの [テーマ] を任意の内容に変更します。 
ボタンの色合いがテーマに沿って、変更されます。 

 

10. プロパティ シートで、[フォーム] を選択し、[書式] タブ内で次の設定を行います。 

 移動ボタン : いいえ 

 スクロールバー : なし 

 

11. フォームに 「投稿追加」 と名前を付けます。 
 

 

 

  



4.5.2 投稿ボタン クリック時のマクロ作成 

1. [投稿] ボタンを選択し、プロパティ シートで、[イベント] タブの [クリック時] にある […] をクリックします。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 
[If] を挿入します。 

 

3. If 文の条件式を次のように指定します。 
IsNull([内容])=False And Len([内容])>1 

 

内容 テキスト ボックスが空ではない場合と条件を指定しました。 

4. If 文の内容として、[データマクロの実行] アクションを挿入し、マクロ名は [投稿.AddPost] を指定しま
す。 

 

5. 投稿.AddPost を実行する際のパラメーターを次のように指定します。 



 paramCategoryID ： [カテゴリーID] 

 paramPost ： [内容] 

 paramUser ： CurrentWebUser(2) 

 paramNoName : [匿名] 

 

6. データマクロの実行 アクションの下に、新しいアクションを追加します。 
投稿後、メッセージ ボックスを表示するための内容を追加します。 
[一時変数の設定] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 名前 ： Message 

 式 ： "ID : " & [ReturnVars]![PostID] & " を投稿しました。” 

 

投稿.AddPost マクロ実行時の戻り値を使って、表示するメッセ―ジ内容を作成しました。 
 

  



7. 一時変数の設定 アクションの下に、[メッセージボックス] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 メッセージ ： =[TempVars]![Message] 

 

一時変数として作成した Message の内容を表示するように設定しました。 

8. 投稿後、入力フォーム内の内容を空白に戻すための内容を追加します。 
メッセージボックス アクションの下に、[プロパティの設定] アクションを 2 つ挿入します。 
それぞれ次のように設定します。 

 コントロール名 ： カテゴリーID 

 プロパティ ： 値 

 値 : 1 
 

 コントロール名 : 内容 

 プロパティ : 値 

 値 :  

 

9. [上書き保存] をクリックし、閉じます。  



4.6 [投稿検索] フォームの作成 

投稿内容を検索するためのフォームを作成します。次のような内容を作成します。 

 

 

4.6.1 フォームの画面デザイン 

1. すべての Access オブジェクト 一覧から [全投稿検索クエリ] クエリを選択し、[作成] タブの [複数の項
目] をクリックします。 

 
  



2. クエリ結果が表示されるフォームが作成されます。 
デザインを変更するため、[配置] タブの [上に行を挿入] をクリックし、次図のように 各データ行の上に行を
何行か追加します。 

 

3. ラベルやコントロールをドラッグ アンド ドロップして、次図のように配置します。 
(上部にある幅を広げたテキスト ボックスは、[内容] です)。 
必要に応じて、セルの結合や分割は任意に行ってください。 

 

4. フォント サイズやフォントの種類等を任意に設定します。 
また必要ない内容は削除します。 

 
  



5. すべてのテキストボックス コントロールに対して、プロパティ シートで、次の設定を行います。 

 境界線スタイル ： 透明 

 編集ロック ： はい 

 

投稿内容を表示するためのフォームとして利用するため、編集はこのフォームでは行えないようにします。 
 

6. フォーム内の [内容] テキストボックスの右に [デザイン] タブから [ボタン] を挿入します。 

7. 配置したボタンを選択し、プロパティ シートで次の設定を行います。 

 名前 ： cmdRateUp 

 ピクチャ ： あらかじめ用意した画像を指定 

 標題 ： RateUp  (画像を使わない場合) 

 

8. ボタンの下に テキストボックス を配置し、プロパティ シートで次の設定を行います。 

 名前 : Rating 

 コントロールソース : レーティング数 

 

9. フォームのヘッダー箇所に、次図のようにテキストボックスとボタン 2 つを配置します。 

  



10. プロパティシートで、配置したコントロールにそれぞれ次の設定を行います。 
 

コントロール 名前 その他 

テキストボックス txtSearch 既定値 : = ”検索...” 

