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    １．概１．概１．概１．概    要要要要    説説説説    明明明明    

 
【試用版】と【ライセンス版】【試用版】と【ライセンス版】【試用版】と【ライセンス版】【試用版】と【ライセンス版】    
試用版試用版試用版試用版    ライセンス版ライセンス版ライセンス版ライセンス版    機能機能機能機能    開発工程開発工程開発工程開発工程    
○ ○ 対応データベース（Access MDB） 
× ○ 対応データベース（SQL Server） 全般 

２つまで 制限しない 登録システム数 
○ ○ テーブル定義書ファイルの提供 

各３つまで 制限しない 登録できるテーブル数 
× ○ テーブル定義書ファイルのメール送信 

設計 

○ ○ テーブル定義登録、インデックス登録 
○ ○ テーブルデザイン変更時のデータの自動変換 
× ○ リレーションシップ登録 
× ○ 日本語項目共通定数ファイル作成 

プログラミング 

○ ○ テストデータ登録ファイル提供 
× ○ テストデータ登録用シートの生成 テスト 

× ○ クロスリファレンス作成 保守 
※ 【試用版】は、試用期間は設定してありませんが、上表のような機能制限が設定されています。 
※ ライセンス版をご利用頂く場合は、ライセンスキーを登録する必要があります。 
※ ライセンスキーを入手するには、使用料をお支払頂くこと、および、本ソフト起動時に表示される
ライセンスキー登録画面（右図参照）のキーワードを作者に連絡する必要があります。 

※ 詳細は、Readme.txtを参照願います。 
 

 

(1)機能 全般全般全般全般    
  テーブル定義書とテーブル定義を常に一致した開発作業環境を実現します。 
設計支援設計支援設計支援設計支援    
  テーブル定義書テンプレートを提供します。（更新履歴、テーブル一覧付き） 
プログラミング支援プログラミング支援プログラミング支援プログラミング支援    
  テーブル定義書からテーブル定義を自動登録します。（インデックス設定、リレーションシップ設定を含む） 
  テーブルデザイン変更時、テーブル内データを旧デザインから新デザインへ自動変換します。 
  日本語項目名を使用した分かりやすいプログラミングをお手伝いします。 
テスト支援テスト支援テスト支援テスト支援    
  テストデータ登録／抽出用ファイル使用して、データの登録や更新結果の検証をお手伝いします。 
保守支援保守支援保守支援保守支援    
  プログラムソースの中で使用しているテーブル項目名称のクロスリファレンスを作成します。 

(2)動作環境 【ＯＳ】Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 
【必須アプリケーション】Excel2000以降、ActiveX Data Object 2.1ライブラリ 

(3)対象データベース ・SQL Server 7.0以降 
・Access MDB / MSDE （Access2000以降） 

(4)使用言語 ・VB 6.0、Excel VBA、Access VBA、ASP 
但し、共通定数ファイルを使わない場合は、言語の制約は受けません。 

(5)その他 ・ データベースは、サーバー、クライアントのどちらに設置しても対応可能です。 
・ Access MDBを使ってシステムを構築する場合、AccessアプリケーションがインストールされているＰＣでＭＤＢファイルを作成し、サーバーに複写することもできます。（サー
バーに Accessアプリケーションがインストールされていなくても構いません） 
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2. 画面遷移画面遷移画面遷移画面遷移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツールバー 
テーブル定義登録 テーブル選択へ戻る 

システムの選択システムの選択システムの選択システムの選択 
 
「新規」または、既存のシス
テムを選択します。 

システムの追加システムの追加システムの追加システムの追加 
 
「新規」システムを登録しま
す。 
・使用するデータベース 
・環境設定 
 
「新規」システム用の DB定
義書ファイルが用意されま
す。 

テーブルの選択テーブルの選択テーブルの選択テーブルの選択 
 
「新規」または、変更するテ
ーブルを選択します。 
 
 
 
【補助機能】【補助機能】【補助機能】【補助機能】 
定数ファイル作成 
テストデータ登録用フ
ァイル作成 
リレーションシップの
データベース登録 
クロスリファレンス作
成 
ＤＢ定義書をメール送
信 

テーブルの追加テーブルの追加テーブルの追加テーブルの追加 
 
「新規」テーブルのテーブル
定義書を作成します。 
 

変更 

テーブル選択 

新規 
次へ 

追加 

テーブル定義書変更 

テ
｜
ブ
ル
定
義
書
作
成 

テーブル定義書の内容に従って、デー
タベースのテーブルを登録します。
（CREATE TABLEの実行） 
既にデータが入っているテーブルに
ついては、旧デザインから新デザイン
へデータが自動変換されます。 

