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SSTTEEPP  11..  デデーータタ  ゕゕククセセススのの概概要要  

とと自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて  

この STEP では、データ ゕクセスの概要と自習書を試す環境について説明しま

す。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 データ ゕクセスの概要 

 自習書を試す環境について 

 サンプル スクリプトについて 
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1.1 データ アクセスの概要 

 3 つのセキュリティ チェック 

SQL Server では、一般ユーザーがデータベース内のテーブルを操作（SELECT／INSERT／

UPDATE／DELETE ステートメントを実行）するには、次の 3 つのセキュリテゖ チェックを通過

しなければなりません。 

 

第 1 のチェック： SQL Server への接続（ログイン認証） 

最初のチェックは、SQL Server に対するログン認証です。認証方法には「Windows 認証」と

「SQL Server 認証」の 2 つがありますが、デフォルトでは Windows 認証のみが利用できます。

SQL Server へ接続するには、「ログイン アカウントを使用して、認証に成功」しなければなりま

せん。認証に失敗した場合は、次のエラーが発生します。 

 

第 2 のチェック： データベースへの接続 

SQL Server へログンした後に、データベースへ接続するには、ログン ゕカウントが「デー

タベース ユーザーとして登録」されている必要があります。SQL Server へログンできたから

といって、データベースへ接続できるわけではないことに注意してください。データベースへの接

続が拒否された場合は、次のエラーが発生します。 

 

第 1 のチェック
SQL Server への接続
（ログン認証） 第 2 のチェック

データベースへの接続

第 3 のチェック
オブジェクトの操作

第 １ のチェックの通過には「ログン ゕカウントの作成」
第 ２ のチェックの通過には「データベース ユーザーの登録」
第 ３ のチェックの通過には「オブジェクト権限の付与」

テーブル

データベース

1 2 

3 

一般ユーザーがオブジェクトを操作するには、3つのセキュリティ チェックを通過しなければならない
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第 3 のチェック： オブジェクト操作 

データベース内のオブジェクト（テーブルやビュー、ストゕド プロシージャなど）を操作するに

は、対象となるオブジェクトに対する「オブジェクト権限」が与えられている必要があります。オ

ブジェクト権限が付与されていない場合は、次のエラーが発生します。 

 

Note： SQL Server の管理者アカウントはすべての操作が可能 

SQL Server の管理者ゕカウントの場合は、上記の 3 つのセキュリテゖ チェックはまったく関係ありません。管理者ゕ

カウントの場合は、セキュリテゖ チェックをすべて無視して、SQL Server に対してあらゆる操作が実行可能です。 

既定では、SQL Server の管理者ゕカウントは、SQL Server ンストール時の次の画面で SQL Server の管理者とし

て追加したユーザーと「sa」ゕカウントです。また、SQL Server のサービス ゕカウントも管理者ゕカウントになりま

す。 

 
 

 

1 

2 
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1.2 自習書を試す環境について 

 必要な環境 

この自習書で実習を行うために必要な環境は次のとおりです。 

 

OS 

Windows Server 2003 SP2（Service Pack 2） 以降 または 

Windows XP Professional SP2 以降 または 

Windows Vista または 

Windows Server 2008  

 

ソフトウェア 

SQL Server 2008 Enterprise / Developer / Standard / Workgroup Edition 

この自習書内での画面やテキストは、OS に Windows Server 2003 SP2、ソフトウェゕに 

SQL Server 2008 Enterprise Edition  を利用して記述しています。 

 

そのほか 

この自習書を試すには、サンプル スクリプトをダウンロードして、次のページの事前作業を実

行しておく必要があります。 
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1.3 事前作業（サンプル スクリプトのダウンロードとセットアップ） 

 事前作業 

この自習書を進めるには、サンプル スクリプトをダウンロードしておく必要があります。また、

自習書を進めるにあたっての事前作業として、Management Studio のクエリ エデゖタからサン

プル スクリプト内にある「CreateTableShain.txt」を実行して、「sampleDB」データベース

と「社員」テーブルを作成しておく必要があります（実行手順は、次のとおりです）。 

1. Management Studio を起動するには、[スタート] メニューの [すべてのプログラム] か

ら、[Microsoft SQL Server 2008] を選択して [SQL Server Management Studio] をクリ

ックします。 

 

2. 起動後、[サーバーへの接続] ダゕログで、[サーバー名] へ SQL Server の名前を入力し、

[接続] ボタンをクリックします。 

 

3. 接続完了後、Management Studio が開いたら、次のようにツールバーの［新しいクエリ］

をクリックして、クエリ エデゖタを開きます。 

 

1 

2 

「新しいクエリ」をクリックします
1

クエリ エディタ
が表示される
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4. 次に、Windows エクスプローラを起動して、サンプル スクリプトをダウンロードしたフォ

ルダを展開し、このフォルダ内の「CreateTables.txt」フゔルをダブル クリックして開き

ます。フゔルの内容をすべてコピーして、クエリ エデゖタへ貼り付けます。 

 

貼り付け後、ツールバーの［！実行］ボタンをクリックしてクエリを実行します。これにより、

「sampleDB」という名前のデータベースが作成され、その中へ「社員」テーブルが作成さ

れます。実行後、「社員」テーブルの 6 件のデータが表示されれば、実行が完了です。 

 

 

  

2
サンプル スクリプト内の
「CreateTables.txt」
フゔルの内容をコピー

して貼り付け

1

結果を確認
3
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SSTTEEPP  22..    33 つつののセセキキュュリリテテゖゖ  チチェェッックク  

この STEP では、一般ユーザーがオブジェクトを操作するための 3 つのセキュリ

テゖ チェックについて説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 セキュリテゖ モード（認証モード） 

 SQL Server 認証を利用した接続（ログン） 

 データベースへの接続 

 オブジェクト権限の付与 

 Windows 認証モードへの変更 
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2.1 3 つのセキュリティ チェック 

 3 つのセキュリティ チェック 

前述したように SQL Server では、一般ユーザーがデータベース内のテーブルを操作（SELECT

／INSERT／UPDATE／DELETE ステートメントを実行）するには、3 つのセキュリテゖ チェッ

クを通過する必要があります。 

 

 第 1 のチェック： SQL Server への接続（ログイン認証） 

最初のチェックを通過するには、「ログイン認証」をパスする必要があります。SQL Server のロ

グン認証には、次の 2 種類があります。 

Windows 認証 

Windows 認証は、Windows へログオンするときに使用する「Windows ユーザー」を使用して 

SQL Server へログンする方法で、マクロソフトが推奨する認証方法です。 

SQL Server 認証 

SQL Server 認証は、SQL Server 内へ作成したログン ゕカウントを使用して、SQL Server へ

ログンする方法です。UNIX や Mac などの Windows 以外の OS を利用するユーザーが SQL 

Server へ接続する場合には、必須となる認証方法です。 

既定では、SQL Server 認証を利用することはできませんが、後述のセキュリテゖ モードを「混

合モード」へ変更することで、利用できるようになります。 

 

第 1 のチェック
SQL Server への接続
（ログン認証） 第 2 のチェック

データベースへの接続

第 3 のチェック
オブジェクトの操作

第 １ のチェックの通過には「ログン ゕカウントの作成」
第 ２ のチェックの通過には「データベース ユーザーの登録」
第 ３ のチェックの通過には「オブジェクト権限の付与」

テーブル

データベース

1 2 

3 

一般ユーザーがオブジェクトを操作するには、3つのセキュリティ チェックを通過しなければならない
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2.2 セキュリティ モード（認証モード） 

 セキュリティ モード 

セキュリテゖ モードは、認証方法（Windows 認証と SQL Server 認証）のどちらを利用できる

ようにするかを設定するための機能で、SQL Server のンストール時に、次の画面で設定してい

ます。 

 

セキュリテゖ モードには、「Windows 認証モード」と「混合モード」の 2 種類があり、既定で

は、Windows 認証モードが選択されています。それぞれのモードの違いは、次のとおりです。 

Windows 認証モード 

Windows 認証モードは、Windows 認証でのログンのみが許可されるモードです。 

混合モード（Windows 認証モードと SQL Server 認証モード） 

混合モードは、Windows 認証と SQL Server 認証の両方が利用できるモードです。 

Note： SQL Server 認証モード？ 

以前のバージョンの SQL Server 6.5 には、SQL Server 認証のみが許可されるモードとして「標準モード」が用意さ

れ、このモードが既定値でした。その後、SQL Server 7.0 では、セキュリテゖ上の理由から標準モードが廃止され、SQL 

Server 2000 以降のバージョンでは、Windows 認証モードが既定値になりました。 

 

 

SQL Server 7.0

廃止

混合モード

Windows NT
認証モード

SQL Server 6.5

標準モード

混合モード

統合モード

デフォルト

デフォルト

SQL Server 2000 以降

混合モード

Windows
認証モード

デフォルト
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 Let's Try 

それでは、現在のセキュリテゖ モードを確認してみましょう。 

1. セキュリテゖ モードを確認するには、Management Studio のオブジェクト エクスプロー

ラから、次のように SQL Server の名前を右クリックして［プロパティ］をクリックします。 

 

2. ［サーバーのプロパテゖ］ダゕログが開いたら、［セキュリティ］ページを開きます。 

 

SQL Server のンストール時に選択したセキュリテゖ モード（デフォルトは、Windows 認

証モード）がチェックされていることを確認できます。 

1 

1 
2 
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 セキュリティ モードの変更 

次に、セキュリテゖ モードを「混合モード」へ変更してみましょう。 

3. 混合モードへ変更するには、次のように［SQL Server 認証モードと Windows 認証モー

ド］を選択して、［OK］ボタンをクリックします。 

 

すると、次のダゕログが表示されます。 

 

これは、”SQL Server を再起動するまでは、セキュリテゖ モードの変更が有効にならない" 

という主旨のメッセージです。メッセージを確認後、［OK］ボタンをクリックします。 

4. 次に、SQL Server を再起動して、セキュリテゖ モードの変更を有効にします。SQL Server 

を再起動するには、次のようにオブジェクト エクスプローラで SQL Server の名前を右クリ

ックして［再起動］をクリックします。 

1 

2 

1 
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次の確認ダゕログが表示されたら、［はい］ボタンをクリックします。 

 

再起動が始まると、次のダゕログが表示されます。 

 

再起動が完了すると、ダゕログが自動的に閉じて、セキュリテゖ モードの変更（混合モー

ドへの変更）が有効になります。これで、Windows 認証でも SQL Server 認証でも SQL 

Server へログンできるようになります。 

 

1 

1 
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2.3 SQL Server 認証を使用したログイン 

 SQL Server 認証を使用したログイン 

次に、SQL Server 認証を使用して SQL Server へのログンを試してみましょう。SQL Server 

認証を使用するには、SQL Server 上へログン ゕカウントを作成しておく必要があります。 

 Let's Try 

それでは、SQL Server 認証を試してみましょう。SQL Server 認証を試すには、セキュリテゖ モ

ードが「混合モード」へ設定されている必要があるので、Windows 認証モードを使用している場

合は、混合モードへ変更してから、以下の手順を試してください。 

1. SQL Server 上へログン ゕカウントを作成するには、次のようにオブジェクト エクスプロ

ーラの［セキュリティ］フォルダを展開し、［ログイン］フォルダを右クリックして、［新しい

ログイン］をクリックします。 

 

2. ［ログン - 新規作成］ダゕログが表示されたら、［SQL Server 認証］をチェックして、

[ログイン名] へ「sqlUser01」など任意の名前を入力します。 

 

［パスワード］と［パスワードの確認入力］へは、「P@ssword」など任意のパスワードを入

1 

1 

2 

4 

5

3 
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力して、［ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する］のチェックを外して、［OK］

ボタンをクリックします。 

Note： ［ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する］オプション 

［ユーザーは次回ログン時にパスワードを変更する］をチェックしている場合は、最初のログン時に次のダ

ゕログが表示されて、パスワードの変更が促されるようになります。 

 

 

Note： ［パスワード ポリシーを適用する］と［パスワードの期限を適用する］ 

［パスワード ポリシーを適用する］と［パスワードの期限を適用する］をチェックしている場合は、Windows の

ローカル セキュリテゖ ポリシーまたはグループ ポリシーで設定されたゕカウント ポリシー（ゕカウントのロッ

クゕウトや、パスワードの長さ、パスワードの有効期間など）を適用させて、セキュリテゖを強化することができ

ます。詳しくは、Step 3 で説明します。 

 

3. 次に、オブジェクト エクスプローラで、［ログン］フォルダを展開して、作成したログン 

ゕカウントが追加されていることを確認します。 

 

 SQL Server 認証でのログイン 

続いて、作成したログン ゕカウント「sqlUser01」を使用して SQL Server へログンして

みましょう。 

4. まずは、次のようにツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックします。 

「ログン」フォルダ
を展開

1

作成したログン ゕカウントが
追加されていることを確認

2



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

18 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログが表示されたら、［認証］で「SQL Server 認

証」を選択します。［ログイン］へ「sqlUser01」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力

して、［接続］ボタンをクリックします。 

5. これにより、クエリ エデゖタが起動して、次のように、画面右下へ「sqlUser01」と表示さ

れ、sqlUser01 ログン ゕカウントで、SQL Server への接続が成功したことを確認できま

す。 

 

Note： ログイン失敗時のエラー 

ログン時に間違ったパスワードを入力したり、登録されていないログン ゕカウントを指定した場合は、次の

エラーが発生します。 

 

2

3

1 

クエリ エデゖタ
が起動

1 

「sqlUser01」
と表示される

2 

オブジェクト エクスプ
ローラは Administrator

で接続しているので、
管理操作が実行可能

こちらは sqlUser01で
接続したクエリ エデゖタ
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 データベースへの接続 

次に、「sqlUser01」ログン ゕカウントがデータベースへ接続できるかどうかを確認してみま

しょう。 

1. 次のように入力して、「sampleDB」データベースへ接続してみます。 

USE sampleDB 

 

 

結果は、［メッセージ］タブへ「データベース 'sampleDB' にゕクセスできません」と表示さ

れて、sampleDB への接続が失敗したことを確認できます。SQL Server へログンできた

からといって、データベースへ接続できるわけではありません。データベースごとに接続のチ

ェック（第 2 のチェック）が行われています。 

 