ボタン (左) cmdSearch ピクチャ ： 用意した画像を指定 
もしくは 標題 ： 検索 

ボタン (右) cmdClear 標題 ： フィルタークリア 

 

11. プロパティシートで、[フォーム] を選択し、次のプロパティ設定を行います。 

 移動ボタン ： いいえ 

 スクロールバー ： 垂直のみ 

 

12. フォームに 「投稿検索」 と名前を付けます。 

  



4.6.2 検索 ボタン クリック時のマクロ作成 

1. cmdSearch ボタンを選択し、プロパティ シートで、[イベント] タブの [クリック時] にある […] をクリックし
ます。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 

3. [If] を挿入し、If 文の条件式として次の内容を指定します。 
[txtSearch]="検索..." 

 

4. If 文内に [フィルターの設定] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 Where 条件式 : [内容] Like “*” 

 

検索キーワードが入力されていない場合は、投稿内容を全レコード表示するようにフィルター設定を行いました。 
 

  



5. [Else の追加] をクリックします。 

6. Else 内に [一時変数の設定] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 名前 ： tempSearch 

 式 ： [txtSearch] 

 

7. 一時変数の設定 アクションの下に、[フィルターの設定] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 Where 条件式 ： [内容] Like "*" & [TempVars]![tempSearch] & "*" 

 

検索キーワードが入力された場合は、そのキーワードで検索結果を表示するようフィルター設定を行いました。 
 

8. マクロ内容は次図のようになります。 

 

9. [上書き保存] をクリックし、閉じます。  



4.6.3 フィルタークリア ボタン クリック時のマクロ作成 

1. cmdClear ボタンを選択し、プロパティ シートで、[イベント] タブの [クリック時] にある […] をクリックしま
す。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 

3. [フィルターの設定] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 Where 条件式 ： [内容] Like "*" 

 

フィルター内容をクリアするための設定を行いました。 
 

4. フィルターの設定 アクションの下に、[プロパティの設定] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 コントロール名 ： txtSearch 

 プロパティ ： 値 

 値 ： 検索... 

 

検索キーワードのテキストボックスに既定値をセットするための設定を行いました。 
 

5. [上書き保存] をクリックし、閉じます。 
 

  



4.6.4 RateUp ボタン クリック時のマクロ作成 

1. cmdRateUp ボタンを選択し、プロパティ シートで、[イベント] タブの [クリック時] にある […] をクリック
します。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 

3. [If] を挿入し、If 文の条件式として次の内容を指定します。 
IsNull([ID])=False 

 

4. If 文内に [データマクロの実行] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 マクロ名 ： レーティング.RateUp 

 paramPostID : [ID] 

 

cmdRateup ボタン クリック時に、レーティングを 1 つ上げるための設定を行いました。 
 

  



5. データマクロの実行 アクションの下に、[再クエリ] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 コントロール名 : Rating 

 

レーティングが行われたあと、レーティング数を表示するテキスト ボックス内容を更新するための設定を行いました。 
 

6. [上書き保存] をクリックし、閉じます。 
 

  



4.7 [返信一覧] フォームの作成 

投稿に対してつけられた返信内容を一覧するためのフォームを作成します。次のようなレポートを作成します。 

 

 

1. すべての Access オブジェクト 一覧から [返信] テーブルを選択し、[作成] タブの [複数の項目] をクリ
ックします。 

2. 返信 テーブルの内容を表示するためのフォームが作成されます。 

 

3. 必要ないデザイン部分をすべて削除します。 
フォーム内には、図のように 返信日 と 返信内容 を表示するテキスト ボックスのみが表示されるようにしま
す。 

 

4. フォントサイズやフォントの種類を任意に設定します。 

5. すべてのコントロール (返信日 テキストボックスと返信内容 テキストボックス) にプロパティ シートで次の設
定を行います。 

 境界線スタイル : 透明 

 編集ロック : はい 

 
  



6. プロパティシートで、[フォーム] を選択し、次のプロパティ設定を行います。 

 移動ボタン ： いいえ 

 スクロールバー ： 垂直のみ 

 

7. 「返信一覧」 とフォーム名を付けて保存します。 
 

  



4.8 [投稿表示] フォームの作成 

投稿内容を、返信内容とともに表示するためのフォームを作成します。次のような内容を作成します。 

 

 

4.8.1 フォームの画面デザイン 

1. すべての Access オブジェクト 一覧から [全投稿検索クエリ] クエリを選択し、[作成] タブの [フォーム] 
をクリックします。 

 
  