システムの追加へ 
次へ 

追加 変更 削除 

テーブル選択へ 

システムの環境変更システムの環境変更システムの環境変更システムの環境変更 
 
システムを環境を変更しま
す。 
・環境設定 
 

環境変更へ 

次へ 次へ 

本図は、ライセンス版の説明です。 
試用版をご利用する場合は、概要説明のページを参
照し、機能制限部分を除いて読んでください。 
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3.3.3.3.    システムシステムシステムシステムの選択の選択の選択の選択    

 
 
【システムの追加へ】    「システムの追加」画面に移動します。 
 
【システム環境設定変更へ】 既存のシステムの環境を変更する画面に移動します。 
 
【システム本番運用設定】  システムの本番運用開始時に本番運用設定をします。 
 
【テーブル選択へ】     テーブル選択の画面に移動します。 
 
【終了】          本ソフトを終了します。（Ｅｘｃｅｌ終了） 

 
    

 
通常、データベースシステムを構築する場合、「○○○管理システム」のように名前をつけます。 
ここでいう「システム名」とは、そのデータベースシステムにつけた名前をいいます。 
当然、他のデータベースシステムと同じ名前はつけられません。 
本システムを最初に起動した時には、本システムで管理しているデータベースシステムは存在しま
せんから、「システム名」のボックスの中には、“（新規）”が表示されています。 

 
本システムを使って、データベースシステムを構築（作業中を含む）した場合は、本システムを終
了する前の状態（作業中を含む）のシステム名が表示されます。 

 
システム名のボックスの中に、既存のシステム名が表示されていても、右端の▼をクリックして、
“（新規）”を選択することも可能です。 

 
システム名が“（新規）”の場合、【システムの追加へ】ボタンが有効になります。 

 
既存のシステム名を選択した場合、【システム環境設定変更へ】ボタンと【テーブル選択へ】ボタン
が有効になります。 

 
「システム本番運用設定」は、本番運用が開始後、誤って本ソフトを動かしてテーブルを壊してし
まわないようにするためのものです。 
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4.4.4.4.    システムの追加システムの追加システムの追加システムの追加    

 
 
 【戻る】  「システムの選択」画面に戻ります。 
 
 【確認】  実際にデータベースに接続します。 

接続できると、【次へ】ボタンが有効になります。 
 
 【次へ】  「テーブルの選択」画面に移動します。 

 
この画面で、データベースシステムのシステム名やその環境を設定します。 
「システム名」の左側のボックスは、システム番号です。 
（「システム番号」は本ソフトで管理しているものでフォルダ名として使われます。） 
「ＤＢ定義書の置き場所」： 

サーバーに置く場合：「¥¥サーバー名¥共有フォルダ名」を指定してください 
クライアントに置く場合：「参照」ボタンでフォルダを指定してください。 
（デフォルトは、本ソフトが保存されているフォルダ名が表示されます） 

データベースシステムの環境として、データベースの種類を選択します。 
  →「SQL Server」or「Access MDB」のどちらかになります。 
  →「MSDE」を使用する場合は、「SQL Server」を選択してください。 

 
データベースの種類に応じて、データベース接続のパラメータを設定します。 

 
この作業以前に、データベースの器だけは、作成しておく必要があります。 

  →「SQL Server」の場合は、ODBC 設定まで行っておいてください。 
  →「Access MDB」の場合は、空の MDB ファイルを作成しておいてください。 
 
データベース接続パラメータの種類 

 
 (1)プロバイダ : 
 (2)データベース名 :「SQL Server」:ODBC に設定した名前 

：「AccessMDB」：ファイル名（フルパス） 
 (3)ユーザー名 : ODBC に設定したユーザーID 
 (4)パスワード : ODBC に設定したパスワード 
 (5)サーバー名 : データベースがローカル環境にある場合は、指定不要です。 
 
【確認】をクリックして、データベースに接続するテストを行ってください。 
データベースに接続した結果が画面の下側に表示されます。 

 
データベースに正常に接続されると、【次へ】ボタンが有効になります。 

 
【次へ】をクリックすると、システム番号をフォルダ名とするサブフォルダが作成されます。 
そのサブフォルダ内に、次のファイルが作成されます。 

 
(1) DBTEIGI.xls ： 
データベースの仕様書となる「テーブル定義書」ファイルです。 

(2) DBDATA.xls ： 
テストデータをテーブルに登録するための EXCEL ファイルです。 

   1 シート／1テーブルとなっています。 
   項目名および属性がシートの先頭行に自動配置されます。 
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5.5.5.5.    システムの環境設定変更システムの環境設定変更システムの環境設定変更システムの環境設定変更    

 
 