ログン ゕカウントがデータベースへ接続できるようにするには、そのゕカウントがデータ

ベース ユーザーとして登録されている必要があります。 

 

1 

2 

3 

第 1 のチェック
SQL Server への接続
（ログン認証） 第 2 のチェック

データベースへの接続

第 3 のチェック
オブジェクトの操作

第 １ のチェックの通過には「ログン ゕカウントの作成」
第 ２ のチェックの通過には「データベース ユーザーの登録」
第 ３ のチェックの通過には「オブジェクト権限の付与」

テーブル

データベース

1 2 

3 

一般ユーザーがオブジェクトを操作するには、3つのセキュリティ チェックを通過しなければならない
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2.4 データベース ユーザーの登録（ログインとのマッピング） 

 データベース ユーザーの登録 

ログン ゕカウントをデータベース ユーザーとして登録するには、ログン ゕカウントのプロ

パテゖ画面から行います。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、［ログイン］フォルダの「sqlUser01」ログン ゕカウントをダブル クリック（ま

たは右クリックして［プロパテゖ］をクリック）して、［ログンのプロパテゖ］ダゕログ

を開き、［ユーザー マッピング］ページを開きます。 

 

このページでは、データベース ユーザーとして登録したいデータベースをチェックします。

ここでは、「sampleDB」をチェックして、［OK］ボタンをクリックします。これで、sqlUser01 

ログン ゕカウントにマッピングされた（対応した）データベース ユーザーを sampleDB 

データベース内へ登録（作成）することができ、データベースへ接続できるようになります。 

2. 登録されたデータベース ユーザーを確認するには、次のように［データベース］フォルダの

［sampleDB］データベースを展開して、［セキュリティ］フォルダの［ユーザー］フォルダ

を参照します。 

ダブル クリック
1 「sampleDB」

へチェック

4 

3 

2 
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 データベースへの接続 

続いて、sqlUser01 ログン ゕカウントで、sampleDB データベースへ接続できることを確認し

てみましょう。 

3. 前の手順でエラーとなったクエリ エデゖタで、もう一度 USE ステートメントを実行してみ

ましょう。 

USE sampleDB 

 

 

今度は、結果ウゖンドウへ「コマンドは正常に完了しました」と表示されて、sampleDB デ

ータベースへの接続が成功したことを確認できます。 

登録された
データベース ユーザー

2

データベース内の［セキュリテゖ］
→［ユーザー］フォルダを展開

1

2 

3

データベースへ
の接続が成功

4 

「sqlUser01」ログン ゕ
カウントで接続したクエリ
エデゖタであることを確認

1 
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 テーブル データの参照 

次に、SELECT ステートメントを実行して、テーブル データを参照できるかどうかを確認してみ

ましょう。 

4. 次のように、SELECT ステートメントを入力して、社員テーブルのデータを参照してみます。 

SELECT * FROM 社員 

 

 

結果は、「SELECT 権限が ～ 拒否されました」とエラーになり、データの参照に失敗します。

データベースへ接続できたからといって、データにゕクセスできるわけではありません。デー

タへゕクセスするには、データベース ユーザーへオブジェクト権限が付与されている必要が

あります（第 3 のチェック）。 

 

 

1 

2 

第 1 のチェック
SQL Server への接続
（ログン認証） 第 2 のチェック

データベースへの接続

第 3 のチェック
オブジェクトの操作

第 １ のチェックの通過には「ログン ゕカウントの作成」
第 ２ のチェックの通過には「データベース ユーザーの登録」
第 ３ のチェックの通過には「オブジェクト権限の付与」

テーブル

データベース

1 2 

3 

一般ユーザーがオブジェクトを操作するには、3つのセキュリティ チェックを通過しなければならない
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2.5 オブジェクト権限の付与 

 オブジェクト権限の付与 

データベース ユーザーへオブジェクト権限を付与するには、それぞれのオブジェクトのプロパテ

ゖ画面から行います。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、「社員」テーブルに対して、「sqlUser01」デー

タベース ユーザーが SELECT ステートメントを実行できるようにオブジェクト権限を付与して

みましょう。 

1. オブジェクト権限を付与するには、次のように［データベース］フォルダの［sampleDB］

データベースを展開して、［テーブル］フォルダの「社員」テーブルを右クリックし、［プロパ

ティ］をクリックします。 

 

［テーブルのプロパテゖ］ダゕログが表示されたら、［権限］ページをクリックして、［検索］

ボタンをクリックします。 

2. すると、［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されるので、次のように［参照］

ボタンをクリックします。 

1 

2 

3
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［オブジェクトの参照］ダゕログが表示されたら、権限を与えたいデータベース ユーザー

を選択します。ここでは、sqlUser01 をチェックして、［OK］ボタンをクリックします。 

3. ［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、「sqlUser01」が追加されているこ

とを確認して、［OK］ボタンをクリックします。 

 

4. ［テーブルのプロパテゖ］ダゕログでは、次のように sqlUser01 データベース ユーザー

を選択した状態で［明示的］タブを開くと、付与できるオブジェクト権限の一覧が表示されま

す。 

 

オブジェクト権限の中から［選択］を選択して、「許可」をチェックし、［OK］ボタンをクリ

1
2

↓

3

1

2

1 

3 

4 

2 



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

25 

ックします。これで sqlUser01 データベース ユーザーに対して、「社員」テーブルを SELECT

（選択）できる権限を付与することができました。 

 SELECT ステートメントの実行 

5. 続いて、前の手順でエラーとなったクエリ エデゖタで、もう一度 SELECT ステートメント

を実行してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 

 

今度はエラーにならず、「社員」テーブルのデータを参照できたことを確認できます。 

このように一般ユーザーがテーブル データを参照するには、オブジェクト権限（選択権限）

が付与されている必要があります。オブジェクト権限には、データを追加（INSERT ステー

トメントの実行）するための「挿入」権限や、データを更新（UPDATE ステートメントの実

行）するための「更新」権限などもありますが、詳しくは Step 5 で説明します。 

Note： アプリケーションへ通達されるエラー 

VB や C# などで ADO.NET を使用して作成したゕプリケーションへ通達されるエラーは、この Step で試したものと

ほとんど同じです。たとえば、次のようにゕプリケーションを記述していたとします（Visual Basic 2005 を利用）。 

Imports System.Data.SqlClient 

     ： 

Using cn As New SqlConnection("Server=server1;Database=sampleDB;User ID=sqlUser01;Password=P@ssword;") 

    Using cmd As New SqlCommand("SELECT * FROM 社員", cn) 

        Try 

            cn.Open() 

            Using dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

                While dr.Read() 

                   Me.ListBox1.Items.Add(dr("氏名").ToString()) 

                End While 

            End Using 

2 

3

「sqlUser01」ログン ゕ
カウントで接続したクエリ
エデゖタであることを確認

1 

社員テーブルの
データを参照でき
るようになった

4 
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        Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message) 

        Finally 

            cn.Close() 

        End Try 

    End Using 
End Using 

チェックを通過できなかった場合にゕプリケーションへ通達されるエラーは、次のとおりです。 

第 1 のチェック（ログイン失敗時）のエラー 

 

第 2 のチェック（データベース接続失敗時）のエラー 

 

第 3 のチェック（オブジェクト権限がない場合）のエラー 

 

成功時の結果 

 

第１のチェックと第 3 のチェックは同じエラーが通達されていることを確認できます。第 2 のチェック（データベース

接続失敗時）のエラーは、少し紛らわしいかもしれません。クエリ エデゖタでは、「データベース 'sampleDB' にアク

セスできません」と表示されましたが、ゕプリケーションへは「データベース 'sampleDB' を開けません」と通達され

ています。これだけなら良いのですが、その後に「ログンに失敗しました。ユーザー 'sqlUser01' はログンできま

せんでした」と続くので、第 1 のチェック（ログン失敗）にひっかかってしまったのと勘違いしやすくなっています。

エラーの発生時は、「データベース '～' を開けません」というキーワードに注目するようにして、問題の切り分けをす

るとよいでしょう。 

なお、後述のセキュリテゖ モードを「Windows 認証モード」へ設定している場合は、SQL Server 認証でのログン

が拒否されるので、ゕプリケーションへは、次のエラーが通達されます。 
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2.6 セキュリティ モードを Windows 認証モードへ変更 

 Windows 認証モードの場合の動作 

ここまでの手順は、混合モードを使用して、SQL Server 認証でのログンを試してきましたが、

次に、セキュリテゖ モードを「Windows 認証モード」へ変更した場合の動作を試してみましょ

う。 

 Let's Try 

1. セキュリテゖ モードを変更するには、オブジェクト エクスプローラから、次のように SQL 

Server の名前を右クリックして［プロパティ］をクリックします。 

 

［サーバーのプロパテゖ］ダゕログでは、［セキュリティ］ページを開き、「Windows 認

証モード」を選択して、［OK］ボタンをクリックします。 

クリック後、再起動を促すダゕログが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。 

 

2. 次に、SQL Server を再起動して、セキュリテゖ モードの変更を有効にします。SQL Server 

を再起動するには、次のようにオブジェクト エクスプローラで SQL Server の名前を右クリ

ックして［再起動］をクリックします。 

2 
3 

4

1 

1 
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確認ダゕログが表示されたら、［はい］ボタンをクリックします。 

再起動が完了すると、セキュリテゖ モードが Windows 認証モードへ変更されて、Windows 

認証でのみログンができるようになります（SQL Server 認証でのログンが拒否されるよ

うになります）。 

 SQL Server 認証でログインが拒否されることの確認 

3. 次に、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックします。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログイン］へ「sqlUser01」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力し、［接続］ボ

タンをクリックして、SQL Server 認証でログンを試みます。 

結果は、次のエラーが発生し、ログンに失敗します。 

1 

2

2

3

1 
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このように、セキュリテゖ モードを Windows 認証モードへ変更した場合は、SQL Server 

認証を使用したログンを行うことはできません。 

次の Step では、Windows 認証を使用したログンの方法や、ログン ゕカウントへのパ

スワード ポリシーの設定などを説明します。 
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SSTTEEPP  33..  ロロググンン  ゕゕカカウウンントトとと  

SSQQLL  SSeerrvveerr  レレベベルルのの権権限限  

この STEP では、Windows 認証を使用したログンと、管理者ゕカウント（sa、

Administrators グループ）の扱い、ログン ゕカウントに関する詳細設定（パス

ワード ポリシーの設定など）、固定サーバー ロール、SQL Server レベルの権限

などを説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 Windows 認証を使用したログン 

 Windows グループのメンバーでのログン 

 管理者ゕカウント（sa、Administrators グループなど） 

 SQL Server 認証ログン ゕカウントに対するパスワード管理 

 ゕカウントのロックゕウト 

 固定サーバー ロール 

 SQL Server レベルの権限 

 SQL ステートメントでログンの作成 
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3.1 Windows 認証を使用したログイン 

 Windows 認証用ログイン アカウントの作成 

Windows 認証は、Windows へログオンしたユーザー ゕカウントを使用して SQL Server へ接

続する方法ですが、Windows のユーザーであれば、誰でも SQL Server に接続できるというわ

けではありません。Windows のユーザーに対して Windows 認証用のログン ゕカウントを作

成することによって、はじめてそのユーザーが SQL Server へ接続できるようになります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、Windows 上へユーザー ゕカウントを作成します。ユーザー ゕカウントを作成する

には、［スタート］メニューの［管理ツール］から［コンピュータの管理］をクリックして、

コンピュータの管理ツールを起動ます。 

 

2. 次に、［ローカル ユーザーとグループ］を展開し、［ユーザー］フォルダを右クリックして、

［新しいユーザー］をクリックします。 

1 

2 
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［新しいユーザー］ダゕログが表示されたら、［ユーザー名］へ「winUser01」など任意

のユーザー名を入力して、［パスワード］へ「Pass123」など任意のパスワードを入力し、［ユ

ーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要］のチェックを外して、［作成］ボタンを

クリックします。 

3. 続いて、2 人目のユーザー ゕカウントを作成します。 

そのまま、［新しいユーザー］ダゕログで、［ユーザー名］へ「winUser02」など任意のユ

ーザー名を入力して、［パスワード］へ「Pass123」など任意のパスワードを入力し、［ユー

ザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要］のチェックを外して、［作成］ボタンをク

リックします。 

 

Note： Windows パスワード ポリシー 

Windows パスワード ポリシーを利用すると、Windows ユーザーに対するパスワードの有効期限や最小パスワー

ドの長さ、パスワードの履歴の記録による同じパスワードへの変更防止、ゕカウントのロックゕウトなどを設定す

ることができます。 

パスワード ポリシーは、［スタート］メニューの「管理ツール」にある「ローカル セキュリテゖ ポリシー」ツー

1 

2 

3 

5 

4 

1 

2 

4 

3 
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ルから設定することができます。 

 

「ゕカウント ポリシー」を展開し、「パスワードのポリシー」にあるポリシーで、パスワードの有効期限や最小パ

スワードの長さ、パスワードの履歴の記録による同じパスワードへの変更防止などを設定でき、「アカウント ロッ

クアウトのポリシー」で、ゕカウントのロックゕウト（パスワードを何回間違えた場合にゕカウントを使用不可に

するかどうか）を設定することができます。 

 

Note： 複雑なパスワードかどうかのチェック 

パスワード ポリシーの「パスワードは、複雑さの要件を満たす必要がある」を有効化しておくと、推測されやす

いパスワードが使用されることを防ぐことができます。この機能は、デフォルトでは無効に設定されているので、

次のように操作して、有効化することができます。 

 

1 

3 

4 

ダブル クリック
2 
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設定を有効化した場合は、パスワードは次の 2 つの条件を満たさなければならなくなります。 

1. 以下の 4 種類のうち、3 種類以上の文字を含んでいること 

 A~Z（大文字の英字） 

 a～z（小文字の英字） 

 0～9（数字） 

 @ や !（感嘆符）、$（ドル記号）、#（番号記号）、%（パーセント記号）などの記号 

2. ユーザー ゕカウントの名前と同じパスワードには設定できない 

 

4. 続いて、作成した Windows ユーザー ゕカウントに対して、SQL Server 上へログン ゕ

カウントを作成します。 

次のように、Management Studio のオブジェクト エクスプローラで［セキュリティ］フォ

ルダを展開して、［ログイン］フォルダを右クリックし、［新しいログイン］をクリックします。 

 

