
令和３年度 静岡県障害者技能競技大会（アビリンピック） 

データベース（Access）競技課題 

 

課題 

＜想定＞アビリン電子株式会社清水工場から従来エクセルで管理していた生産管理業務

をデータベース化する依頼があった。 

 

下記の課題１から課題１８の指示に従って新しいデータベースを作成しなさい。 

作成するオブジェクトの名前は以降の課題で指示されている名前で保存しなさい。 

新しいデータベースのファイル名は「生産支援システム.accdb」としなさい。 

なお、各課題で指定がない部分に関しては各選手の判断で構築すること。 

 

課題１  部品を管理するためのテーブル「T_部品」の作成 

課題２  部品の製造元を管理するためのテーブル「T_製造元」の作成 

課題３  商品を管理するためのテーブル「T_商品」の作成 

課題４  商品の部品構成を管理するためのテーブル「T_商品別部品構成」の作成 

課題５  顧客を管理するテーブル「T_顧客」の作成 

課題６  受注を管理するテーブル「T_受注」の作成 

課題７  商品別の部品構成の明細を表示するクエリ「Q_商品別部品構成明細」の作成 

課題８  発注が必要な部品の一覧を表示するクエリ「Q_発注必要部品」の作成 

課題９ 受注明細を表示するクエリ「Q_受注明細」の作成 

課題１０ 月別の商品売上を集計するクエリ「Q_月別商品売上」の作成 

課題１１ 部品を登録・編集するフォーム「F_部品」の作成 

課題１２ CSV形式の顧客データを「T_顧客」テーブルに一括登録するフォーム「F_顧客

インポート」の作成 

課題１３ CSV形式の受注データを「T_受注」テーブルに一括登録するフォーム「F_受注

インポート」の作成 

課題１４ 商品別の部品構成の明細を表示するフォーム「F_商品別部品構成」の作成 

課題１５ 発注が必要な部品の一覧を出力するレポート「R_発注必要部品」の作成 

課題１６ 月別の商品売上を出力するレポート「R_月別商品売上」の作成 

課題１７ 操作メニューフォーム「F_操作メニュー」の作成 

 

 

 

 

 



課題仕様 

課題１ 部品を管理するためのテーブル「T_部品」の作成 

(1) 「部品.csv」のデータをインポートし、以下の設定でテーブル化しなさい。 

① 部品コード  オートナンバー型   フィールドサイズ：長整数型 

② 部品名   短いテキスト     フィールドサイズ：200 

③ 製造元コード  長整数型 

④ 単価   通貨型 

⑤ 在庫数   長整数型 

(2) 適切なフィールドに主キーを設定しなさい。 

 

課題２ 部品の製造元を管理するためのテーブル「T_製造元」の作成 

(1) 「製造元.csv」のデータをインポートし、以下の設定でテーブル化しなさい。 

① 製造元コード  オートナンバー型   フィールドサイズ：長整数型 

② 製造元名  短いテキスト    フィールドサイズ：40 

③ 郵便番号  短いテキスト     フィールドサイズ：7 

④ 都道府県  短いテキスト     フィールドサイズ：8 

⑤ 住所１   短いテキスト     フィールドサイズ：255 

⑥ 住所２   短いテキスト     フィールドサイズ：255 

⑦ 担当者所属部署  短いテキスト     フィールドサイズ：40 

⑧ 担当者名  短いテキスト     フィールドサイズ：40 

(2) 郵便番号を入力したら、都道府県名は「都道府県」フィールドに、市町村以下の住所

は「住所１」フィールドに表示されるようにしなさい。 

(3) 適切なフィールドに主キーを設定しなさい。 

 

課題３ 商品を管理するためのテーブル「T_商品」の作成 

(1) 「商品.csv」のデータをインポートし、以下の設定でテーブル化しなさい。 

① 商品コード  オートナンバー型   フィールドサイズ：長整数型 

② 商品名   短いテキスト     フィールドサイズ：40 

③ 単価   通貨型 

④ 在庫数   長整数型 

(2) 適切なフィールドに主キーを設定しなさい。 

 