 【戻る】  「システムの選択」画面に戻ります。 
 
 【確認】  実際にデータベースに接続します。 

接続できると、【次へ】ボタンが有効になります。 
 
 【次へ】  「テーブルの選択」画面に移動します。  

 
この画面で、データベースシステムの環境設定の変更を行います。 
「システム番号」は、変更できません。 

 
データベースの種類は変更できません。 

 
データベース接続パラメータの種類（変更可能なパラメータ） 

 
 (1)プロバイダ : 
 (2)データベース名 :「SQL Server」:ODBC に設定した名前 

：「AccessMDB」：ファイル名（フルパス） 
 (3)ユーザー名 : ODBC に設定したユーザーID 
 (4)パスワード : ODBC に設定したパスワード 
 (5)サーバー名 : データベースがローカル環境にある場合は、指定不要です。 
 
【確認】をクリックして、データベースに接続するテストを行ってください。 

 
データベースに接続した結果が画面の下側に表示されます。 

 
データベースに正常に接続されると、【次へ】ボタンが有効になります。 
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6.6.6.6.    テーブルの選択テーブルの選択テーブルの選択テーブルの選択    

 
 
 【追加】   このボタンは、テーブル名が”(新規)”の場合、有効になります。 
        このボタンをクリックすると、テーブルの追加画面に移動します。 
 
 【変更】   このボタンは、既存のテーブル名が選択された場合、有効になります。 
        このボタンをクリックすると、テーブル名のシートが表示され、シートの編集が可能になり

ます。同時に「ツールバー」も表示されます。 
       「テーブル定義書（シート）の内容」のページを参照願います。 
 
 【削除】  このボタンは、既存のテーブル名が選択された場合、有効になります。 
             このボタンをクリックすると、テーブル名のシートが削除されます。 
       データベースの中からテーブルも削除されますので、使用上は注意してください。 

 
【送信先】 DBTEIGI.xls をメール送信する送信先（グループとして登録した送信先を指定します。） 
 
【「ＤＢ定義書」を保存して終了】 

このボタンをクリックすると、「DBTEIGI.xls」を上書き保存し終了します。（Excel 終了） 

 
この画面では、DBTEIGI.xls の中へ、「テーブル定義書（シート）を追加する」または、「既存のテーブ
ル定義書を変更する」を選択します。 
システムを新規追加した場合は、テーブル名の欄には”（新規）”が表示されています。 
既存のシステムを選択した場合は、テーブル名欄は空白です。右端の▼をクリックして、表示される
テーブルを選択してください。 

 
【補助機能【補助機能【補助機能【補助機能[[[[一括処理一括処理一括処理一括処理]]]]】の説明】の説明】の説明】の説明    
                    ※【試用版】では、使用できません。 

■「言語に対応した定数定義ファイル作成」■「言語に対応した定数定義ファイル作成」■「言語に対応した定数定義ファイル作成」■「言語に対応した定数定義ファイル作成」    
  「定数定義ファイル」とは、テーブルのフィールド名を使ってコーディングするのではなく、 

日本語の項目名を使ってコーディングするための、共通定数ファイルです。 
   

例. VB, ExcelVBA の場合 
      Public Const 生年月日 As String = “birthday” 
            
         テーブル操作コード 
      MyRecSet.Fields(生年月日).Value 
 
※ 作成されるファイル 
作成される場所：システム番号フォルダ 
VB 6.0,ExcelVBA の場合:Tblconst.bas (Public Const xxxx ) 
Access VBA の場合   :Tblconst.bas (Public Const xxxx ) 
ASP の場合             :Tblconst.asp (Const xxxx ) 
 

■「テストデータ登録用ファイル作成」■「テストデータ登録用ファイル作成」■「テストデータ登録用ファイル作成」■「テストデータ登録用ファイル作成」 
  「テストデータ登録用ファイル」とは、シートに項目名、フィールド名などを横に並べてある 

ファイルです。（付属のマクロでテストデータをテーブルに登録することができます。） 
テーブルの項目名の増減（仕様変更）した場合、シートの項目名が自動で作成されます。 
途中にフィールドが挿入された場合、シートの項目名もシフトされます。 
 

■「リレーションシップのデータベース登録」■「リレーションシップのデータベース登録」■「リレーションシップのデータベース登録」■「リレーションシップのデータベース登録」 
  「DBTEIGI.xls」の中の「テーブル定義書」に記述した外部キーのデータに基づき、データベースにリ

レーションシップを登録します。同時に「リレーションシップ一覧表」（シート）も作成（既存のリレ
ーションシップ一覧表は置き換え）されます。 

 
■「クロスリファレンス作成」■「クロスリファレンス作成」■「クロスリファレンス作成」■「クロスリファレンス作成」    
  「ソースファイル」を解析して、中で使用している「テーブル項目名称」のクロスリファレンスを作