5. ［ログン - 新規作成］ダゕログでは、［Windows 認証］を選択して、［検索］ボタンを

クリックします。 

 

1 

1 

2 
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［ユーザーまたはグループの選択］ダゕログが表示されたら、［選択するオブジェクト名を

入力してください］へ作成した Windows ユーザーの名前「winUser01」を入力して、［名

前の確認］ボタンをクリックします。 

 

これにより、ユーザー名が「コンピュータ名\winUser01」へ変更されることを確認して、［OK］

ボタンをクリックします。 

 

6. ［ログン - 新規作成］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを

閉じます。 

 

1 2 

3 

4 

1 
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7. 次に、オブジェクト エクスプローラで、［ログイン］フォルダを展開して、作成したログン 

ゕカウントが追加されていることを確認します。 

 

 

 Windows 認証を使用して SQL Server へのログインを試す 

次に、Windows ユーザー「winUser01」を使用して、SQL Server へログンしてみましょう。 

8. まずは、Administrator でログオンしている Windows をログオフします。 

9. 次に、作成した Windows ユーザー「winUser01」（パスワードは Pass123）で、Windows 

へログオンします。 

 

10. Windows へのログオンが完了したら、スタート メニューの［Microsoft SQL Server 2008］

メニューから SQL Server Management Studio を起動します。［サーバーへの接続］ダ

ゕログが表示されたら、［認証］で「Windows 認証」を選択します。 

クリックして
展開する

1

作成したログン ゕカウント
が表示される

2

1 

2 
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Windows 認証を選択した場合は、Windows へログオンしているユーザーが SQL Server 

へのログンを試みるので、［ユーザー名］と［パスワード］がグレーで表示されて、入力で

きないようになっています。［ユーザー名］には、現在ログオンしている Windows ユーザー

の名前が「コンピュータ名\winUser01」と表示されていることも確認できます。 

確認後、［接続］ボタンをクリックします。 

11. SQL Server へのログンが成功すると、次のようにオブジェクト エクスプローラが表示さ

れます。 

 

SQL Server の名前の隣へ、接続を確立したログン ゕカウントの名前が表示されることか

ら、winUser01 でのログンが成功したことを確認することができます。 

12. 次に、「sampleDB」データベースへ接続してみましょう。 

ツールバーの［新しいクエリ］ボタンをクリックして、クエリ エデゖタを起動し、「USE 

sampleDB」と記述して、［！実行］ボタンをクリックします。 

 

結果はエラーとなり、sampleDB データベースへの接続が失敗していることを確認できます。

1 

2 

1 
SQL Server へ接続している
ログン ゕカウント名が表示

1 

2 

3 

4 
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Step2 で試したように、SQL Server へログンできたからといって、データベースに接続

できるわけではありません。データベースへ接続するには、ログン ゕカウントがデータベ

ース ユーザーとして登録されている必要があります。 

 winUser02 ユーザーでログインを試す 

次に、もう 1 つ作成した Windows ユーザー「winUser02」を使用して、SQL Server へのログ

ンを試してみましょう。このユーザーに対しては、SQL Server 上へログン ゕカウントを作

成していないところがポントです。 

13. まずは、「winUser01」ユーザーでログオンしている Windows をログオフします。 

14. 次に、「winUser02」ユーザー（パスワードは Pass123）で、Windows へログオンします。 

 

15. Windows へのログオンが完了したら、［スタート］メニューの［Microsoft SQL Server 2008］

メニューから、SQL Server Management Studio を起動します。［サーバーへの接続］ダ

ゕログでは、［認証］で「Windows 認証」を選択して、［接続］ボタンをクリックします。 

 

すると、今後は、次のエラー メッセージが表示されることを確認できます。 

1 

2 

1 

2 
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このように、Windows ユーザーとして登録しただけでは、SQL Server へログンすること

はできません。Windows ユーザーへ対応したログン ゕカウントを SQL Server 上へ作成

して初めてログンできるようになります。 

メッセージを確認後、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じます。 

16. 最後に、Windows をログオフし、「Administrator」ユーザーで Windows へログオンして

おきます。 

 

1 
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3.2 Windows グループに対するログイン アカウントの作成 

 Windows グループに対するログイン アカウントの作成 

SQL Server のログン ゕカウントは、Windows のグループに対して作成することもできます。

Windows グループに対してログン ゕカウントを作成しておけば、そのグループ内のすべての 

Windows ユーザーが SQL Server へログンできるようになるので、大変便利です。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう（この手順は、Administrator として Windows へログオン

した状態で行う必要があります）。 

1. まずは、コンピュータの管理ツールを使用して、Windows グループを作成します。［スター

ト］メニューの［管理ツール］から［コンピュータの管理］をクリックして、コンピュータの

管理ツールを起動ます。 

 

2. 次に、［ローカル ユーザーとグループ］を展開し、［グループ］フォルダを右クリックして、

［新しいグループ］をクリックします。 

1 

2 
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［新しいグループ］ダゕログが表示されたら、［グループ名］へ「sqlG」など任意のグルー

プ名を入力して、［追加］ボタンをクリックします。 

これにより、［ユーザーの選択］ダゕログが表示されるので、［選択するオブジェクト名を入

力してください］へ作成したユーザー名を「winUser01;winUser02」とセミコロンで区切

って入力し、［名前の確認］ボタンをクリックします。それぞれのユーザー名が「コンピュー

タ名\winUser0x」と表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。 

3. ［新しいグループ］ダゕログへ戻ったら、［所属するメンバ］へ winUser01 と winUser02 

が追加されていることを確認して、［作成］ボタンをクリックします。 

 

以上で Windows グループの作成が完了です。 

4. 続いて、作成した Windows グループに対して、SQL Server 上へログン ゕカウントを作

成します。次のように Management Studio のオブジェクト エクスプローラから［ログイ

ン］フォルダを右クリックして、［新しいログイン］をクリックします。 

1 

2 

3 

6 winUser01;winUser02 と入力
して「名前の確認」をクリック

4 

5 

1 

2 
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5. ［ログン - 新規作成］ダゕログでは、［Windows 認証］を選択して、[検索］ボタンを

クリックします。 

 

［ユーザーまたはグループの選択］ダゕログが表示されたら、［オブジェクトの種類］で［グ

ループ］をチェックして、［OK］ボタンをクリックします。 

 

1 

1 

2 

1 

2 

3 
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6. ［ユーザーまたはグループの選択］ダゕログへ戻ったら、［選択するオブジェクト名を入力

してください］へ作成した Windows グループ名「sqlG」を入力して、［名前の確認］ボタ

ンをクリックします。 

 

これにより、オブジェクト名が「コンピュータ名\sqlG」へ変更されることを確認して、［OK］

ボタンをクリックします。 

 

7. ［ログン - 新規作成］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを

閉じます。 

 

 

1 2 

3 

4 

1 
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 Windows グループのユーザーで SQL Server へのログインを試す 

次に、「sqlG」グループ内のユーザー「winUser02」を使用して、SQL Server へのログンを

試してみましょう。このユーザーは、以前の Step でログンが失敗していたユーザーです。 

8. まずは、Administrator でログオンしている Windows をログオフします。 

9. 次に、winUser02 ユーザー（パスワード Pass123）で、Windows へログオンします。 

 

10. Windows へのログオンが完了したら、［スタート］メニューの［Microsoft SQL Server 2008］

メニューから、SQL Server Management Studio を起動します。［サーバーへの接続］ダ

ゕログでは、［認証］で「Windows 認証」を選択して、［接続］ボタンをクリックします。 

 

11. 今度は、ログンに成功して、次のようにオブジェクト エクスプローラが表示されます。 

 

SQL Server の名前の隣へユーザー名（コンピュータ名\winUser02）が表示されることか

ら、winUser02 ユーザーでの SQL Server へのログンが成功したことを確認できます。

このように Windows グループへ対してログン ゕカウントを作成しておけば、そのグルー

プのメンバーが全員ログンできるようになるので、大変便利です。 

1 

2 

1 

2 

1 
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3.3 管理者アカウント 

 管理者アカウント 

SQL Server 2008 のンストールの完了後は、以下のログン ゕカウントが自動的に作成され

ています。 

 

このうち、SQL Server に対してあらゆる操作が可能な管理者ゕカウントは、次の 3 つです。 

インストール時に管理者として追加したアカウント 

SQL Server の  ン ス ト ー ル 時 に 管 理 者 と し て 追 加 し た ゕ カ ウ ン ト （ 画 面 は 

SERVER1\Administrator）は管理者ゕカウントとして登録されています。 

 

sa アカウント 

sa は、System Administrator の略で、SQL Server 認証用の管理者ゕカウントとして登録され

ています。SQL Server のンストール時に、セキュリテゖ モードで Windows 認証モードを選

択している場合は、「無効」に設定された状態で作成されます。 

コンピュータ名\サービス アカウント 

SQL Server のンストール時にサービス  ゕカウントとして追加したゕカウント（画面は 

ローカル コンピュータ上の

システム ゕカウント

SQL Server が内部的に
使用する SQL Server 認証ゕカウント

管理者アカウント

管理者アカウント

管理者アカウント（サービス アカウント）
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SERVER1\sqlservice）も管理者ゕカウントとして登録されています。 

 

 無効なログイン アカウント  

ログン ゕカウントは、「無効」に設定して、そのゕカウントでログンできないように設定する

こともできます。SQL Server のンストール時に Windows 認証モードを選択している場合は、

sa ゕカウントは、「無効」に設定されて登録されています。無効に設定されたゕカウントは、次の

ように表示されます。 

 

ゕカウントの「有効」と「無効」を切り替えるには、ログン ゕカウントの［プロパテゖ］ダ

ゕログから行うことができます。ただし、セキュリテゖ モードが Windows 認証モードに設定さ

れている場合は、SQL Server 認証用のログン ゕカウントを「有効」に設定したとしても、利

用することはできません（Step 2 の最後で SqlUser01 ログン ゕカウントがログンに失敗

することを確認しました）。これは、sa ゕカウント（管理者ゕカウント）であっても例外ではあり

ません。 

 sa アカウントの有効化 

それでは、これを試してみましょう（この手順は、Administrator として Windows へログオン

した状態で行う必要があります）。 

1. まず、Management Studio を起動して、［ログン］フォルダにある「sa」ゕカウントをダ

ブル クリック（または、右クリックして［プロパテゖ］をクリック）します。 

「無効」に設定されて
いるゕカウントは、赤
い矢印が表示される
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2. ［ログンのプロパテゖ］ダゕログが表示されたら、［状態］ページを開き、［ログイン］を

「有効」へ変更します。 

 

続いて、［全般］ページを開き、［パスワード］と［パスワードの確認入力］へ「P@ssword」

など、任意のパスワードを入力して、［OK］ボタンをクリックします。 

 

これにより、sa ゕカウントを「有効」な状態へ変更することができます。 

Note： sa のパスワードは必ず設定するように 

過去（2001 年）には、sa のパスワードが設定されていない SQL Server を狙ったワームが問題となったことが

ありました。ワームは、増殖機能を持った悪意のあるプログラムのことです。このワームは、SQL Server に対し

て、sa パスワードなしでログンを試みて、トロの木馬の設置などを行っていました。 

しかし、このワームに侵入されたのは、sa のパスワードを設定していなかったマシンです。パスワードを適切に

設定していれば、侵入を防ぐことができたのです。したがって、sa には必ずパスワードを設定し、かつ次の Step

で説明するパスワードの管理を行っておくことが非常に重要です。 

ダブル クリック
1

1 

2 

1 

2 

3 
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 sa アカウントでのログイン 

続いて、有効化した sa ゕカウントを使用して、SQL Server へログンできるかどうかを試して

みましょう。 

1. まずは、次のようにツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックます。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］へ「SQL Server 認証」を選

択します。［ログン］へ「sa」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］ボタ

ンをクリックします。 

結果は、次のエラー メッセージが表示されて、ログンに失敗することを確認できます。 

 

セキュリテゖ モードが「Windows 認証モード」の場合は、sa であってもログンすること

はできません。 

メッセージを確認後、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じ、［データベース エンジ

ンへの接続］ダゕログで、［キャンセル］ボタンをクリックします。 

 混合モードへの変更 

次に、セキュリテゖ モードを「混合モード」へ変更した場合の動作を確認してみましょう。 

2. 混合モードへ変更するには、オブジェクト エクスプローラから、次のように SQL Server の

名前を右クリックして［プロパティ］をクリックします。 

2 

3 

1 

1 
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［サーバーのプロパテゖ］ダゕログでは、［セキュリティ］ページを開き、「SQL Server 認

証モードと Windows 認証モード」を選択して、［OK］ボタンをクリックします。 

次の再起動を促すダゕログが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。 

 

3. 続いて、SQL Server を再起動して、セキュリテゖ モードの変更を有効にします。SQL Server 

を再起動するには、オブジェクト エクスプローラで SQL Server の名前を右クリックして

［再起動］をクリックします。 

 

確認ダゕログが表示されたら、［はい］ボタンをクリックします。 

再起動が完了すると、セキュリテゖ モードが混合モードへ変更されて、Windows 認証でも、

2 

3 

4

1 

1 

1 

2
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SQL Server 認証でもログンができるようになります。 

 sa アカウントでのログイン 

混合モードへ変更後、sa ゕカウントを使用して、ログンできるか試してみましょう。 

4. まずは、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックます。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］へ「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sa」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］ボタンを

クリックします。 

5. 今度は、エラーにならず、次のようにクエリ エデゖタが起動して、画面右下へ「sa」と表示

され、sa ゕカウントとして SQL Server へのログンが成功したことを確認できます。 

 

6. 次に、「sampleDB」データベースへ接続して、「社員」テーブルのデータを参照できるかど

うかを確認してみましょう。次のように入力します。 

2 

3 

1 

クエリ エデゖタが
起動

1 

「sa」と表示
される

2 

sa で接続した
クエリ エデゖタ
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USE sampleDB 

SELECT * FROM 社員 

 

 