2. フォームが作成されます。 
デザインを変更するため、[配置] タブの [上に行を挿入] をクリックし、次図のように ID 列の上に行を何
行か追加します。 

 

3. ラベルやコントロールをドラッグ アンド ドロップして、次図のように配置します。 
必要に応じて、セルの結合や分割を行います。また必要ない内容は削除します。 
(一番下のテキストボックスは 内容 テキスト ボックスです。) 

 

4. [デザイン] タブから ボタンを次図のように、ID の右側に配置します。 
必要に応じて、列の追加を行います。 

 
  



5. 配置したボタンを選択し、プロパティ シートで次の設定を行います。 

 名前 ： cmdRateUp 

 ピクチャ ： あらかじめ用意した画像を指定 

 標題 ： RateUp  (画像を使わない場合) 

 

6. ボタンの下に テキストボックス を配置配置し、プロパティ シートで次の設定を行います。 

 名前 : Rating 

 コントロールソース : レーティング数 

 

7. 各ラベル、各コントロールに対して、任意のフォント サイズ、フォント種類を設定します。 

 
  



8. 表示名 ラベルを 投稿者 と変更します。 

 

9. 全テキスト ボックスに対して、プロパティ シートで次の設定を行います。 

 編集ロック ： はい 

10. 内容 テキスト ボックス以外の、全テキスト ボックスに対して、プロパティ シートで次の設定を行います。 

 境界線スタイル ： 透明 

 

11. 画面下に、[デザイン] タブから [サブフォーム/サブレポート] を挿入します。 
必要に応じて、行や列の追加、分割を行います。 

12. 挿入した サブフォーム/サブレポートにプロパティ シートで、次の設定を行います。 

 名前 : ResAll 

 ソースオブジェクト : 返信一覧 

 リンク親フィールド : ID 

 リンク子フィールド : 投稿 ID 

  



13. [デザイン] タブから、図のように画面下部にテキスト ボックスとボタンを配置します。 

 

14. プロパティ シートで配置したコントロールに次の設定を行います。 
 

コントロール 名前 その他 

テキストボックス txtRes  

ボタン  cmdResAdd 標題 ： 返信追加 

15. ヘッダー内容を任意に編集します。 

16. プロパティシートで、[フォーム] を選択し、次のプロパティ設定を行います。 

 移動ボタン ： いいえ 

 スクロールバー ： なし 

17. フォームに 「投稿表示」 と名前を付けます。  



4.8.2 RateUp ボタン クリック時のマクロ作成 

1. cmdRateUp ボタンを選択し、プロパティ シートで、[イベント] タブの [クリック時] にある […] をクリック
します。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 

3. [If] を挿入し、If 文の条件式として次の内容を指定します。 
IsNull([ID])=False 

 

4. If 文内に [データマクロの実行] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 マクロ名 ： レーティング.RateUp 

 paramPostID : [ID] 

 

cmdRateup ボタン クリック時に、レーティングを 1 つ上げるための設定を行いました。 
 

  



5. データマクロの実行 アクションの下に、[再クエリ] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 コントロール名 : Rating 

 

レーティングが行われたあと、レーティング数を表示するテキスト ボックス内容を更新するための設定を行いました。 
 

6. [上書き保存] をクリックし、閉じます。 
 

  



4.8.3 返信ボタン クリック時のマクロ作成 

1. cmdResAdd ボタンを選択し、プロパティ シートで、[イベント] タブの [クリック時] にある […] をクリック
します。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 

3. [If] を挿入し、If 文の条件式として次の内容を指定します。 
IsNull([txtRes])=False 

 

4. If 文内に [データマクロの実行] アクションを挿入し、次のように設定します。 

 マクロ名 ： 返信.AddRes 

 paramRes : [txtRes] 

 paramPostID : [ID] 

 
  



5. データマクロの実行 アクションの下に、[プロパティの設定] アクションを追加して次の設定を行います。 

 コントロール名 : txtRes 

 プロパティ : 値 

 値 :  

 

返信内容を保存後、テキスト ボックスの内容を空白にするための設定を行いました。 
 

6. プロパティの設定 アクションの下に、[再クエリ] アクションを追加し、次の設定を行います。 

 コントロール名 ： ResAll 

 

返信を追加した後、返信一覧を再クエリするための設定を行いました。 
 

7. [上書き保存] をクリックし、閉じます。 
 

  