 

 

 

 



課題４ 商品の部品構成を管理するためのテーブル「T_商品別部品構成」の作成 

(1) 「商品別部品構成.csv」のデータをインポートし、以下の設定でテーブル化しなさい。 

① 商品コード  長整数型 

② 部品コード  長整数型 

③ 数量   長整数型 

(2) 適切なフィールドに主キーを設定しなさい。 

 

課題５ 顧客を管理するテーブル「T_顧客」の作成 

(1) 「顧客.csv」のデータをインポートし、以下の設定でテーブル化しなさい。 

① 顧客コード  オートナンバー型   フィールドサイズ：長整数型 

② 顧客名   短いテキスト    フィールドサイズ：40 

③ ふりがな  短いテキスト     フィールドサイズ：80 

④ 郵便番号  短いテキスト     フィールドサイズ：7 

⑤ 都道府県  短いテキスト     フィールドサイズ：8 

⑥ 住所１   短いテキスト     フィールドサイズ：255 

⑦ 住所２   短いテキスト    フィールドサイズ：255 

⑧ 電話番号  短いテキスト     フィールドサイズ：11 

⑨ 電子メールアドレス 短いテキスト     フィールドサイズ：255 

⑩ 担当者名  短いテキスト     フィールドサイズ：40 

(2) 顧客名を入力したら「ふりがな」フィールドにふりがなが自動で表示されるように設

定しなさい。 

(3) 郵便番号を入力したら、都道府県名は「都道府県」フィールドに、市町村以下の住所

は「住所１」フィールドに表示されるようにしなさい。 

(4) 適切なフィールドに主キーを設定しなさい。 

 

課題６ 受注を管理するテーブル「T_受注」の作成 

(1) 「受注.csv」のデータをインポートし、以下の設定でテーブル化しなさい。 

① 受注コード  オートナンバー型   フィールドサイズ：長整数型 

② 日付   日付／時刻型 

③ 顧客コード  長整数型 

④ 商品コード  長整数型 

⑤ 数量   長整数型 

⑥ 完了   Yes/No型 

(2) 適切なフィールドに主キーを設定しなさい。 

 

 



課題７ 商品別の部品構成の明細を表示するクエリ「Q_商品別部品構成明細」の作成 

(1) 課題１～６で作成したテーブルの中から必要なテーブルを使用してクエリを作成し

なさい。レイアウトのイメージは以下の通りとする。 

 

 

課題８ 発注が必要な部品の一覧を表示するクエリ「Q_発注必要部品」の作成 

(1) 課題１～７で作成したテーブルおよびクエリの中から必要なテーブルを使用してク

エリを作成しなさい。なお、発注が必要と判断するタイミングは在庫数が 100個以下

になったときとする。レイアウトのイメージは以下の通りとする。 

 

 

課題９ 受注明細を表示するクエリ「Q_受注明細」の作成 

(1) 課題１～８で作成したテーブルおよびクエリの中から必要なテーブルを使用してク

エリを作成しなさい。レイアウトのイメージは以下の通りとする。 

 

(2) 金額は単価×数量で求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題１０ 年月別の商品売上を集計するクエリ「Q_月別商品売上」の作成 

(1) 課題１～９で作成したテーブルおよびクエリの中から必要なテーブルを使用してク

エリを作成しなさい。なお、クエリ実行時に集計する西暦と月をユーザがパラメータ

で指定できるようにしなさい。レイアウトのイメージは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

課題１１ 部品を登録・編集するフォーム「F_部品」の作成 

(1) 課題２で作成したテーブル「T_部品」を元にフォームを作成すること。なお、フォー

ムレイアウトは以下の通りとする。 

 

 

(2) 【製造元コード】についてはコンボボックスとし、リスト項目には出版社コード、出

版社名を文字切れがないよう表示すること。 

 

 

 

 

 