結果ウゖンドウへは、「社員」テーブルのデータが表示されて、問題なくデータを参照できた

ことを確認できます。 

このように、SQL Server の管理者ゕカウントの場合は、3 つのセキュリテゖ チェックに関

係なく、SQL Server に対してあらゆる操作を実行することが可能です。 

Note： Windows 認証モードを推奨 

セキュリテゖ モードは、Windows 認証モードを利用することをお勧めします（Windows 認証モードは、マク

ロソフトが推奨するセキュリテゖ モードです）。理由は、Windows 認証モードのほうが、混合モードよりもセキ

ュリテゖを向上させることができるためです。混合モード（SQL Server 認証）を利用した場合は、VB や C# で 

ADO.NET を使用して、記述されたゕプリケーションは、次のようにログン ゕカウントの名前とパスワードを

ゕプリケーション内へ記述しなければなりません。 

Using cn As New SqlConnection("Server=localhost;Database=sampleDB;User ID=sa;Password=P@ssword") 
     cn.Open() 

        ： 

End Using 

この文字列（接続文字列と呼ばれます）は、別フゔル（App.Config など）へ保管して、さらに暗号化すること

も可能ですが、ログン ゕカウントの名前とパスワードがネットワーク上を流れるリスクを考慮しなければなり

ません（ネットワーク通信を暗号化するなど）。 

これに対して、Windows 認証での接続の場合は、次のようにゕプリケーション内へパスワードを記述する必要は

ありません。 

Using cn As New SqlConnection("Server=localhost;Database=sampleDB;Integrated Security=SSPI;") 

また、パスワードがネットワーク上を流れることもありません（パスワード認証は、Windows OS レベルでの認

証で行われるためです）。 

なお、いずれのモードを利用する場合でも、セキュリテゖ強化のためには、次の Step 3.4 で説明するパスワード

管理をしっかりと行っておくことが重要です。 

1 

2 

3 
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3.4 パスワードの管理（セキュリティ ポリシー） 

 パスワードの管理 

パスワード管理は、悪意のある攻撃からの不正ゕクセスへの対策、およびセキュリテゖ強化のため

に非常に重要です。管理者ゕカウントのパスワードが推測または盗難された場合は、管理者として 

SQL Server へ侵入されてしまい、機密情報が盗まれたり、データが破壊されたりする可能性があ

るからです。パスワードが推測されないようにするためには、最低限、次のことを実践しておくこ

とが重要です。 

 パスワードを定期的に変更する 

 パスワードの変更時は、前回とは異なるものへ設定する 

 大文字と小文字、数字、記号を交えて、推測し難く、かつ長いパスワードにする 

 パスワードを何回か間違えたら、そのゕカウントをロックゕウトする（使用不能する） 

これらのパスワード管理には、Windows のパスワード管理機能の「セキュリティ ポリシー」

（Acrive Directory ドメン環境の場合は、グループ ポリシー機能）を利用することができます。

セキュリテゖ ポリシーは、［スタート］メニューの「管理ツール」にある「ローカル セキュリテ

ィ ポリシー」ツールを使用して、設定することができます。 

このツールでは、「ゕカウント ポリシー」内の「パスワードのポリシー」でパスワードの有効期限

や最小パスワードの長さ、パスワードの履歴の記録による同じパスワードへの変更防止などを設定

できます 

 

また、「アカウント ロックアウトのポリシー」では、何回パスワードを間違えるとゕカウントをロ

ックゕウトするのかを設定できます。 
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 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、ゕカウントのロックゕウトのポリシーを設定して

みましょう。 

1. まずは、［スタート］ニューの［管理ツール］から［ローカル セキュリティ ポリシー］をク

リックして、「ローカル セキュリテゖ ポリシー」ツールを起動します。 

2. ［ローカル セキュリテゖの設定］ウゖンドウが表示されたら、［アカウント ポリシー］フォ

ルダを展開し、［アカウント ロックアウトのポリシー］をクリックして、右ペンに表示され

る一覧の中から、［アカウントのロックアウトのしきい値］をダブル クリックします。 

 

3. ［ゕカウントのロックゕウトのしきい値のプロパテゖ］ダゕログが表示されたら、［アカウ

ントのロックアウト］へ「3」と入力します。 

 

これで、ログオン時にパスワードを 3 回以上間違えた場合に、そのゕカウントをロックゕウ

ト（使用不能）にすることができます。 

［OK］ボタンをクリックすると、次の［提案された値は変更します］ダゕログが表示され

ます。 

1 

ダブル クリック
2

1 

2 
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これは、ロックゕウトされている時間（ロックゕウト期間）が 30 分間で、30 分後には、ロ

ックゕウトがリセット（解除）されるということを示しています。 

確認後、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じます。 

Note： ロックアウト期間を無制限にする 

ロックゕウト期間とリセットは、別の値へ変更することもできます。また、ロックゕウト期間を「0」分へ設定し

た場合は、管理者が明示的にロックゕウトを解除するまで、ロックゕウトさせておくことができます。 

 

1 
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3.5 SQL Server 認証用アカウントへのポリシーの適用 

 SQL Server 認証用アカウントへのポリシーの適用 

「ローカル セキュリテゖ ポリシー」ツールで設定したポリシー（ロックゕウトの設定など）は、

SQL Server 認証用のログン ゕカウントに対しても適用させることができます（これは SQL 

Server 2005 から提供された機能です）。 

セキュリテゖ ポリシーを SQL Server 認証用ゕカウントへ適用するには、ログン ゕカウント

のプロパテゖ画面で、「パスワード ポリシーを適用する」および「パスワードの期限を適用する」

にチェックします。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。前の Step で設定した「ゕカウントのロックゕウトのポリシ

ー」を SQL Server 認証用のゕカウントへ適用してみましょう。 

1. まずは、Management Studio のオブジェクト エクスプローラから、［セキュリティ］フォ

ルダの［ログイン］フォルダを展開して、「sa」ゕカウントをダブル クリックします。 

 

これにより［ログンのプロパテゖ］ダゕログが表示されるので、［パスワード ポリシーを

適用する］へチェックがついていることを確認して、［OK］ボタンをクリックします。 

2. 次に、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックます。 

 

ダブル クリック
1

2 「パスワードの有効期限」
ポリシーを適用したい場合は、

こっちもチェックしておく

3 

1 
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［データベース エンジンへの接続］ダゕログが表示されたら、［認証］で「SQL Server 認

証」を選択し、［ログン］へ「sa」、［パスワード］へわざと間違ったパスワード（aaa など）

を入力して、［接続］ボタンをクリックします。 

 

ログン失敗のエラーが表示されることを確認します。 

 

［OK］ボタンをクリックして、あと 2 回、わざと間違ったパスワードでログンを試みて、

合計 3 回のログンが失敗した状態にします 

3. 次に、正しいパスワード「P@ssword」を入力して、［接続］ボタンをクリックして、ログ

ンを試みます。 

 

しかし、結果は次のエラーが表示されて、ログンが失敗します。 

 

2 

間違ったパスワード
を入力

1

1 

2 

正しいパスワードを
入力

1



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

57 

メッセージより、sa ゕカウントがロックゕウトされていることを確認できます。ロックゕウ

トされたゕカウントは、30 分間ログンできなくなります（ログンできない時間はポリシ

ーで変更できます）。 

なお、開発環境など Windows XP へンストールした SQL Server では、ロックゕウト ポ

リシーを試すことができないので、Windows Server 2003 / 2008 で試すようにしてくださ

い。 

このように、SQL Server 認証用のログン ゕカウントに対しても、［パスワード ポリシー

を適用する］をチェックしておくことで、Windows のパスワード ポリシーを適用させるこ

とができるので、セキュリテゖを強化することができます。 

 ロックアウトを解除するには 

ログン ゕカウントがロックゕウトされた状態を、管理者が解除したい場合は、次のように操作

します。 

4. オブジェクト エクスプローラでロックゕウトされたログン ゕカウントをダブルクリック

して、［ログインのプロパティ］ダゕログを表示します。 

 

［全般］ページでは、任意のパスワードを新しく設定します（ロックゕウトを解除するには、

新しいパスワードを再設定する必要があります）。 

次に、［状態］ページを開き、［SQL Server 認証］の［ログインをロックアウトする］のチェ

ックをオフにして、［OK］ボタンをクリックします。これで、ロックゕウトを解除することが

できます。 

 

ダブル クリック
1

2 

3 

4 
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3.6 固定サーバー ロール 

 固定サーバー ロール 

固定サーバー ロールは、SQL Server に対する管理権限（SQL Server レベルの権限）をパッケ

ージ化したもので、ログン ゕカウントをグループ分けする目的で利用することができます。 

固定サーバー  ロールは、次の表のように、全部で  8 種類あり、この中で重要になるのは

「sysadmin」ロールです。このロールは、SQL Server に対してあらゆる管理操作が可能になる

管理者用のグループです。 

 

sysadmin ロールへ割り当てられたログン ゕカウントを確認するには、次のようにオブジェク

ト エクスプローラの［サーバー ロール］フォルダで、「sysadmin」ロールをダブル クリックし

ます。 

 

デフォルトでは、インストール時に管理者として追加したアカウントと sa ゕカウント、SQL 

Server のサービス アカウントがこのロールへ割り当てられているので、これらのゕカウントは、

サーバー ロール 操作権限

sysadmin SQL Server に対してすべての操作を行うことができる

serveradmin
SQL Server の環境設定オプションを設定でき、SQL Server を
シャットダウンできる

setupadmin リンクサーバーと起動プロシージャを管理できる

securityadmin
ログンゕカウントの作成と削除を行える。また、CREATE 
DATABASE 権限を与えることもできる

processadmin SQL Server 内で実行できるプロセスを管理できる

dbcreator データベースの作成と変更ができる

diskadmin デゖスクフゔルを管理できる

bulkadmin BULIK INSERT ステートメントを実行できる

sysadmin ロール
をダブルクリック

1

sysadmin ロールへ含まれるログン ゕカ
ウント。sa とンストール時に管理者とし
て追加したゕカウント、サービス ゕカウン

トなどが含まれる

2
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管理者ゕカウントとして、SQL Server に対してあらゆる操作が実行可能です。 

そのほかのロールは、社内に複数のデータベース管理者がいて、管理作業を分担したい場合などに

利用します。例えば、ログン ゕカウントの作成だけを任せたい管理者がいる場合には、

securityadmin ロールへ追加するといった使い方ができます。 

 Let's Try 

それでは、固定サーバー ロールを試してみましょう。ここでは、新しくログン ゕカウントを作

成して、そのゕカウントを sysadmin ロールへ割り当ててみましょう。 

1. まずは、新しいログン ゕカウントを作成します。次のようにオブジェクト エクスプローラ

の［ログイン］フォルダを右クリックして、［新しいログイン］をクリックします。 

 

［ログン - 新規作成］ダゕログでは、［SQL Server 認証］をチェックして、［ログイン

名］へ「sqlUser02」など任意の名前を入力します。［パスワード］と［パスワードの確認入

力］へは、「P@ssword」など任意のパスワードをして、［ユーザーは次回ログン時にパス

ワードを変更する］のチェックを外して、［OK］ボタンをクリックします。 

2. 次に、作成した「sqlUser02」ログン ゕカウントを「sysadmin」ロールへ割り当てるた

めに、［サーバー ロール］ページを開きます。 

1 

2 

3 

5 

6

4 



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

60 

 

サーバー ロールの一覧から「sysadmin」ロールをチェックして、［OK］ボタンをクリック

します。 

これにより、sqlUser02 ログン ゕカウントを sysadmin ロールへ割り当てて、SQL 

Server の管理者として振る舞わせることができます。 

3. 次に、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックして、sqlUser02 ロ

グン ゕカウントで SQL Server へログンしてみましょう。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログイン］へ「sqlUser02」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

4. 続いて、クエリ エデゖタで、「sampleDB」データベースの「社員」テーブルを参照してみ

1 

2 

3 

2

3

1 
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ましょう。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM 社員 

 

 

「社員」テーブルのデータを参照できたことを確認できます。 

このように sysadmin ロールのメンバーは、3 つのセキュリテゖ チェックに関係なく、デー

タベースへの接続や、テーブル データの参照が可能です（管理者として SQL Server に対し

てあらゆる操作が可能です）。 

 

2 

3

「sqlUser02」ログン ゕ
カウントで接続したクエリ
エデゖタであることを確認

1 

社員テーブルの
データを参照でき

ることを確認

4 
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3.7 SQL Server レベルの権限 

 SQL Server レベルの権限 

固定サーバー ロールは、SQL Server レベルの権限をまとめてグループ化したものですが、SQL 

Server レベルの権限は、1 つ 1 つを特定のログン ゕカウントに対して付与することも可能です。

SQL Server レベルの権限には、「データベースの作成」や「シャットダウン」（サーバーの停止）、

「ログインの変更」など、全部で 26 種類あります。 

SQL Server レベルの権限を設定するには、オブジェクト エクスプローラで SQL Server の名前

を右クリックして［プロパティ］をクリックし、［サーバーのプロパテゖ］ダゕログを表示して、

［権限］ページを開きます。 

 

［ログンまたはロール］の一覧からログン ゕカウントを選択して、与えたい権限の［許可］

をチェックすれば、権限を付与することができます。 

 現在付与されている権限の確認 

ログン ゕカウントが現在付与されている権限を確認したい場合は、同じダゕログで、次のよ

うに［有効］タブをクリックします。 

1 

権限を設定したいログン ゕ
カウントをクリックして選択

2

設定できる SQL Server
レベルの権限の一覧
（全部で 26種類）

3

「許可」をチェックする
と、権限を付与できる
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作成後、何の権限も付与していないログン ゕカウントは、「CONNECT SQL」（SQL Server へ

の接続）権限と「VIEW ANY DATABASE」（データベースの表示）権限のみを持っています。 

固定サーバー ロールは、これらの権限をパッケージ化したものなので、sqlUser02 ログン ゕ

カウントのように sysadmin ロールへ割り当てたゕカウントの有効な権限を確認すると、次のよ

うにすべての権限（26 種類）を付与されていることを確認することができます。 

 

 

1 

選択したログンゕカウントが
もっている権限。

作成後、何の権限もロールも与え
ていないログン ゕカウントは、

2つの権限のみ与えられている

26 種類すべての SQL Server
レベル権限をもっている

sysadmin ロールを割り当
てたログン ゕカウント
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3.8 SQL ステートメントでログイン アカウントの作成 