4.9 [メイン] フォームの作成 

メイン画面となるフォームを作成します。次のような内容を作成します。 

 

あらかじめ、画面左上に表示するトップ画像を用意しておくものとします。 

 

 

4.9.1 フォームの画面デザイン 

1. [作成] タブから [空白のフォーム] をクリックします。 

 

2. 空白のフォームが作成されます。 
  



3. [デザイン] タブの [イメージの挿入] をクリックし、あらかじめ用意しておいたトップ画像を配置します。 

 

4. [配置] タブから [下に行を追加] や [右に列を追加] を任意にクリックし、フォームのレイアウトを追加しま
す。 

 

5. イメージ画像の右側に、[デザイン] タブから [サブフォーム/サブレポート] を配置します。 
必要に応じて、レイアウトの幅調整や、結合・分割等は任意に行います。 

 
  



6. 配置した サブフォーム/サブレポート について、プロパティ シートで次のように設定します。 

 名前 : AddPostSubForm 

 ソースオブジェクト : 投稿追加 

 境界線スタイル : 透明 

 

7. イメージ画像の下側に、[デザイン] タブから [サブフォーム/サブレポート] を配置します。 
必要に応じて、レイアウトの幅調整や、結合・分割等は任意に行います。 

 
  



8. 配置した サブフォーム/サブレポート について、プロパティ シートで次のように設定します。 

 名前 : SearchSubForm 

 ソースオブジェクト : 投稿検索 

 境界線スタイル : 透明 

 
9. SearchSubForm の右側に、[デザイン] タブから [サブフォーム/サブレポート] を配置します。 

必要に応じて、レイアウトの幅調整や、結合・分割等は任意に行います。 

 
  



10. 配置した サブフォーム/サブレポート について、プロパティ シートで次のように設定します。 

 名前 : ItemSubForm 

 ソースオブジェクト : 投稿表示 

 境界線スタイル : 透明 

 

11. プロパティシートで、[フォーム] を選択し、次のプロパティ設定を行います。 

 移動ボタン ： いいえ 

 スクロールバー ： なし 

12. メイン とフォーム名を付けて保存します。 

  



4.9.2 投稿ボタン クリック時のマクロの編集 

1. 投稿 ボタンを選択し、プロパティ シートで、クリック時の […] をクリックします。 

 

2. 設定されているマクロに内容を追加します。 
If 文の次に、[参照先] アクションを追加し、次の設定を行います。 

 オブジェクトの種類 : フォーム 

 オブジェクト名 : 投稿検索 

 サブフォーム コントロールへのパス : メイン.SearchSubForm 

 Where 条件式 : [内容] Like “*” 

 

新しい投稿が追加されたら、SearchSubForm 内の内容に反映するための設定を行いました。 
 

3. [上書き保存] をクリックし、閉じます。 

  



4.9.3 SearchSubForm と ItemSubForm の参照 マクロ作成 

1. SearchSubForm 内の 内容 テキスト ボックスを選択し、プロパティ シートで、クリック時の […] をクリッ
クします。 

 

2. クリック時のマクロを編集する画面が開きます。 

3. [一時変数の設定] アクションを追加し、次のように設定します。 

 名前 : tempID 

 式 : [ID] 

 
  



4. 一時変数の設定 アクションの下に、[参照先] アクションを追加し、次のように設定します。 

 オブジェクトの種類 : フォーム 

 オブジェクト名 : 投稿表示 

 サブフォーム コントロールへのパス : メイン.ItemSubForm 

 Where 条件式 : [ID] = [TempVars]![tempID] 

 

5. [上書き保存] をクリックし、閉じます。 
 

  



4.10 SharePoint への発行 

作成した Access Web データベースを SharePoint へ発行します。発行を行う前には、デフォルトで開くフォー
ムの設定や、互換性チェックの実行を行います。 
 

 

4.10.1 表示フォームの設定 

1. [ファイル] メニューから [オプション] をクリックします。 

2. [Access のオプション] で、[カレント データベース] を選択します。 
Web 表示フォームを [メイン] に設定します。 
同様に、フォームの表示も [メイン] に設定します。 

 

3. 次のダイアログ ボックス メッセージが表示されるので、[OK] をクリックします。 

 

4. 設定内容を適用させるため、一度 Access 2010 を終了します。 

5. QA.accdb をダブル クリックして開きます。 
 

  