課題１２ CSV 形式の顧客データを「T_顧客」テーブルに一括登録するフォーム「F_

顧客インポート」の作成 

(1) 課題５で作成したテーブル「T_顧客」を元にフォームを作成すること。なお、フォー

ムレイアウトは以下の通りとする。 

 

(2) 【検索】ボタンをクリックしたら【ファイルを開く】ダイアログボックスを表示する

こと。なお、初期フォルダは「C:¥seisan」とし、ファイル一覧に表示するファイル

は「〇〇〇〇.csv」と「〇〇〇〇.CSV」のみとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 【インポート】ボタンをクリックすると CSVファイルのデータをテーブル「T_顧客」

にインポートすること。 

(4) 当課題で実装した機能を使って CSV ファイル「追加顧客.csv」のデータをテーブル

「T_顧客」にインポートすること。 

 

 

 

 

 

 

 



課題１３ CSV 形式の受注データを「T_受注」テーブルに一括登録するフォーム「F_

受注インポート」の作成 

(1) 課題６で作成したテーブル「T_受注」を元にフォームを作成すること。なお、フォー

ムレイアウトは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 【検索】ボタンをクリックしたら【ファイルを開く】ダイアログボックスを表示する

こと。なお、初期フォルダは「C:¥seisan」とし、ファイル一覧に表示するファイル

は「〇〇〇〇.csv」と「〇〇〇〇.CSV」のみとすること。 

 

 

(3) 【インポート】ボタンをクリックすると CSVファイルのデータをテーブル「T_受注」

にインポートすること。 

(4) 当課題で実装した機能を使って CSV ファイル「追加受注.csv」のデータをテーブル

「T_受注」にインポートすること。 

 

 

 

 

 

 

 



課題１４ 商品別の部品構成の明細を表示するフォーム「F_商品別部品構成」の作成 

(1) 課題１～１０で作成したテーブルおよびクエリの中から必要なものを使用してフォ

ームを作成すること。なお、フォームレイアウトは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題１５ 発注が必要な部品の一覧を出力するレポート「R_発注必要部品」の作成 

(1) 課題１～１０で作成したテーブルおよびクエリの中から必要なものを使用してレポ

ートを作成すること。なお、レポートのレイアウトは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題１６ 月別の商品売上を出力するレポート「R_月別商品売上」の作成 

(1) 課題１～１０で作成したテーブルおよびクエリの中から必要なものを使用してレポ

ートを作成すること。なお、レポートのレイアウトは以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



課題１７ 操作メニューフォーム「F_操作メニュー」の作成 

(1) 課題１１～１６で作成したフォームやレポートを表示することができるフォーム「F_

操作メニュー」を作成すること。なお、フォームレイアウトは以下の通りとする。 

 

 

(2) 各ボタンをクリックしたときの動作は以下の通りとすること。 

ボタン 動作 

新規部品登録 フォーム「F_部品」を新規追加モードのフォーム

ビューで開く 

部品編集 フォーム「F_部品」を編集モードのフォームビュ

ーで開く 

新規商品登録 フォーム「F_商品」を新規追加モードのフォーム

ビューで開く 

商品編集 フォーム「F_商品」を編集モードのフォームビュ

ーで開く 

新規顧客登録 フォーム「F_顧客」を新規追加モードのフォーム

ビューで開く 

顧客編集 フォーム「F_顧客」を編集モードのフォームビュ

ーで開く 



新規受注登録 フォーム「F_受注」を新規追加モードのフォーム

ビューで開く 

受注編集 フォーム「F_受注」を編集モードのフォームビュ

ーで開く 

商品別部品構成 フォーム「F_商品別部品構成」を読み取り専用モ

ードのフォームビューで開く 

発注必要部品出力 レポート「R_発注必要部品」を印刷プレビューで

開く 

月別商品売上出力 レポート「R_月別商品売上」を印刷プレビューで

開く 

終了 Microsoft Accessを終了する 

 

(3) データベースファイル「生産支援システム.accdb」起動時にこのフォームが表示され

るようにすること。 

 

 