 SQL ステートメントでログイン アカウントの作成 

ログン ゕカウントは、「CREATE LOGIN」というステートメントを使用して作成することもで

きます。構文は次の通りです。 

-- SQL Server 認証用のログインアカウントを作成する場合 

CREATE LOGIN ログイン名 WITH PASSWORD = 'パスワード' [, オプション] 

 

-- Windows 認証用のログインアカウントを作成する場合 

CREATE LOGIN ログイン名 FROM WINDOWS 

 

Note： SQL Server 2000 での sp_addlogin と sp_grantlogin 

SQL Server 2000 までは、SQL Server 認証用のログン ゕカウントの作成に「sp_addlogin」システム ストゕド プ

ロシージャ、Windows 認証用のログン ゕカウントの作成に「sp_grantlogin」システム ストゕド プロシージャを

使用していました。SQL Server 2008 でも、このストゕド プロシージャを使用することができますが、将来のバージ

ョンでは、なくなる可能性があることと、パスワード ポリシーなどの設定が行えないなど、あくまでも互換性のために

用意された機能なので、CREATE LOGIN ステートメントを利用することをお勧めします。 

 

 スクリプト生成機能 

Management Studio のオブジェクト エクスプローラで GUI で作成したログン ゕカウント

は、次のように操作して、スクリプト（CREATE LOGIN）を生成することも可能です。 

 

 

スクリプトを生成した
いログン ゕカウント

を右クリック

1

CREATE LOGIN ステート
メントが生成される。パス
ワード部分は、セキュリ

テゖのため、ランダムに生
成されている

3

2 
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 固定サーバー ロールへの追加： sp_addsrvrolemember 

固定サーバー ロールへのメンバーの追加を SQL ステートメントから行いたい場合は、次のよう

に「sp_addsrvrolemember」システム ストゕド プロシージャを利用します、 

sp_addsrvrolemember 'ログイン名', 'ロール名' 

 

 SQL Server レベルの権限の付与： GRANT 

SQL Server レベルの権限の付与を SQL ステートメントから行いたい場合は、次のように

「GRANT」ステートメントを利用します、 

GRANT 権限 TO ログイン名 

 

付与した権限を取り消したい場合は、次のように「REVOKE」ステートメントを利用します、 

REVOKE 権限 FROM ログイン名 

 

 ログイン アカウントの一覧の取得： server_principals 

ログン  ゕカウントの一覧を  SQL ステートメントで取得したい場合は、次のように

「sys.server_principals」カタログ ビューを参照します。 

SELECT * FROM sys.server_principals 

 

 

 

Note： プリンシパル（Principal）とは 

SQL Server では、ログン ゕカウントのことを「サーバー プリンシパル」とも言います。ログン失敗時のエラー メ

ッセージや、オンラン ブック（ヘルプ）の表記でも、プリンシパルという言葉が頻繁に出てきますので、覚えておく

ことをお勧めします。 
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SSTTEEPP  44..  デデーータタベベーースス  ユユーーザザーー  

この STEP では、データベース ユーザーと、dbo と guest という特殊データベ

ース ユーザー、スクリプト生成機能について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 データベース ユーザー 

 特殊データベース ユーザー（dbo、guest） 

 スクリプト生成 
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4.1 データベース ユーザー 

 データベース ユーザー 

Step2 で試したように、データベースへ接続するには、ログン ゕカウントがデータベース ユ

ーザーとして登録（マッピング）されている必要があります。Step2 では、次のようにログン ゕ

カウントのプロパテゖ画面からデータベース ユーザーの作成を行いました。 

 

作成されたデータベース ユーザーは、次のように該当データベースを展開して、［セキュリテゖ］

フォルダの［ユーザー］フォルダから確認できました。 

 

 データベース ユーザーの作成 

データベース ユーザーは、次のように［ユーザー］フォルダを右クリックして、［新しいユーザー］

ダブル クリック
1 「sampleDB」

へチェック

4 

3 

2 
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をクリックしても作成することができます。 

 

 Windows グループへ対応したデータベース ユーザー 

Step 3.2 で試したように、ログン ゕカウントは、Windows のグループに対して作成すること

もできます（Step 3.2 では sqlG という名前の Windows グループを作成して、それに対するロ

グン ゕカウントを作成しました）。 

このログン ゕカウントに対して、データベースへの接続の許可を与えるには、やはりデータベ

ース ユーザーを作成します。では、これを試してみましょう。 

1. まず、オブジェクト エクスプローラで「sampleDB」データベースの［セキュリティ］フォ

ルダを展開し、［ユーザー］フォルダを右クリックして、［新しいユーザー］をクリックします。 

 

［データベース ユーザー - 新規］ダゕログでは、［ユーザー名］へ「sqlG」と入力し、［ロ

グイン名］の「...」ボタンをクリックします。 

1

2 

3 
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［ログンの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックします。［オブジェ

クトの参照］ダゕログでは、「コンピュータ名\sqlG」ログン ゕカウントをチェックして、

［OK］ボタンをクリックします。 

［ログンの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックして、ダゕログを閉じ

ます。 

2. ［データベース ユーザー - 新規］ダゕログへ戻ったら、ログン名へ「コンピュータ名

\sqlG」ログン ゕカウントが入力されていることを確認して、［OK］ボタンをクリックし

ます。 

 

以上で、Windows グループの「sqlG」へ対応した、「sqlG」という名前のデータベース ユ

ーザーを作成することができました。これで、sqlG グループのメンバー（winUser01 と 

winUser02）は、全員 sampleDB データベースへ接続できるようになります。 

Windows グループなのにユーザーと呼ぶことに違和感がある方もいるかもしれません。「デ

ータベース ユーザーは、データベースへのゕクセス許可を与えられたログンゕカウント」

と、覚えておくと分かりやすいかもしれません。 

1 

↓

2 

3 

1 

2 
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4.2 特殊データベース ユーザー（dbo、guest） 

 特殊データベース ユーザー 

データベースの作成時には、デフォルトでは、以下のデータベース ユーザーが自動的に登録され

ています。 

 

dbo 

dbo は、database owner の略で、データベースに対するすべての権限を与えられた特殊なデー

タベース ユーザーです。データベースを作成したログン ゕカウントへ自動的にマッピング（対

応）され、このユーザーを削除することはできません。 

なお、sa ゕカウントなどの「sysadmin」固定サーバー ロールのメンバーは、SQL Server に対

するあらゆる操作が可能な管理者ゕカウントなので、データベースに対しては、dbo としてデー

タベースを操作することができます。dbo であれば、たとえオブジェクトに対する操作権限が与

えられていない場合でも、自由にテーブルを操作することができます。 

guest 

guest は、ログン ゕカウントとの対応を持たない特殊なデータベース ユーザーで、デフォルト

では無効に設定されています。このユーザーも削除することはできません。 

guest ユーザーを有効にすると、データベース ユーザーとして登録されていないログン ゕカウ

ントでも、guest（匿名ユーザー）としてデータベースへゕクセスできるようになります。したが

って、セキュリテゖ強化を考えると、［無効］のままにしておくことをお勧めします。 

 Let's Try 

それでは、guest ユーザーを試してみましょう。 

1. まずは、新しくログン ゕカウントを作成します。次のようにオブジェクト エクスプローラ

の［ログイン］フォルダを右クリックして、［新しいログイン］をクリックします。 

dbo はデータベースに対して
すべての権限を付与されている

guest はデフォルトは無効。
データベース ユーザーが作成されていない

ログン ゕカウントが利用できる

SQL Server のシステム オブジェク
トの所有者として内部利用される
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［ログン - 新規作成］ダゕログでは、［SQL Server 認証］をチェックして、［ログイン

名］へ「sqlUser03」など任意の名前を入力します。［パスワード］と［パスワードの確認入

力］へは、「P@ssword」など任意のパスワードをして、［ユーザーは次回ログン時にパス

ワードを変更する］のチェックを外して、［OK］ボタンをクリックします。 

2. 次に、作成した「sqlUser03」ログン ゕカウントで SQL Server へログンします。次

のように、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックします。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログイン］へ「sqlUser03」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

3. 続いて、クエリ エデゖタで、「sampleDB」データベースへ接続してみます。 

USE sampleDB 

1 

2 

3 

5 

6

4 

2

3

1 
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結果は、エラーとなり、データベースへの接続が失敗したことを確認できます。 

4. 次に、guest ユーザーを有効化して、「sqlUser03」ログン ゕカウントが guest として接

続できるようにしてみましょう。guest ユーザーを有効化するには、次のようにクエリ エデ

ゖタから GRANT ステートメントを実行して、「CONNECT」（接続）権限を付与します（こ

のステートメントは管理者ゕカウントで接続したクエリ エデゖタから実行する必要がありま

す）。 

GRANT CONNECT TO GUEST 

 

 

「コマンドが正常に完了しました」と表示されれば、guest ユーザーの有効化が成功してい

ます。これにより、guest ユーザーのゕコンが次のように変わります。 

 

5. 次に、もう一度、「sqlUser03」ログン ゕカウントで sampleDB データベースへの接続

を試してみます。次のように、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリ

ックします。 

2 

3

「sqlUser03」ログン ゕ
カウントで接続したクエリ
エデゖタであることを確認

1 

接続失敗
4 

2 

1 

↓

guest ユーザーが無効な場合（デフォルト） guest ユーザーが有効な場合



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

73 

 

［認証］で「SQL Server 認証」を選択し、［ログイン］へ「sqlUser03」、［パスワード］

へ「P@ssword」と入力して、［接続］ボタンをクリックします。 

6. 接続後、クエリ エデゖタで、「sampleDB」データベースへ接続します。 

USE sampleDB 

 

 

今後は、接続が成功したことを確認できます（guest ユーザーとして接続しています）。この

あと、「社員」テーブルを参照するには、「社員」テーブルのオブジェクト権限が guest ユー

ザーに対して設定されている必要があります。 

このように guest ユーザーを有効化すると、データベース ユーザーとして登録されていな

いユーザーでも、データベースへ接続できるようになります。セキュリテゖ面では、ゆるくな

ってしまいますので、guest ユーザーは無効のまま利用することをお勧めします。有効化し

た guest ユーザーを無効化する場合は、次のように REVOKE ステートメントを実行します。 

REVOKE CONNECT FROM GUEST 

 

2

3

1 

1

2

接続成功
3
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4.3 SQL ステートメントでデータベース ユーザーの作成 

 SQL ステートメントでデータベース ユーザーの作成 

データベース ユーザーは、「CREATE USER」というステートメントを使用して作成することも

できます。構文は次の通りです。 

USE データベース名 

CREATE USER ユーザー名 FOR LOGIN ログイン名 [ WITH オプション ] 

 

Note： SQL Server 2000 での sp_grantdbaccess 

SQL Server 2000 までは、データベース ユーザーの作成に「sp_grantdbaccess」システム ストゕド プロシージャ

を使用していました。SQL Server 2008 でも、このストゕド プロシージャを使用することができますが、将来のバー

ジョンでは、なくなる可能性があることと、次の Step で説明するスキーマの設定が行えないなど、あくまでも互換性

のために用意された機能なので、CREATE USER ステートメントを利用することをお勧めします。 

 

 データベース ユーザーの一覧を取得： sys.database_principals 

データベース  ユーザーを一覧を  SQL ステートメントで取得したい場合は、次のように

「sys.database_principals」カタログ ビューを参照します。 

SELECT * FROM sys.database_principals 

 

 

Note： データベース ユーザーも「プリンシパル」（Principal） 

ログン ゕカウントは、「サーバー プリンシパル」と呼ばれ、データベース ユーザーは「データベース プリンシパル」

と呼ばれます。また、どちらも単に「プリンシパル」と呼ばれることもあります。 

後述のデータベース ロールもプリンシパルと呼ばれ、「プリンシパル」という言葉は、SQL Server へゕクセスするユー

ザー（ゕカウント）の総称として利用されています。 

 

Note： データベースを移動した場合に発生する「不明なデータベース ユーザー」 

開発機でバックゕップしたデータベースを、本番環境へ復元する場合や、その逆の操作を行うと、SQL Server 認証用の

ログン ゕカウントに関連付けられたデータベース ユーザーが「不明なデータベース ユーザー」として扱われてしま

います。 

ログン ゕカウントとデータベース ユーザーの関連付け（マッピング）は、ログン ゕカウントの SID（内部的な 



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

75 

Security ID）を利用して行われていることが原因で発生しています。SID は、database_principals ビューで参照する

ことができます（ログン ゕカウントに割り当てられた SID は、server_principals ビューで参照することができま

す）。 

SQL Server 認証用のログン ゕカウントに割り当てられる SID は、マシンが異なると、違うものが割り当てられる

ので、開発機と本番環境（移行元と移行先）では、ログン ゕカウントの SID が異なることになります。これによっ

て、不明なデータベース ユーザーが発生し、このままでは、該当データベース ユーザーが利用できない状態となります

（データベースへの接続が行えません）。 

■ sp_change_users_login 

不明なデータベース ユーザーが存在するかどうかを確認するには、次のように sp_change_users_login システム 

ストゕド プロシージャを利用します。 

USE データベース名  
EXEC sp_change_users_login 'Report' 

不明なデータベース ユーザーが存在した場合に、それを解消するには、次のように sp_change_users_login システ

ム ストゕド プロシージャを実行します。 

USE データベース名  

EXEC sp_change_users_login 'Update_One', '不明なデータベースユーザー名', '新しいログインアカウント名'  

Update_One を指定して sp_change_users_login を実行すると、不明なデータベース ユーザーの古い SID（移行元

の SID）を新しいログン ゕカウントの SID（移行先の SID）へ更新し、再マッピングをしてくれるようになります。

これで不明なデータベース ユーザーが解消されて、移行元と同じようにデータベース ユーザーを利用できるようになり

ます。 

■ 同じパスワード/SID のログイン アカウントの作成： sp_help_revlogin 

sp_change_users_login によるログン ゕカウントの再マッピングは、データベース ユーザーの数が多い場合には、

大変な作業です。これを解決するには、同じパスワードで、かつ同じ SID のログン ゕカウントを作成することです。

これを行うには、マクロソフトのサポート技術情報 (KB: Knowledge Base) の文書番号 918992 で提供されている

「sp_help_revlogin」というストゕド プロシージャを使用します。 

KB918992: SQL Server 2005 のインスタンス間でログインおよびパスワードを転送する方法 

http://support.microsoft.com/kb/918992/ja 

この文書で提供されるスクリプトを丸ごとコピーし、Management Studio のクエリ エデゖタへ貼り付けて実行する

と、sp_help_revlogin ストゕド プロシージャを作成することができます。作成後は、以下のように実行すれば、同一

のパスワード/SID のログン ゕカウントを作成するためのスクリプト (CREATE LOGIN ステートメント) が生成さ

れます。 

EXEC master..sp_help_revlogin 

 

