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SQL による問い合わせの例

① SELECT * FROM 商品;

② SELECT 名前, 単価 FROM 商品;

③ SELECT 名前, 単価 FROM 商品 WHERE 単価 > 80;



Access で SQLビューを開く．
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②「デザイン」タブで、
「表示」を展開し「SQL

ビュー」を選ぶ

①「作成」タブで、
「クエリデザイン」

をクリック

このような
表示が出た
ときは
「閉じる」を
クリック



アウトライン
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番号 項目 説明時間の
目安

4-1 SQL での比較、範囲指定 5分

4-2 SQL でのパターンマッチ 5分

4-3 Access の SQL ビュー 2分

4-4 SQL によるテーブル定義（Access を使用） 5分

4-5 Access のデータシートビュー 4分

4-6 SQL による並べ替え（ソート）、比較
（Access を使用）

12分

4-7 LIKE によるパターンマッチ（Access を使
用）

3分

各自、資料を読み返したり、課題に取り組んだりも行う

4-3, 4-4, 4-5 は復習，再確認である（以前「うまく動かなかった」という人も，
意外とうまくいく可能性が高い，という気持ちで取り組んで下さい）



• 数値の比較
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SELECT *
FROM menu
WHERE price >= 450;

• 文字列の比較

SELECT *
FROM menu
WHERE name = 'うどん';

'うどん' を指定して
選択

450 以上という条件
で選択

SQL では，文字列は ' で囲む



比較、パターンマッチ
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name price

うどん 250

カレーライス 400

カレーうどん 450

昼定食 400

ラーメン定食 500

450 以上

'*うどん*' でパターンマッチ



• SQL での問い合わせ（クエリ）について

比較，

パターンマッチ

を知る

• Access の主要機能は、繰り返し演習によりマス
ター

テーブル定義

Access のデータシートビュー

問い合わせ（クエリ）

SQL を使用 7



4-1. SQL での比較，範囲指定
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SQL での比較、範囲指定
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等しいか等しくないか 大小の比較

= 等しい

<> 等しくない

> より大きい

>= 以上

< より小さい

<= 以下

※ すべて半角

範囲指定

BETWEEN



テキストを比較するときの注意ポイント
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SELECT * 

FROM 米国成人調査データ

WHERE 母国 = '日本';

SELECT * 

FROM 米国成人調査データ

WHERE 母国 <> '米国';

テキストデータは半角の
クオーテーションマークで囲む



テキストでの大小比較
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例えば

Access の場合は

abc, あいう 順になる．漢字の比較は使いづらい



日付，時刻での大小比較
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2022/10/23 2022/10/24 2022/10/25

例えば

より大



4-2. SQL のパターンマッチ
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SQL の LIKE を用いたパターンマッチ
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SELECT * 

FROM 米国成人調査データ

WHERE 教育 LIKE '%大学%';

「大学」や
「●●大学」や
「大学●●」や
「●●大学●●」
の検索



• SQL の世界標準は： %

SELECT * 

FROM 米国成人調査データ

WHERE 教育 LIKE '%大学%';

• マイクロソフト Access だけは： *

SELECT * 

FROM 米国成人調査データ

WHERE 教育 LIKE '*大学*';
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まとめ LIKE について

SELECT * FROM 商品 WHERE 商品名 = 'うどん';

SELECT * FROM 商品 where 商品名 LIKE '%うどん%';
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完全一致のとき =

パターンマッチのとき LIKE

Access では '*うどん*'



4-3. Access の SQL ビュー

17



マイクロソフト Access はリレーショナル
データベース管理システム
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自在なデータ操作（検索、集計、
並べ替え）のためのいくつかのビュー

データの確認のためのデータシートビュー

問い合わせ（クエリ）をビジュアルに行う
デザインビュー

問い合わせ（クエリ）をコマンドで行う
SQLビュー

データシートビューでは，
テーブルの編集などができる

テーブルビューは，リレーショナル
データベースの中のテーブル一覧
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SQL ビュー

Access  で、SQL ビューを開くときは、「表示」→

「SQLビュー」と操作する

表示の下に「SQLビュー」が
ないときは、

「作成」，「クエリデザイン」
と操作



4-4. SQL によるテーブル定義
（Access を使用）
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Access のスタート画面
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実習