成します。ExceVBA,AccessVBA の場合は、予め解析するモジュールをエクスポートしておいてください。 
 
■「ＤＢ定義書をメールで送信」■「ＤＢ定義書をメールで送信」■「ＤＢ定義書をメールで送信」■「ＤＢ定義書をメールで送信」 
  更新した「ＤＢ定義書ファイル」を添付ファイルで関係者にメール送信するための、送信画面が表示

されます。宛先、タイトル、本文は適宜追加記述してください。    
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7.7.7.7.    テーブルの追加テーブルの追加テーブルの追加テーブルの追加    

 
 
 【戻る】   テーブルの選択画面に戻ります。 
 
 【クリア】  入力内容がクリアされます。 
 
 【登録】   入力された内容で新しいテーブル定義書（シート）が作成されます。 
        追加されたシートが表示されますので、フィールドを定義します。 
        同時にツールバーも表示されます。 
        シートの編集説明のページ参照願います。 
 
 

 
この画面は、新しいテーブルを追加する画面です。 

 
「テーブル名称」はシート名にも使っています。 

 
「テーブル名」は、データベースの登録する名前です。 

 
「接頭」の用途 

 
(1) SQL 文で２つ以上のテーブルを結合する際の識別として使用します。 

 
例。 
SELECT + FROM syain As T01, buka as T02 

 
(2) クロスリファレンス作成時のキーワードとして使用されます。 

 
※ クロスリファレンスの例 

 
 
「用途」は、テーブルデータの目的を指定します。（複数チェック可能です。） 

 
「概要説明」は、テーブルの説明です。 
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8.8.8.8.    ツールバーの説明ツールバーの説明ツールバーの説明ツールバーの説明    
 

 

「シート」 
  シート切替用のコンボボックスです。（編集対象シート、一覧、更新履歴、データ型、リレーションシップが選択可能です） 
「テーブル定義登録」 
現在表示のシートのテーブル定義内容に基づいて、データベースのテーブル定義を登録します。 
登録が正常に終了すると、テーブル定義書（シート）の「タイトル」と書かれているセルの背景色がマジェンタ色マジェンタ色マジェンタ色マジェンタ色に変更されます。 

  テーブルにデータが存在する場合は、旧テーブルデータを新テーブルデザインに自動変換します。 
※ インデックスも登録されます。 
※ この時点で設定されているリレーションシップは、一旦解除され復元処理が実行されます。テーブル定義の内容が間違っていた場合は、復元時にエラーになります。 
※ エラーになった場合は、修正後、補助機能の「リレーションシップのデータベース登録」を実行してください。 
※ ただし、フィールド名の変更や項目を削除した場合は、必ずテーブル内のフィールド名の変更や項目を削除した場合は、必ずテーブル内のフィールド名の変更や項目を削除した場合は、必ずテーブル内のフィールド名の変更や項目を削除した場合は、必ずテーブル内のデータを削除データを削除データを削除データを削除してから実行してください。 

データが存在する場合にこの処理を実行しても実行前の状態に戻ってしまいます。（フィールド名と項目名は一緒に変更してください） 
なお、テーブル内のデータの抽出、データの削除および再登録は、『テストデータ登録ファイルの概要テストデータ登録ファイルの概要テストデータ登録ファイルの概要テストデータ登録ファイルの概要』を参照ください。 

「シートの印刷」 
  現在表示のシートを印刷します。 

印刷プレビュー画面が表示されますので、内容を確認頂き、「印刷」ボタンで印刷してください。 
なお、ページ設定の内容を修正する必要な場合は、「設定」ボタンを押して適宜修正してください。 
初回時はページ設定処理が実行されるので、処理時間が掛かります。（砂時計の時間が長い） 
「テーブル定義」シートは A３横の用紙が設定されますので、Ａ３用紙が使えないプリンタでは、プリンタのプロパティでＡ４に縮小するように設定してください。 
「テーブル選択の戻る」 