後は、生成された CREATE LOGIN ステートメントを移行先で実行すれば、同一のパスワード / SID のログン ゕカ

ウントを作成できようになり、不明なデータベース ユーザーの問題を解消することができます。 

  

http://support.microsoft.com/kb/918992/ja
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SSTTEEPP  55..  オオブブジジェェククトト権権限限とと  

デデーータタベベーースス  ロローールル  

この STEP では、オブジェクト権限とデータベース ロール、スキーマについて説

明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 オブジェクト権限 

 固定データベース ロール 

 オブジェクト権限の状態（GRANT / DENY / REVOKE） 

 ユーザー定義データベース ロール 

 データベース レベルの権限 

 スキーマ 

 ビューを利用したセキュリテゖ強化 

 スキーマが異なる場合のオブジェクト権限 

 

 

 

 



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

77 

5.1 オブジェクト権限 

 オブジェクト権限 

Step 2 で試したように、データベース内のオブジェクトを操作するには、データベース ユーザー

に対してオブジェクト権限が付与されている必要があります。 

オブジェクト権限には、テーブルに対する「選択」や「挿入」、「更新」、「削除」権限などがあり、

データベース ユーザーは、選択権限が付与されていればそのテーブルに対して SELECT ステート

メントを実行でき、更新権限が付与されていれば UPDATE ステートメントを実行できるようにな

ります。 

Step 2 では、オブジェクト権限の設定は、オブジェクトのプロパテゖ画面から、次のように行い

ました。 

 

 

1 

2 

3 

4
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5.2 固定データベース ロール 

 固定データベース ロール 

「固定データベースロール」は、データベースに対する操作権限をパッケージ化したもので、デー

タベース ユーザーをグループ分けする目的で利用することができます。 

固定データベース ロールには、全部で 10 種類あり、この中で重要なのは db_owner ロールと 

public ロールです。 

 

db_owner ロールは、データベースに対してすべての権限を持つグループです。このロールのメ

ンバーは dbo として振る舞うことができます。 

public ロールは、すべてのデータベース ユーザーが含まれる特殊なデータベース ロールです。

そのデータベースにゕクセスできるすべてのユーザーが自動的に含まれ、メンバーを削除すること

はできません。 

固定データベース ロールは、次のようにオブジェクト エクスプローラでデータベースを展開して、

［セキュリティ］→［ロール］→［データベース ロール］フォルダから参照 / 変更することがで

きます。 

 

データベース ロール 操作権限

db_accessadmin データベース ユーザーの追加と削除が行える

db_backupoperator データベースのバックゕップを実行できる

db_datareader データベース内のすべてのユーザー テーブルを参照できる

db_datawriter データベース内のすべてのユーザー テーブルでデータの追加、変更、削除が行える

db_ddladmin オブジェクトの作成と削除が行える（DDL 操作の実行が可能）

db_denydatareader データベース内のどのテーブルも参照できない（拒否）

db_denydatawriter データベース内のどのテーブルも追加、変更、削除できない（拒否）

db_owner
データベースに対してのすべての権限を持つ。このロールのメンバは dbo として
振る舞うことができる

db_securityadmin 権限の設定とロールのメンバー管理を行える

pulic
特殊なデータベース ロールで、すべてのデータベース ユーザーが含まれる。
public ロールからデータベース ユーザーを削除することはできない
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5.3 オブジェクト権限の状態（GRANT / DENY / REVOKE） 

 オブジェクト権限の状態 

オブジェクト権限の設定時は、「許可」（GRANT）と「拒否」（DENY）、「取り消し」（REVOKE）の 

3 種類の状態があります。 

 

許可がチェックされている場合は「許可」（GRANT）、拒否がチェックされている場合は「拒否」

（DENY）、どちらもチェックされていない場合は「取り消し」（REVOKE）状態です。それぞれの

違いは、後ほど試します。 

 ロールへ権限が与えられている場合の動作 

前述したように public ロールは、すべてのデータベース ユーザーが含まれる特殊なデータベー

ス ロールです。したがって、public ロールに対して、オブジェクト権限が許可（GRANT）され

ている場合は、すべてのデータベース ユーザーが許可されることになります。 

たとえば、次のように public ロールへ選択（SELECT）権限が許可（GRANT）され、sqlUser01 

ユーザーには取り消し（REVOKE）が設定されている場合があるとします。 

 

この場合は、sqlUser01 ユーザーは、選択権限を許可された状態と同じになります。 

 拒否が優先 

許可（GRANT）と拒否（DENY）の両方が設定されている場合は、拒否が優先されます。たとえば、

次のように public ロールへ「選択」権限が許可（GRANT）され、sqlUser01 ユーザーには拒否

（DENY）が設定されている場合があるとします。 

 

許可（GRANT）

拒否（DENY）

どちらもチェックされていない
場合は、取り消し（REVOKE）

public

sqlUser01 ユーザー

public

sqlUser01 ユーザー
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この場合は、拒否が優先されて、sqlUser01 ユーザーは、選択権限が拒否された状態になります。 

 Let's Try 

それでは、オブジェクト権限を試してみましょう。 

1. まずは、「社員」テーブルを右クリックして［プロパティ］をクリックし、［テーブルのプロパ

テゖ］ダゕログを表示して、［権限］ページを開きます。 

 

現在は、sqlUser01 ユーザーに対して、「選択」権限が「許可」（GRANT）されていること

を確認できます（Step 2 で設定しました）。 

2. 続いて、public ロールに対して、オブジェクト権限を設定するために、次のように［ユーザ

ーまたはロール］の［検索］ボタンをクリックします。 

 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックしま

す。 

2 

1 

sqlUser01 ユーザーに対して、SELECT（選択）
権限が「許可」（GRANT）されている

3

1 
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［オブジェクトの参照］ダゕログでは、「public」ロールをチェックして、［OK］ボタンを

クリックします。 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕ

ログを閉じます。 

3. 次に、［ユーザーまたはロール］で public ロールを選択した状態で、「挿入」と「更新」の「許

可」をそれぞれチェックします。 

 

4. 続いて、sqlUser01 ユーザーへ権限を設定するために、「sqlUser01」ユーザーを選択して、

「選択」の「許可」がチェックされていることを確認し、「更新」の「拒否」をチェックしま

す。 

1 

2 

3 

↓

1 

2 

3 
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設定後、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じます。 

設定した権限をまとめると、次のようになります。 

 

 sqlUser01 でのログイン 

次に、sqlUser01 ログン ゕカウントでログンして、オブジェクト権限の設定を確認してみま

しょう。 

5. まずは、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックします。 

4 

sqlUser01 ユーザー
を選択

1

「選択」の「許可」がチェック
されていることを確認

2

「更新」の「拒否」を
チェックする

3

public

sqlUser01 ユーザー
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［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sqlUser01」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

6. クエリ エデゖタが表示されたら、「sampleDB」データベースへ接続して、「社員」テーブル

を参照する SELECT ステートメントを実行してみましょう。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 社員番号 = 2 

 

 

この操作は成功し、sqlUser01 ユーザーが、社員テーブルに対して「選択」権限を持ってい

ることを確認できます。 

7. 次に、INSERT ステートメントを実行して、データを追加してみましょう。 

INSERT INTO 社員 

 VALUES (7, '山田 花江', 700000, '1985/04/01') 

 

 

この操作も成功し、sqlUser01 ユーザーが、社員テーブルに対して「挿入」権限を持ってい

2

3

1 
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ることを確認できます。sqlUser01 ユーザーには、直接、挿入権限が許可されていませんが、

public ロールに対しては挿入権限が許可されているためです。 

8. 次に、UPDATE ステートメントを実行してみましょう。 

UPDATE 社員 

 SET 給与 = 400000 

  WHERE 社員番号 = 3 

 

 

この操作は失敗し、sqlUser01 ユーザーは、「更新」権限が拒否されていることを確認できま

す。オブジェクト権限は、次のように設定していました。 

 

public ロールに対しては、更新権限を「許可」していますが、sqlUser01 ユーザーに対して

は「拒否」しています。「拒否」は、「許可」よりも優先されるので、sqlUser01 ユーザーは、

UPDATE ステートメントが失敗しています。 

Note： public ロールで拒否を設定した場合は、すべてのユーザーが拒否される 

public ロールに対して権限を拒否した場合は、すべてのデータベース ユーザーが拒否されることに注意する必要

があります。これは次のような状況です。 

 

public ロールに対しては、選択権限を「拒否」して、sqlUser01 ユーザーに対しては「許可」していますが、

sqlUser01 ユーザーは SELECT ステートメントを実行することができません（拒否が優先されます）。また、そ

の他のすべてのユーザーも SELECT ステートメントを実行することができません。public ロールに対して権限を

設定する場合は、すべてのユーザーへ影響があることに注意するようにしてください。 

なお、管理者ゕカウント（sysdamin ロールのメンバーや dbo ユーザー）の場合は例外で、public ロールに対

して「拒否」が設定されていても、関係なくオブジェクトを参照することができます。管理者ゕカウントは、オブ

ジェクト権限に関しても、まったく関係なくすべてのオブジェクトを操作することが可能です。 

public

sqlUser01 ユーザー

public

sqlUser01 ユーザー
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5.4 SQL ステートメントでオブジェクト権限の設定 

 SQL ステートメントでオブジェクト権限の設定 

オブジェクト権限は、「GRANT」ステートメントを使用して、「許可」を与えることもできます。

構文は次の通りです。 

GRANT 権限 ON オブジェクト名 TO データベースユーザー名またはロール名 

 

権限を「拒否」したい場合は、「DENY」ステートメントを使用します。 

DENY 権限 ON オブジェクト名 TO データベースユーザー名またはロール名 

 

権限を「取り消し」たい場合は、「REVOKE」ステートメントを使用します。 

REVOKE 権限 ON オブジェクト名 FROM データベースユーザー名またはロール名 

 

 スクリプト生成機能 

Management Studio で設定したオブジェクト権限は、スクリプト生成機能を利用して、GRANT 

や DENY ステートメントを生成することも可能です。これは、次のように権限の設定ダゕログ

で、ツールバーの［スクリプト］ボタンをクリックします。 

 

なお、［スクリプト］ボタンによるスクリプトの生成は、このダゕログを利用して権限を変更し

たものに対してのみ生成でき、既存の設定をもとに生成することはできません。既存の設定をもと

にスクリプトを生成したい場合には、データベースを右クリックして［タスク］メニューから［ス

クリプトの生成］をクリックし、スクリプト生成ウゖザードを起動して、［オブジェクト レベル権

限のスクリプト生成］を「True」へ設定します。 

1 

↓

GUI で設定したオブジェクト権限を
もとに GRANT や DENY、REVOKE
ステートメントを生成してくれる



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

86 

5.5 ユーザー定義データベース ロール 

 ユーザー定義データベース ロール 

ユーザー定義データベース ロールは、ユーザーが作成することができる「データベース ロール」

です。データベース ユーザーをグループ化して、オブジェクト権限をまとめて設定したい場合な

どで利用すると便利です。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. ユーザー定義データベース ロールを作成するには、オブジェクト エクスプローラで、

「sampleDB」データベースの［セキュリティ］→「ロール」フォルダを展開し、［データベ

ース ロール］フォルダを右クリックして、［新規作成］から［新しいデータベース ロール］

をクリックします。 

 

［データベース ロール］ダゕログが表示されたら、［ロール名］へ「sqlUsers」など任意

のロール名を入力して、［追加］ボタンをクリックします。 

2. ［データベース ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンを

クリックします。 

2 

3 

「ロール」→「データベース ロール」
フォルダを右クリックして「新しい
データベース ロール」をクリック

1
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［オブジェクトの参照］ダゕログでは、「sqlUser01」ユーザーをチェックして、［OK］ボ

タンをクリックします。 

［データベース ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリ

ックしてダゕログを閉じます。 

3. ［データベース  ロール  - 新規］ダゕログへ戻ったら、［このロールのメンバ］へ

「sqlUser01」が追加されていることを確認して、［OK］ボタンをクリックします。 

 

これにより、sqlUsers データベース ロールが作成されて、sqlUser01 ユーザーをメンバー

として登録することができました。 

4. 次に、作成した sqlUsers データベース ロールに対してロールに権限を設定します。「社員」

テーブルを右クリックして［プロパティ］をクリックし、［テーブルのプロパテゖ］ダゕロ

グを表示して、［権限］ページを開きます。 

1 2 

3 

↓

1 

1 
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現在は、public ロールに対して、挿入権限 と更新権限が「許可」（GRANT）されているこ

とを確認できます（Step 5.3 で設定）。 

また、次のように sqlUser01 ユーザーをクリックすると、sqlUser01 に対して、選択権限

が「許可」、更新権限が「拒否」（REVOKE）されていることを確認できます（Step 5.3 で設

定）。 

 

5. 続いて、sqlUsers ロールに対して、オブジェクト権限を設定するために、次のように［ユー

2 

1 public ロールに対して、挿入と更新権限が
「許可」（GRANT）されている

4

3 

1 

sqlUser01 に対して、選択権限が「許可」（GRANT）、更新
権限が「拒否」（REVOKE）されている

3
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ザーまたはロール］の［検索］ボタンをクリックします。 

 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックしま

す。 

 

［オブジェクトの参照］ダゕログでは、「sqlUsers」ロールをチェックして、［OK］ボタン

をクリックします。 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕ

ログを閉じます。 

6. 次に、［ユーザーまたはロール］で sqlUsers ロールを選択した状態で、「選択」の「拒否」を

チェックします。 

 