4.10.2 互換性チェックの実行 

1. [ファイル] メニューから [Access Services に発行] をクリックします。 

 

2. SharePoint へ発行する際に、エラーや対応していない内容が含まれていないかどうかをチェックするため、
[互換性チェックの実行] をクリックします。 

 

3. 次のようなダイアログ ボックスが表示された場合、[はい] をクリックします。 

 

4. Web に対応していることが確認できます。 

 

  



4.10.3 SharePoint への発行 

1. [サーバーの URL] に発行先の URL を入力します。 
(入力した URL のサブ サイトとして発行されます) 

またサイト名に 「QA」 と入力し、[Access Service に発行] をクリックします。 

 

2. 発行が終了すると、次のように表示されます。 
ダイアログ ボックス内に発行先の URL が表示されるので、クリックして開きます。 

 
  



発行後、SharePoint サイトを開くと Web 表示フォームとして設定した [メイン] フォームが開きます。 

 

SharePoint サイト上で、新しい投稿の追加や過去の投稿内容検索、レーティング機能、返信機能など、
Access で設定した内容を動作確認します。 

リレーションを持つ複数のテーブルと入力フォーム、またサブフォームやマクロを活用したトップ画面の作成を含む、簡
単なデータベース アプリケーションを作成しました。 
  



5． 最後に 

この自習書では SharePoint Server 2010 の Enterprise 機能のひとつである Access Services につい
て、次の内容を解説しました。 

 1 章 ： Access 2010 と Access Services の概要 

Access Services の概要や Access Services を利用するために必要な設定について 

 2 章 ： データベース テンプレートを活用した連絡先管理 サイトの作成 

Access 2010 に付属する [連絡先管理] データべース テンプレートを利用した、SharePoint  
サイト構築方法について 

 3 章 ： Access 2010 が持つ Web ブラウザー コントロールを活用したサイト作成例 

Access 2010 の機能である Web ブラウザー コントロールの利用方法、活用例について 
Web データベースの編集方法について 

 4 章 ： フォームとマクロを活用した掲示板 サイトの作成 

フォームやマクロを組み合わせたデータベースを利用した SharePoint サイト構築方法について 
 

 

Access におけるデータベース作成というと、リレーションを持つ複数テーブルとそれらのテーブルに、データを入力す
るための単票フォーム、集計結果等を表示するクエリとレポートの作成といった Access 基本機能のみを思い浮かべ
がちです。しかしそのくらいの内容ですと、Access Services を使わなくても、SharePoint が持つ標準機能 (リス
トなど) で同等の内容・機能は作成できます。 

SharePoint 利活用において Access Services が大きくその力を発揮するのは 「マクロをいかに使いこなすか」
だと私は思います。テーブルや各フォームにマクロを組み込むことで、例として作成方法を解説したような、タブで複数
内容を切り替えて表示するページの作成や、複数テーブルに対して関連データを 1 括で登録する、といった、
SharePoint が標準で持つ機能 (リストやライブラリ) のみではなかなか実現が難しいサイト内容も .NET 開発を
行うようなレベルではなく、クライアント アプリケーションである Access の操作レベルで作成可能となります。 
  



また Access で作成した Web データベースを SharePoint へ発行すると、1 サイトが作成されます。テーブ
ルはリストとなり、フォームやレポートも Web ページとしてサイト内で利用できるようになることはすでに解説させていた
だいた内容です。 

データが格納されるテーブルがリストになるということは、SharePoint が標準で持つ [Excel エクスポート] 機能
ももちろんご利用いただけます。SharePoint サイトとして展開した Web データベースに蓄積されたデータは、もち
ろん Access のレポートを作成することで集計結果等の表示も行えますが、各ユーザーが自由に印刷形式を作成
したり、データ集計結果のレポートを作成する際には、Excel にエクスポートする機能が便利です。またさらに Excel 
エクスポートを利用して作成した集計結果レポートは、同じく Enterprise 機能である Excel Services を利用
することで、ポータル上に Web パーツにより表示が行えます。 

 

SharePoint Server 2010 の Enterprise 機能は今回ご紹介した Access Services だけではなく、他に
もさまざまな機能があり、Enterprise 機能といえば Excel Services や InfoPath Forms Services がフォー
カスされることが比較的多いですが、Access Services も大きなポテンシャルを持つ機能です。この自習書が機能
評価、検証等のお役にたてば幸いです。 
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