  テーブルの選択画面に戻ります。 
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9.9.9.9.    ＤＢ定義書ファイルの構成ＤＢ定義書ファイルの構成ＤＢ定義書ファイルの構成ＤＢ定義書ファイルの構成    (DBTEIGI.xls)(DBTEIGI.xls)(DBTEIGI.xls)(DBTEIGI.xls)    
シート名シート名シート名シート名            ※各シートには、パスワードによる保護が設定されています。本ソフトで操作する場合は、パスワード入力不要です。※各シートには、パスワードによる保護が設定されています。本ソフトで操作する場合は、パスワード入力不要です。※各シートには、パスワードによる保護が設定されています。本ソフトで操作する場合は、パスワード入力不要です。※各シートには、パスワードによる保護が設定されています。本ソフトで操作する場合は、パスワード入力不要です。    
① 一覧            テーブル定義書シートの目次に相当するものです。本ソフトで作成します。 
② 更新履歴          テーブル定義書の更新記録です。内容を変更／修正したときに記入してください。 
③ リレーションシップ一覧表  リレーションシップの一覧表です。本ソフトで作成します。 
④ データ型          データ型の一覧表です。テーブル定義書のデータ型の入力規則のリストとして使います。 
⑤ テーブル定義書       テーブルの項目の定義をするシートです。テーブルの個数分のシートが作成されます。 

10.10.10.10.    テーブル定義書（シート）の内容テーブル定義書（シート）の内容テーブル定義書（シート）の内容テーブル定義書（シート）の内容    （（（（AcAcAcAccess MDBcess MDBcess MDBcess MDB の例）の例）の例）の例）    

項目定義欄（行）は自由に追加することができます。 
「データ型」列は、入力規則が設定されています。使用するデータベースの種類に対応したデータ型のリストから選択することができます。（「データ型の説明」参照） 
「既定値」列は、データベースが SQL Serverのみ記入可能です。（記入する場合は「０」or「SPACE」を指定してください。） 
「索引」列は、入力規則（リスト）が設定されています。「PKEY」の場合は、リストから選択できます。「PKEY」以外は、任煮の INDEX名を入力可能です。 
「重複」列、INDEX設定する場合に指定します。入力規則（リスト）が設定されています。「不可」の場合、リストから選択できます。 
「NULL」列は、入力規則（リスト）が設定されています。「不可」をリストから選択できます。 
「外部キー」は、リレーションシップ設定する場合の「親側」の情報です。ここに入力したデータは、補助機能の「リレーションシップのデータベース登録」で登録されます。 
「外部キー：テーブル名称」列は、テーブル名称を指定します。入力規則（テーブル名称リスト）が設定されています。 
「外部キー：項目名称」列は、項目名称を指定します。外部キーのテーブル名を選択すると入力規則（項目名称リスト）が設定されます。 
「CHECK制約」列は、データ登録時の制約を設定します。具体的には、セルのコメントで入力します。コメント枠は自動的に作成されます。（Access MDBでは使用できません。) 
「備考」列は、当該項目の説明を入力します。 
「INDEX」列、仕様変更の際の版数を入力します。「更新履歴」シートの INDEXに対応しています。 

プライマリーキーとインデックスキーの指定例プライマリーキーとインデックスキーの指定例プライマリーキーとインデックスキーの指定例プライマリーキーとインデックスキーの指定例    
        テーブル名：テーブル名：テーブル名：テーブル名：tbl1tbl1tbl1tbl1        単一項単一項単一項単一項目をインデックッスキーにする場合目をインデックッスキーにする場合目をインデックッスキーにする場合目をインデックッスキーにする場合    
フィールド名 索引 重複 作成されるコード 
f1 PKEY  
f2 PKEY  

CONSTRAINT PK_f1 PRIMARY KEY(f1,f2) 

f3 f3 不可 CREATE UNIQUE INDEX f3 ON tbl1(f3) 
f4    

 
        テーブル名：テーブル名：テーブル名：テーブル名：tbl1tbl1tbl1tbl1        複数項目をインデックッスキーにする場合複数項目をインデックッスキーにする場合複数項目をインデックッスキーにする場合複数項目をインデックッスキーにする場合    
フィールド名 索引 重複 作成されるコード 
f1 PKEY  
f2 PKEY  

CONSTRAINT PK_f1 PRIMARY KEY(f1,f2) 

f3 f3 不可 
f4 f3  

CREATE UNIQUE INDEX f3 ON tbl1(f3,f4) 
 

外部キーの指定例（イメージ）外部キーの指定例（イメージ）外部キーの指定例（イメージ）外部キーの指定例（イメージ）    
        テーブル名：テーブル名：テーブル名：テーブル名：jmstjmstjmstjmst                ※課マスタ=kmst 課コード=kcd    

外部キー 
フィールド名 ﾃｰﾌﾞﾙ名称 項目名称 作成されるコード 
f1    
f2    
f3    
kubun 
 

課マスタ 
 

課コード 
 

ALTER TABLE jmst ADD CONSTRAINT kmstjmst 
FOREIGN KEY (kubun) REFERENCES kmst(kcd) 

CHECKCHECKCHECKCHECK制約の指定例制約の指定例制約の指定例制約の指定例    （（（（Access MDBAccess MDBAccess MDBAccess MDB 以外）以外）以外）以外）    