1 

↓
1 

2 

3 

1 

2 

3 
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設定後、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じます。 

設定した権限をまとめると、次のようになります。 

 

 sqlUser01 でのログイン 

次に、sqlUser01 ログン ゕカウントでログンして、オブジェクト権限の設定を確認してみま

しょう。 

7. まずは、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックします。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sqlUser01」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

8. クエリ エデゖタが表示されたら、「sampleDB」データベースへ接続して、「社員」テーブル

を参照する SELECT ステートメントを実行してみましょう。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 社員番号 = 2 

public ロール

sqlUser01 ユーザー

sqlUsers
ロール

2

3

1 
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この操作はエラーとなり、sqlUser01 ユーザーが、社員テーブルに対して選択権限を拒否さ

れていることを確認できます。sqlUsers ロールに対しては「拒否」していたので、こちらが

優先されています。 
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5.6 データベース レベルの権限（ステートメント権限） 

 データベース レベルの権限 

ここまでは、オブジェクトの操作（SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE）に関する権限を説

明しましたが、テーブルなどのオブジェクトを作成 / 変更 / 削除（CREATE / ALTER / DROP）

する場合にも権限が必要になります。これらの権限は「データベース レベルの権限」または「ス

テートメント権限」と呼ばれます。 

データベース レベルの権限は、次のように［データベースのプロパティ］ダゕログの［権限］

ページから設定することができます。 

 

権限には、「テーブルの作成」や「ビューの作成」、「ユーザーの変更」など、全部で 61 種類あり、

固定データベース ロールにはこれらの権限がグループ化してあらかじめ割り当てられています。 

新しく作成したデータベース ユーザーは、デフォルトでは「接続」（データベースへの接続）権限

のみが付与されています。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、新しくログン ゕカウントを作成します。次のようにオブジェクト エクスプローラ

の［ログイン］フォルダを右クリックして、［新しいログイン］をクリックします。 

全部で 61 種類
の権限

1 

2 
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［ログン - 新規作成］ダゕログでは、［SQL Server 認証］をチェックして、［ログイン

名］へ「sqlUser04」など任意の名前を入力します。［パスワード］と［パスワードの確認入

力］へは、「P@ssword」など任意のパスワードをして、［ユーザーは次回ログン時にパス

ワードを変更する］のチェックを外します。 

続いて、データベース ユーザーとして登録するために［ユーザー マッピング］ページを開き

ます。 

 

「sampleDB」へチェックをつけて、［OK］ボタンをクリックします。 

2. 次に、作成した sqlUser04 ユーザーに対して「テーブルの作成」の権限を与えます。次のよ

うに、sampleDB データベースを右クリックして［プロパティ］をクリックし、［データベ

ースのプロパティ］ダゕログを表示して［権限］ページを開きます。 

1 

2 

3 

5 

4 

1 

2 

3 
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［ユーザーまたはロール］で「sqlUser04」を選択して、「テーブルの作成」の「許可」をチ

ェックし、［OK］ボタンをクリックします。これで sqlUser04 ユーザーへテーブルの作成権

限を付与することができました。 

 テーブルの作成 

設定後、sqlUser04 ユーザーがテーブルを作成できるかどうかを試してみましょう。 

3. まずは、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックします。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sqlUser04」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

4. クエリ エデゖタが表示されたら、次のように入力して、「社員 2」テーブルを作成します。 

2 

3 

4 

1 

5 

2

3

1 
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USE sampleDB 

 

CREATE TABLE 社員2 

 ( 社員番号 int, 

   氏名 char(50) 

  ) 

 

 

しかし、結果は、「スキーマ名 "dbo" を使用する権限がない」と、エラーが発生します。実

は、テーブルを作成することは「テーブルの作成」権限を付与しただけでは行うことができま

せん。テーブルを作成できるようにするには、次に説明する「スキーマの所有者」へ設定する

か、スキーマに対する「変更」権限が付与されている必要があります。 

Note： テーブルの作成権限が付与されていない場合のエラー 

「テーブルの作成」権限を付与していない場合のエラー メッセージは、次のように表示されます。 
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5.7 スキーマとは 

 スキーマとは 

スキーマは、オブジェクトをグループ化するための ”箱”（コンテナ）のようなものです。 

   

データベース内のオブジェクト（テーブルやビュー、ストゕド プロシージャ）は、スキーマ内へ

格納されて、正しくは次のように記述して、オブジェクトを識別します。 

スキーマ名.オブジェクト名 

したがって、同じデータベース内のテーブルでも、「dbo.社員」と「AAA.社員」では異なるテー

ブルになり、前者は「dbo スキーマ」内へ格納された「社員」テーブル、後者は「AAA スキーマ」

内へ格納された「社員」テーブルになります。 

 既定のスキーマ： デフォルトは dbo スキーマ 

「SELECT * FROM 社員」のように、スキーマ名を省略してオブジェクトへゕクセスした場合は、

ユーザーへ設定された「既定のスキーマ」が補われます。デフォルトでは、「dbo スキーマ」が設

定されているので、（内部的には）「dbo.社員」と補われてゕクセスしています。 

また、既定のスキーマが「BBB」と設定されている場合は、「BBB.社員」テーブルと補われ、もし

このテーブルが存在しない場合は、dbo スキーマが補われて「dbo.社員」テーブルへゕクセスし

ます。 

既定のスキーマは、次のようにデータベース ユーザーのプロパテゖ画面から確認 / 変更すること

ができます。 

データベース

スキーマ A

テーブル

ビュー ストゕドプロ
シージャ

スキーマ B

テーブル

ビュー ストゕドプロ
シージャ

スキーマを利用して、データベース内のオブジェクトをグループ化
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Note： スキーマのメリット 

スキーマは、SQL Server 2005 から提供された機能で、SQL Server 2000 まではありませんでした。SQL Server 2000 

までは、オブジェクトへゕクセスする際に、「dbo.社員」や「User1.社員」のように、「ユーザー名.オブジェクト名」

と記述して、ユーザー名でオブジェクトを識別（グループ化）していました。 

しかし、ユーザー名でオブジェクトを識別する場合は、ユーザーが変更された場合に、ゕプリケーションへも影響してし

まいます。たとえば、「SELECT * FROM User1.社員」と記述していたゕプリケーションがある場合に、ユーザー名を

「User2」へ変更したとすると、ゕプリケーション内の「User1.社員」と記述していた部分をすべて「User2.社員」へ

書き換えなければなりません。また、ユーザー「User1」を削除する場合には、そのユーザーが作成したオブジェクト

をすべて削除しないと、削除することができませんでした。 

こういったユーザーへ依存した状態を解消してくれる機能が「スキーマ」です。スキーマ内へオブジェクトを格納してお

けば、ユーザーの変更に影響されることなく、オブジェクトをグループ化できるようになります。これがスキーマのメリ

ットです。 

 

 スキーマの作成 

新しくスキーマを作成するには、データベース内の［セキュリティ］フォルダを展開し、［スキー

マ］を右クリックして、［新しいスキーマ］をクリックします。 

 

ユーザーをダブル クリック
して、プロパテゖを表示

1

2 



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

98 

 Let's Try 

それでは、スキーマを作成してみましょう。 

1. スキーマを作成するには、次のように「sampleDB」データベースの［セキュリティ］フォ

ルダを展開し、［スキーマ］を右クリックして［新しいスキーマ］をクリックします。 

 

［スキーマ - 新規作成］ダゕログでは、［スキーマ名］へ「sqlUser04」など任意のスキ

ーマ名を入力し、［スキーマの所有者］へ前の Step で作成したデータベース ユーザーの名

前「sqlUser04」を入力して、［OK］ボタンをクリックします。 

2. 作成後、［スキーマ］フォルダを展開すると、sqlUser04 スキーマが追加されていることを

確認できます。 

 

 既定のスキーマの設定 

3. 次に、作成した「sqlUser04 スキーマ」を、「sqlUser04 ユーザー」の既定のスキーマへ設

定してみましょう。次のように、sampleDB データベースを展開し、［ユーザー］フォルダ内

1 

2 

3 

4 

1 

2 



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

99 

の sqlUser04 ユーザーをダブル クリックして、データベース ユーザーのプロパテゖ画面

を表示します。 

 

［既定のスキーマ］が「dbo」スキーマへ設定されていることを確認して、［...］ボタンをク

リックします。 

4. ［スキーマの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックします。 

 

［オブジェクトの参照］ダゕログでは、［sqlUser04］スキーマをチェックして、［OK］ボ

タンをクリックします。 

［スキーマの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じま

す。 

5. ［データベース ユーザー］ダゕログでは、［既定のスキーマ］が「sqlUser04」スキーマ

へ変更されたことを確認して、［OK］ボタンをクリックします。 

ダブル クリック
1

3 2 

1 

2 

3 

↓
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 既定のスキーマを利用したテーブルの作成 

次に、前の Step でエラーとなったテーブルの作成を試してみましょう。 

6. まずは、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックして、「sqlUser04」

ログン ゕカウントでログンします（パスワードは P@ssword）。 

 

7. クエリ エデゖタで、次のように入力して、「社員」テーブルを作成します（ここでは、社員 2 

ではなく 社員という名前にしてください）。 

USE sampleDB 

 

CREATE TABLE 社員 

 ( 社員番号 int, 

   氏名 char(50) 

  ) 

1 

2 

2

3

1 
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今度は、エラーにはならず、テーブルの作成が成功したことを確認できます。 

8. 続いて、sampleDB データベースの［テーブル］フォルダを右クリックして、［最新の情報に

更新］をクリックします。 

 

「dbo.社員」と「sqlUser04.社員」の 2 つのテーブルが表示されることを確認できます。

後者が sqlUser04 ユーザーが作成したテーブルです。sqlUser04 ユーザーには、既定のス

キーマを「sqlUser04 スキーマ」へ設定しているので、「sqlUser04.」が補われています。 

 既定のスキーマを利用したテーブルへのアクセス 

9. 次に、引き続き sqlUser04 で起動したクエリ エデゖタで、次のように入力します。 

SELECT * FROM 社員 

 

 

結果は、「社員番号」と「氏名」列だけの空のテーブルが表示され、「sqlUser04.社員」テー

ブルが参照されたことを確認できます。このように、スキーマ名を省略した場合は、既定のス

キーマが補われて、テーブルへのゕクセスが行われます。 

10. 次に、SELECT ステートメントのテーブル名を「dbo.社員」へ変更して実行してみましょう。 

SELECT * FROM dbo.社員 

↓

1 

最初からあった
社員テーブル

sqlUser04 が作成
した社員テーブル

sqlUser04.社員テーブル
へゕクセス

スキーマ名を指定
しないで実行
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これは SELECT（選択）権限がないというエラーになって失敗します。sqlUser04 ユーザー

は、dbo スキーマ内の社員テーブルに対しては、選択権限が付与されていないからです。 

このように、同じ名前のテーブルであっても、格納されたスキーマが違う場合は、別のテーブ

ルとみなされることに注意してください。 

Note： オブジェクトの作成には、「スキーマの所有者」か「スキーマに対する変更権限」が必要 

オブジェクトは、スキーマ内へ作成するものなので、オブジェクトを作成するには、スキーマの所有者（スキーマ

の管理者）であるか、スキーマに対する「変更」（Alter）権限が必要になります。sqlUser04 ユーザーがテーブル

を作成できたのは、sqlUser04 スキーマの所有者であるためです。 

スキーマに対する変更権限を付与したい場合は、次のように操作します。 

 

 

Note： データベース ロールをスキーマの所有者にすることも可能 

スキーマの所有者には、データベース ロールを指定することもできます。これを利用すると、複数のユーザーを

スキーマの所有者へ設定したい場合に大変便利です。 

 

スキーマを
ダブル クリック

1

2 

3 

4 

5 

6 
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5.8 ビューを利用したセキュリティ強化 

 ビューを利用したセキュリティ強化 

ビューを利用すると、次のようにテーブルに対するゕクセスを拒否して、ビューのみへゕクセスさ

せることができます（ビューについては、本自習書シリーズの「SQL 基礎の基礎」で説明してい

ます）。 

 

テーブルに対する「選択」権限を「拒否」（DENY）へ設定し、ビューに対する「選択」権限を「許

可」（GRANT）へ設定すれば、ユーザーがテーブルへ直接ゕクセスすることを禁止して、見せても

良い列だけを見せられるようになります（この例では、給与と入社日を UserX から隠すことがで

きています）。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、社員テーブルをもとにしたビューを作成して、上

の図と同じように権限を設定し、ビューのみへゕクセスできることを確認しましょう。 

1. まずは、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックして、「Windows 

認証」を使用して、Administrator（管理者ゕカウント）でクエリ エデゖタを起動します。 

 

2. クエリ エデゖタが開いたら、次のように入力して、「社員」テーブルから「社員番号」と「氏

名」のみを取得したビューを作成します。 

「社員」テーブル

SELECT * FROM 社員view

SELECT * FROM 社員

User X

「社員 View」ビュー

給与と入社日を隠したビュー

User X を「拒否」

権限

User X を「許可」

権限

2

3

1 
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USE sampleDB 

go 

CREATE VIEW 社員view 

AS 

 SELECT 社員番号, 氏名 FROM 社員 

 

 

ここでは、スキーマ名を省略していますが、管理者ゕカウントでオブジェクトを作成した場合

は、「dbo スキーマ」内へ格納されます。 

3. 次に、［ビュー］フォルダを右クリックして、［最新の情報に更新］をクリックします。 

 

作成した「dbo.社員 view」ビューが追加されていることを確認できます。 

4. 次に、新しくログン ゕカウントを作成します。［セキュリティ］フォルダの［ログイン］を

右クリックして、［新しいログイン］をクリックします。 

 

1 

↓

2 

1 

2 

3 

5 

4 
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［ログン - 新規作成］ダゕログでは、［SQL Server 認証］をチェックして、［ログン

名］へ「sqlUser05」など任意の名前を入力します。［パスワード］と［パスワードの確認入

力］へは、「P@ssword」など任意のパスワードをして、［ユーザーは次回ログン時にパス

ワードを変更する］のチェックを外します。 

5. 続いて、データベース ユーザーとして登録するために［ユーザー マッピング］ページを開き

ます。 

 