     

規定値の設定および既定値も含
めた CHECK 条件を指定する必
要があります。 
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11.11.11.11.データ型の説明データ型の説明データ型の説明データ型の説明    

 

「テーブル定義書」(シート)の「データ型」の列には、リスト形式の入力規則が設定されています。（左図参照） 
入力規則のリストは、「データ型」シートのＡ列にリンクしています。 
参照元である「データ型」シートのデータ型の順序を手操作で並び替えることにより、常時使用するデータ型を上の方に配置することができ、使いやすくなります。 
デフォルトは、データ型の昇順（ＡＢＣ順）になっています。 
なお、「DBTEIGI.xls」を単体で開いた時には、入力規則が設定されていません。    

    
12.12.12.12.データ型と長さについてデータ型と長さについてデータ型と長さについてデータ型と長さについて    
「データ型」シートの内容「データ型」シートの内容「データ型」シートの内容「データ型」シートの内容        
(Acess MDB(Acess MDB(Acess MDB(Acess MDB の例の例の例の例))))    

    

テーブル定義書の記述例テーブル定義書の記述例テーブル定義書の記述例テーブル定義書の記述例    
(Acess MDB(Acess MDB(Acess MDB(Acess MDB の例の例の例の例))))    

    

    
「データ型」シートの「桁数指定」欄が「n」または「n,m」となっているデータ型を選択した場合、「テーブル定義書」の「長さ」を 
指定する必要があります。（左図の「テーブル定義書の記述例」を参照） 
※ 「n,m」は、n:整数部分、m：小数点以下の桁数を意味します。 

 
「データ型」シートのバイト数を参考に、「テーブル定義書」の「バイト」に入力してください。 

 
「データ型」シートの右側にデータ型の説明がありますので、参考にしてください。 

 
AccessMDB の場合、「OLE Object 型」「ハイパーリンク型」は、サポートしていません。（指定不可） 
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13.13.13.13.    リレーションシップ一覧表（シート）の内容リレーションシップ一覧表（シート）の内容リレーションシップ一覧表（シート）の内容リレーションシップ一覧表（シート）の内容    

 

 
補助機能の中の「リレーションシップのデータベース登録」で、同時に作成されます。 
なお、この一覧表は、常に上書き作成になります。 

 
14.14.14.14.    一覧（シート）の内容一覧（シート）の内容一覧（シート）の内容一覧（シート）の内容    

ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名
DB定義書.xls

NoNoNoNo シート名シート名シート名シート名 接頭接頭接頭接頭 テーブル名称テーブル名称テーブル名称テーブル名称 テーブル名（英字）テーブル名（英字）テーブル名（英字）テーブル名（英字） ﾚｺｰﾄﾞ長ﾚｺｰﾄﾞ長ﾚｺｰﾄﾞ長ﾚｺｰﾄﾞ長 更新日更新日更新日更新日 ﾚｺｰﾄﾞ件数ﾚｺｰﾄﾞ件数ﾚｺｰﾄﾞ件数ﾚｺｰﾄﾞ件数 容量概算容量概算容量概算容量概算 MTZLMTZLMTZLMTZL 説　明説　明説　明説　明

1 社員 syain 社員 syain 54 2004/03/14 100 5.4KB M   社員の名簿マスタ

2 商品 syohin 商品 syohin 70 2004/03/14 100 7KB M   商品マスタ

3 商品区分 kbn 商品区分 skubun 14 2004/03/14 100 1.4KB M   商品を種類別に分類するマスタ

ﾀｲﾄﾙﾀｲﾄﾙﾀｲﾄﾙﾀｲﾄﾙ サンプルシステムテーブル定義書サンプルシステムテーブル定義書サンプルシステムテーブル定義書サンプルシステムテーブル定義書

 
シート名列以外の列には、数式が設定されています。テーブルの追加で自動登録されます。 
「MTZL」列は、テーブルの用途に対応しています。テーブル定義書（シート）でチェックしたところの文字が表示されます。 
「サンプル」文字列部分は、「システムの追加」画面で入力したシステム名が適用されます。 

 
15.15.15.15.    更新履歴（シート）の内容更新履歴（シート）の内容更新履歴（シート）の内容更新履歴（シート）の内容    

INDEXINDEXINDEXINDEX 更新日更新日更新日更新日 仕様変更内容仕様変更内容仕様変更内容仕様変更内容 関係するテーブル名など関係するテーブル名など関係するテーブル名など関係するテーブル名など 作成者作成者作成者作成者 確認者確認者確認者確認者
新規作成