「sampleDB」をチェックして、［OK］ボタンをクリックします。 

6. 次に、作成した sqlUser05 ユーザーに対して「dbo.社員 view」ビューへの「選択」権限を

「許可」します。次のように、［ビュー］フォルダの「dbo.社員 view」ビューを右クリック

して、［プロパティ］をクリックします。 

 

［ビューのプロパテゖ］ダゕログでは、［権限］ページを開き、［検索］ボタンをクリックし

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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ます。 

7. ［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックしま

す。 

 

［オブジェクトの参照］ダゕログでは、［sqlUser05］ユーザーのチェックをして、［OK］

ボタンをクリックします。 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕ

ログを閉じます。 

8. 次のように［ユーザーまたはロール］へ「sqlUser05」ユーザーが追加されていることを確

認して、「選択」権限の［許可］をチェックし、［OK］ボタンをクリックします。 

 

これで sqlUser05 ユーザーに対して、「社員 view」ビューへの選択権限を付与することがで

きました。 

9. 次に、sqlUser05 ユーザーに対して、「社員」テーブルへの選択権限を「拒否」します。選択

権限を拒否するには、［テーブル］フォルダの「dbo.社員」テーブルを右クリックして、［プ

1 

2 

3 

↓

1 

2 

3 
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ロパティ］をクリックします。 

 

［テーブルのプロパティ］ダゕログでは、［権限］ページを開き、［検索］ボタンをクリック

します。 

10. ［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックしま

す。 

 

［オブジェクトの参照］ダゕログでは、［sqlUser05］ユーザーをチェックして、［OK］ボ

タンをクリックします。 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕ

ログを閉じます。 

11. 次のように、［ユーザーまたはロール］へ「sqlUser05」ユーザーが追加されていることを確

認して、「選択」権限の［拒否］をチェックして、［OK］ボタンをクリックします。 

1 

2 

3 

1 
2 

3 

↓
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これで sqlUser05 ユーザーに対して、「社員」テーブルへの選択権限を拒否することができ

ました。 

12. 設定後、sqlUser05 でログンして、テーブルやビューを参照できるかどうかを試してみま

しょう。ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックして、sqlUser05 

ログン ゕカウントでログンします。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sqlUser05」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

13. クエリ エデゖタが開いたら、次のように入力して、「社員」テーブルを SELECT します。 

1 

3 

2 

2

3

1 
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USE sampleDB 

SELECT * FROM 社員 

 

 

結果は、エラーとなり、選択権限が「拒否」されていることを確認できます。 

14. 次に、「社員 view」ビューに対して SELECT してみましょう。 

SELECT * FROM 社員view 

 

 

今度は、成功して「社員番号」と「氏名」を取得できていることを確認できます。 

このように、ビューを利用すると、テーブルの見せたい列のみを見せられるようになり、一般

ユーザーに対しては、機密情報などを隠すことができるようになります（セキュリテゖを強化

できます）。 

Note： ストアド プロシージャによるセキュリティの強化 

ストゕド プロシージャについては、本自習書シリーズの「開発者のための Transact-SQL 応用編」で詳しく説明

していますが、ストゕド プロシージャを利用しても、ビューと同じようにセキュリテゖ強化を実現することがで

きます。ストゕド プロシージャに対する「実行」（EXECUTE）権限を付与して、テーブルに対する権限を「拒否」

（DENY）しておけば、テーブル構造を隠ぺいしたデータ ゕクセスを実現することができます。 

このようにビューとストゕド プロシージャを利用して、セキュリテゖ強化を行うことは非常に重要です。ゕプリ

ケーション（を利用するユーザーやゕプリケーション内で利用している内部ユーザー）からは、テーブルへ直接で

きないようにし、ビューやストゕド プロシージャのみへゕクセスできるようにするわけです。こうすることで、

ゕプリケーション ユーザーからの想定外の攻撃を防ぐことができます。これは、J-SOX 法（日本版 SOX 法）や

情報漏えい対策など、コンプラゕンス（法令遵守）を実現するうえで欠かせない実装になります。コンプラゕ

ンスでは、ゕカウント管理とオブジェクトを権限による管理が非常になります。 

また、コンプラゕンスでは、特権ユーザー（sa や管理者ゕカウント）による操作の監査（ログ記録）も非常に

重要になります。これらの機能については、本自習書シリーズの「セキュリテゖ」で詳しく説明しています。 
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5.9 スキーマが異なる場合のオブジェクト権限の注意事項 

 スキーマが異なる場合のオブジェクト権限 

前の Step で試したビューによるセキュリテゖ強化は、同じスキーマ内でのみ有効であることに注

意する必要があります。異なるスキーマの場合は、次のような状況が発生してしまいます。 

 

この図は、AAA スキーマ内へ作成された「AAA.社員 view」ビューが、dbo スキーマ内の「dbo.

社員」テーブルをもとに作成されている場合を表しています。この場合は、User X ユーザーは、

「AAA.社員 view」ビューに対する選択（SELECT）権限を付与されていたとしても、「dbo.社員」

テーブルに対する選択権限が拒否されている場合は、ビューを参照することができません。 

あくまでも、ビューにのみ権限を付与すればよいのは、同じスキーマ内のオブジェクト同士である

場合にだけ有効であることに注意してください。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。異なるスキーマを試すために、前の Step で作成した

「sqlUser04 スキーマ」（所有者は sqlUser04 ユーザー）を利用して、ビューを作成してみま

しょう。 

1. まずは、sqlUser04 ユーザーへ「ビューの作成」権限を付与するために、sampleDB デー

タベースを右クリックして［プロパティ］をクリックします。 

「dbo.社員」テーブル

dbo.社員view

dbo.社員

User X

「dbo.社員 View」ビュー

User X を「拒否」

権限

User X を「許可」

権限

dbo スキーマ

「AAA.社員view」ビュー

User X を「許可」

権限

AAA.社員view

AAA スキーマ

「dbo.社員」テーブルを
もとにしたビュー



SQL Server 2008 自習書 No.4 ログン認証とオブジェクト権限 

111 

 

［データベースのプロパテゖ］ダゕログでは、［権限］ページを開き、［ユーザーまたはロー

ル］で「sqlUser04」ユーザーを選択して、「ビューの作成」権限の「許可」をチェックし、

［OK］ボタンをクリックします。 

2. 次に、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックして、sqlUser04

ログン ゕカウントでログンします。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］へ「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sqlUser04」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

3. クエリ エデゖタが開いたら、「dbo.社員」テーブルをもとに、「sqlUser04.社員 view」ビ

ューを作成します。 

USE sampleDB 

go 

CREATE VIEW sqlUser04.社員view 

AS 

 SELECT 社員番号, 氏名, 入社日 FROM dbo.社員 

2 

3 

4 
1 

5 

2

3

1 
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4. 次に、オブジェクト エクスプローラで［ビュー］フォルダを右クリックして、［最新の情報に

更新］をクリックします。 

 

作成した「sqlUser04.社員 view」ビューが追加されていることを確認できます。 

5. 次に、「sqlUser05」ユーザーに対して、「sqlUser04.社員 view」ビューへの選択権限を「許

可」します。権限を許可するには、次のように［ビュー］フォルダの「sqlUser04.社員 view」

ビューを右クリックして、［プロパティ］をクリックします。 

 

［ビューのプロパテゖ］ダゕログでは［権限］ページを開き、［検索］ボタンをクリックし

ます。 

1 

↓

2 

1

2 

3 
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6. ［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログが表示されたら、［参照］ボタンをクリックしま

す。 

 

［オブジェクトの参照］ダゕログでは、［sqlUser05］ユーザーをチェックして、［OK］ボ

タンをクリックします。 

［ユーザーまたはロールの選択］ダゕログへ戻ったら、［OK］ボタンをクリックしてダゕ

ログを閉じます。 

7. 次のように、［ユーザーまたはロール］へ「sqlUser05」ユーザーが追加されていることを確

認して、「選択」権限の［許可］をチェックし、［OK］ボタンをクリックします。 

 

これで sqlUser05 ユーザーに対して、「sqlUser04.社員 view」ビューへの選択権限を「許

可」（GRANT）することができました。 

8. 設定後、sqlUser05 でログンして、ビューを参照できるかどうかを試してみましょう。ツ

ールバーの［データベース エンジン クエリ］ボタンをクリックして、sqlUser05 ログン ゕ

カウントでログンします。 

1 

2 

3 

↓

1 

2 

3 
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［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［認証］で「SQL Server 認証」を選

択し、［ログン］へ「sqlUser05」、［パスワード］へ「P@ssword」と入力して、［接続］

ボタンをクリックします。 

9. クエリ エデゖタが開いたら、次のように入力して、「sqlUser04.社員 view」テーブルを 

SELECT します。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM sqlUser04.社員view 

 

 

結果は、エラーとなり、ビューが参照できないことを確認できます。これは、「社員」テーブ

ルと「社員 view」ビューの格納されているスキーマ（前者は dbo、後者は sqlUser04）が

異なるためです。 

 

ユーザーがビューを参照できるようにするには、ビュー内で参照しているテーブルに対する選

択権限を許可（GRANT）してあげなければなりません。しかし、これではセキュリテゖ強化

（テーブルを隠す）という目的は達成できませんので、ビューを同じスキーマ内で作成してお

くことが、基本的な利用方法になります。  

2

3

1 

「dbo.社員」
テーブル

dbo.社員

sqlUser05
User X を「拒否」

権限

dbo スキーマ

「sqlUser04.社員view」
ビュー

User X を「許可」

権限

sqlUser04.社員view

「dbo.社員」テーブル
を参照するビュー

sqlUser04 スキーマ

スキーマが異なる場合は、ビューへの権限許可だけではアクセスできない
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 おわりに 

最後までこの自習書の内容を試された皆さま、いかがでしたでしょうか？  

ログン認証とオブジェクト権限は、SQL Server を利用するうえで、最も基本となる部分です。

管理者にとっても、ゕプリケーション開発者にとっても、非常に重要なものばかりですので、しっ

かりとマスターしておくことをお勧めします。 

このあとも、さらに順序立てて SQL Server を学びたいという方のために、以下の自習書を用意

していますので、ぜひチャレンジしてみてください。 

 Transact-SQL 入門 

SQL Server を操作するための独自の言語「Transact-SQL」について、詳しく学ぶことがで

きる自習書です。データ型や照合順序、関数、変数など、SQL Server を利用したゕプリケー

ションを開発する上では必須となる機能を説明しています。また、SQL Server を運用管理す

る上でも Transact-SQL を学ぶことは重要なので、運用管理者にもお勧めの自習書となって

います。 

 開発者のための Transact-SQL 応用 

Transact-SQL の応用編です。動的 SQL や、ストゕド プロシージャ、トランザクション、

エラー処理といった、応用的な Transact-SQL の利用方法を学ぶことができます。 

 バックアップと復元 

SQL Server のバックゕップと復元機能について、詳しく学ぶことができる自習書です。より

実践的な運用管理手法を学ぶことができます。 

 監視ツールの基本操作 

SQL Server でのパフォーマンス監視およびトラブル シューテゖング ツールの利用方法を

学ぶことができる自習書です。パフォーマンス チューニングに従事される方や、日々の性能

監視の仕方を学びたい方に役立つ内容となっています。 

 

 データ転送機能 ～Integration Services～ 

自習書の中でお勧めなのが、「Integration Services 入門」です。Integration Services は、SQL 

Server 同士でデータのコピーを行ったり、さまざまなデータソース（Oracle や DB2、メン フ

レームのテキスト フゔルなど）から、SQL Server へデータを取り込んだりすることができる "

データ転送" ツールです。 
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Integration Services は、いろいろな場面で役立ちますので、ぜひ自習書をダウンロードして、

実際に試してみてください。 

 データ分析機能 ～Analysis Servcies、Reporting Services～ 

自習書の中には、「Analyasis Services 入門」と「Reporting Services 入門」もあります。こ

れらはデータ分析のためのレポートやグラフを容易に作成できる機能です。 

  

 

 

メン フレーム・汎用機、
Oracle、DB2、MySQL など

Excel フゔル

Accessフゔル

テキスト フゔル

Integration Services は、データ転送・変換ツール

さまざまなデータソースとの間で
データのコピーと変換が可能！

都道府県ごとの商品売上の割合 商品区分ごとの商品売上金額 商品ごとの売上金額（飲料区分）

ゲージで目標達成率、傾向を表示
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これらも大変役立つ機能ですので、ぜひ自習書をダウンロードして、実際に試してみてください。 

 

  

区分ごとの商品売上の推移（四半期単位） ABC 分析（パレート図）

クロス集計、ABC 分析レポート レーダー

移動平均線、ボリンジャーバンド 箱ひげ、範囲グラフ

ガント チャート
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SQL Server と .NET を中心とした「コンサルテゖング サービス」と「メンタリング サービス」を提供。 

主なコンサルテゖング実績 

 9 TB データベースの物理・論理設計支援 （パーテゖショニング対応など） 

 1 秒あたり 1,000 Batch Request の ASP（ゕプリケーション サービス プロバダ）サトの 

チューニング（ピーク時の CPU 利用率 100% を 10% まで軽減） 

 高負荷テスト（ラッシュテスト）実施のためのテスト ゕプリの作成支援 

 大手流通系システムの夜間バッチ実行時間を 4 時間から 1 時間半へ短縮 

 大手ンターネット通販システムの夜間バッチ実行時間を 5 時間から 1 時間半へ短縮 

 宅配便トラッキング情報の日中バッチ実行時間を 2 時間から 5 分へ短縮 

 検索系 Web サトのチューニング（10 倍以上のパフォーマンス UP を実現） 

 10 Server によるレプリケーション環境のチューニング 

 3 TB のセキュリテゖ監査ゕプリケーションのチューニング 

 大手家電メーカーの制御系ゕプリケーション（100GB）のチューニングと運用管理設計 

 約 3,000 本のストゕド プロシージャとユーザー定義関数のチューニング 

 ASP.NET / ASP（Active Server Pages）ゕプリケーションのチューニング 

 大手ゕミューズメント企業の BI システム設計支援 

 外資系医療メーカーの Analysis Services による「販売分析」システムの設計支援 

 大手企業の Analysis Services による「財務諸表分析」システムの設計支援 

 Analysis Services OLAP キューブのパフォーマンス チューニング  etc 
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