更新履歴更新履歴更新履歴更新履歴

 
このシートは、本ソフトでは更新いたしませんので、手作業で更新してください。 
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16.16.16.16.    テストデータ登録ファイルの概要テストデータ登録ファイルの概要テストデータ登録ファイルの概要テストデータ登録ファイルの概要    （（（（DBDATA.XLSDBDATA.XLSDBDATA.XLSDBDATA.XLS））））        
【ファイルの構成】【ファイルの構成】【ファイルの構成】【ファイルの構成】    
(1) シート 

① 目次    各テーブルに対応したシートにジャンプできます。 
② 接続設定  データベースの接続するパラメータが格納されています。このシートは非表示になっています。 
③ データシート 各テーブルに対応したシートで、シート名はテーブル名称になっています。シートデザインは次項参照ください。 

(2) マクロ  （ツールバーに表示されるマクロが登録されています。） 
① データ抽出 データベースのテーブルからデータをアクティブシートに取り込みます。更新テストの結果を検証する時に便利です。 
② テータ削除 テーブル内のデータを削除します。 
③ データ登録 アクティブシートのデータをテーブルに登録します。   

【ツールバー】【ツールバー】【ツールバー】【ツールバー】    

    

 【データ抽出時のテストケース設定画面】【データ抽出時のテストケース設定画面】【データ抽出時のテストケース設定画面】【データ抽出時のテストケース設定画面】    

 
【データシートのデザイン】【データシートのデザイン】【データシートのデザイン】【データシートのデザイン】    
(例) 

  
１行目 Ｂ列   テーブル名が設定されています。 (※このセルの値は、変更しないようにしてください。) 
２行目 Ｂ列以右 項目名称が格納されています。 （※太字は、PRIMARY KEY 項目です。赤字は、テーブル定義書で項目名称を変更 or 削除した項目です。） 
３行目 Ｂ列以右 フィールド名が格納されています。 
４行目 Ｂ列以右 データ型が格納されています。（テストデータ作成時に参考にお使いください。） 
５行目 Ｂ列以右 長さが格納されています。（テストデータ作成時の参考にお使いください。） 
６行目 Ｂ列以右 ＮＵＬＬ許可有無が格納されています。（テストデータ作成時の参考にお使いください。） 
７行目 以降   テストデータを入力、または、抽出する領域です。 

【「テストデータ登録ファイル作成」処理後の確認】【「テストデータ登録ファイル作成」処理後の確認】【「テストデータ登録ファイル作成」処理後の確認】【「テストデータ登録ファイル作成」処理後の確認】    
テーブル定義書の項目名称とデータシート側の項目名称を照合しています。 
テーブル定義書で項目名称を変更した場合、上の例にあるような形に変換されます。 
項目名称が赤字の項目は、７行目以降にあるテストデータを然るべき列に移した後で、この列を削除してください。 
※テーブルにデータを登録する際、余計なデータが存在するとフィールド数とデータ項目数が不一致となり登録ができなくなります。 

【テーブルからデータ抽出する場合の注意】【テーブルからデータ抽出する場合の注意】【テーブルからデータ抽出する場合の注意】【テーブルからデータ抽出する場合の注意】    
データシートには追加モードで書き出されますので、不要データは予め削除しておいてください。 
抽出の都度、テストケース名や抽出したデータの文字色を指定することができます。テストケース名は、データシートのＡ列に表示されます。 

【データシートの使い方】【データシートの使い方】【データシートの使い方】【データシートの使い方】    
テストデータ入力や更新結果確認の際、７行目にウィンドウの固定を設定したり、不要列を非表示すると効果的な使い方ができます。 
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17.17.17.17.    定数ファイルの組み込み方法定数ファイルの組み込み方法定数ファイルの組み込み方法定数ファイルの組み込み方法    
 VB6.0 の場合 「Tblconst.bas」ファイルをターゲットのプロジェクトフォルダに移します。 

Visual Basic (6.0)でプロジェクトを開きます。 
「標準モジュールの追加」「既存ファイル」を選択し、「tblconst.bas」を指定します。 
プロジェクトを上書き保存します。 

 ExcelVBA の場合 ターゲットの xls ファイルを開きます。 
「ツール」「マクロ」から「Visual Basic Editor」を開きます。 
「ファイル」「ファイルのインポート」で「tblconst.bas」を指定します。 
ターゲットの xls ファイルを上書き保存します。 

 AccessVBA の場合 ターゲット MDB ファイルを開きます。 
「ツール」「マクロ」から「Visual Basic Editor」を開きます。 
「ファイル」「ファイルのインポート」で「tblconst.bas」を指定します。 
ターゲット MDB ファイルを上書き保存します。 

 ASP(VBScript)の場合 「tblconst.asp」ファイルをプロジェクトフォルダに移します。 
ターゲット ASP ファイルに、次のようなコードを挿入します。 
 
 <!-- #include file=”tblconst.asp” -  
 
 ※全角文字変数を VBScript 内で使用する場合、”[“ “]”で括る必要があります。 

 定数ファイルのサンプル Tblconst.bas の例 

 

Tblconst.asp の例 

 

 特記事項 項目名称は、上記のとおり定数名として使われます。 
一部の文字（下記）は、定数名として使用できないため、全て、半角の「_」（アンダーバー）に変換されます。 
 全角文字 ”（”,” ）“,”・”,半角文字”(”,”)”,”-” 

 



Page：14 

18.18.18.18.    クロスリファレンス作成時の注意事項クロスリファレンス作成時の注意事項クロスリファレンス作成時の注意事項クロスリファレンス作成時の注意事項 
ExcelVBA,AccessVBA でプログラムを作成している場合は、モジュールをエクスポートしておいてください。 
下図のように、一度に複数のソースファイルを選択することができます。 
クロスリファレンスが新しいブックに作成されます。 
なお、指定によりプログラム別にシートを分けて作成することも可能です。シート名は拡張子を除いたファイル名（＝モジュール名）となります。 
「Option Explicit」がないとクロスリファレンスは作成されません。（コーディング時には必ず「Option Explicit」を指定してください。） 

    

    
「ファイルの種類」：「ファイルの種類」：「ファイルの種類」：「ファイルの種類」：****.frm,*.bas,*.asp.frm,*.bas,*.asp.frm,*.bas,*.asp.frm,*.bas,*.asp    

作成されるクロスリファレンスデータの例作成されるクロスリファレンスデータの例作成されるクロスリファレンスデータの例作成されるクロスリファレンスデータの例    

 
全てのプログラムに関するデータを１シートに作成した場合は、オートフィルタを使用することで、項目
がどのプログラムで参照／更新されているか簡単に把握することが可能になります。 
プログラム別に分割したシートにデータを作成した場合は、1 行目にプログラム（ファイル）の「最終更
新日：時刻」が表示され、上記のデータは２行目からの表示になります。 
「No」欄は、「Option Explicit」行からの相対行番号です。 
「R/W」欄：R:参照系；W:更新系を表しています。 
上図には表示されていませんが、右側に項目名称が存在する「コードデータ」中の先頭桁位置と長さ（文
字数）のデータも記録されています。 

クロスリファレンスデータのファイルは、「DBTEIGI.xls」などが入っているフォルダ内に、「CrossData.xlsCrossData.xlsCrossData.xlsCrossData.xls」
という名前で作成（または、置き換え）されます。    
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19.19.19.19.    付録付録付録付録    運用形態について運用形態について運用形態について運用形態について    
データベースシステムは、プロジェクトで開発するのが一般的ですが、同一企業内のメンバーで構成することも、プログラムを外注委託するようなの外部のメンバーも含めることもあると思いますが、その運用
形態でファイルの持ち方が異なります。 
同一企業内のプロジェクトメンバーで開発する場合、本ソフトを全員で使用するとデータベース管理者不在のような状態になるので、プロジェクト管理者が本ソフト使用者を限定することをお薦めします。また、
外部委託する場合は、各々の環境でテスト用データベースが存在するため、各々に本ソフトを配置することになります。 
以下に、運用形態に対応したファイルの持ち方を図示します。 
 
[[[[同一企業内の同一企業内の同一企業内の同一企業内の LANLANLANLAN 環境で開発する場合環境で開発する場合環境で開発する場合環境で開発する場合]]]]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[[[[外部を含めた環境で開発する場合外部を含めた環境で開発する場合外部を含めた環境で開発する場合外部を含めた環境で開発する場合]]]]    

 
 
 

サーバー 

DBTEIGI.XLS 
DBDATA.XLS 

共有フォルダ 

ｸﾗｲｱﾝﾄ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｸﾗｲｱﾝﾄ 
プログラマ プログラマ SE PJ管理者 

xlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xls    
    

 

サーバー 

DBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLS 
DBDATA.XLS 

共有フォルダ 

ｸﾗｲｱﾝﾄ 
PJ管理者 

xlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xls    
    

 

外部委託先外部委託先外部委託先外部委託先    

DBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLS    
DBDATA.XLS 

xlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xlsxlsDbsetup.xls    
    

 

メールメールメールメールなどなどなどなど

※※※※DBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSDBTEIGI.XLSだけ、メールで送信するなどで対応できます。だけ、メールで送信するなどで対応できます。だけ、メールで送信するなどで対応できます。だけ、メールで送信するなどで対応できます。    