1. パソコンを使用する

前もって Access をインストールしておくこと

2. Access を起動する

3. Access で、「空のデータベース」を選び、「作成」を

クリック．
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4. テーブルツール画面が表示されることを確認
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5. 次の手順で、SQLビューを開く．
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②「デザイン」タブで、
「表示」を展開し「SQL

ビュー」を選ぶ

①「作成」タブで、
「クエリデザイン」

をクリック

このような
表示が出た
ときは
「閉じる」を
クリック



6. SQL ビューに、次の SQL を入れる
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create table menu (

name char, 

price integer

);

すべて半角



7.「実行」ボタンで、SQL コマンドを実行する. 
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テーブル menu が増える



気を付けて欲しいこと

• 実習では、失敗を恐れずチャレンジ

•分からなくなったら、

作りかけのテーブルがあれば削除

してから、やり直すと早い
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テーブルの削除
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削除したいテーブルを右クリックして
「削除」



4-5. Access の
データシートビュー
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データシートビューを使って、テーブル「menu」を生
成する

name price

うどん 250

カレーライス 400

カレーうどん 450

昼定食 400

ラーメン定食 500



1. テーブルビューで、menu

をダブルクリック

2. データシートビューが開く

ので確認
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3. データシートビューで，テーブルを生成する
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入れる

最後の 500 を入れたら、
500 のセルで Enter キー

name price

うどん 250

カレーライス 400

カレーうどん 450

昼定食 400

ラーメン定食 500



4. テーブルを保存する

「menu」を右クリックして、右クリックメニューで

「上書き保存」
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4-6 SQL による並べ替え（ソー
ト），比較

(Access を使用)
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問い合わせ（クエリ）での、２つのビュー

SQL ビュー
問い合わせ（クエリ）の
作成、編集

データシートビュー
問い合わせ（クエリ）の
結果

実行

表示 + SQL ビュー

マウス操作でビューを切り替え



1. 次の手順で、SQLビューを開く．
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②「デザイン」タブで、
「表示」を展開し「SQL

ビュー」を選ぶ

①「作成」タブで、
「クエリデザイン」

をクリック

このような
表示が出た
ときは
「閉じる」を
クリック



2. SQL ビューに、次の SQL を入れる
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SELECT *
FROM menu
ORDER BY price;

price の値で
並べ替え（ソート）

「実行」ボタンで、SQL コマンドを実行．結果を確認



3. 結果を確認したら、SQLビューに戻る．
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「表示」を展開し「SQLビュー」を選ぶ



4. SQL ビューに、次の SQL を入れる
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SELECT *
FROM menu
ORDER BY name;

name の値で
並べ替え（ソート）

「実行」ボタンで、SQL コマンドを実行．結果を確認

あいうえお
順



40

450円以上の商品を知りたい．

つまり，次のテーブルを得たい．

・そのSQLを考えなさい．

そして，Access で実行して確認しなさい．

name price

カレーうどん 450

ラーメン定食 500



5. SQL ビューに、次の SQL を入れる
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SELECT *
FROM menu
WHERE price >= 450;

「実行」ボタンで、SQL コマンドを実行．結果を確認
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400円ちょうどの商品を知りたい．

つまり，次のテーブルを得たい．

・そのSQLを考えなさい．

そして，Access で実行して確認しなさい．

名前 単価

カレーライス 400

昼定食 400



6. SQL ビューに、次の SQL を入れる
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SELECT *
FROM menu
WHERE price = 400;

「実行」ボタンで、SQL コマンドを実行．結果を確認
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うどんの値段を知りたい．

つまり，次のテーブルを得たい．

・そのSQLを考えなさい．

そして，パソコンで実行して確認しなさい．

name price

うどん 250



7. SQL ビューに、次の SQL を入れる

45

SELECT *
FROM menu
WHERE name = 'うどん';

'うどん' を指定して
探す

「実行」ボタンで、SQL コマンドを実行．結果を確認



4-7 LIKE でのパターンマッチ
(Access を使用)
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select * 

from menu

where name like '*うどん*';

• 次のSQLを実行

‘ * は半角
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商品名に「カレー」を含む商品を知りたい．

つまり，次のテーブルを得たい．

・そのSQLを考えなさい．

そして，Access で実行して確認しなさい．

name price

カレーライス 400

カレーうどん 450
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select * 

from menu

where name like '*カレー*';

• 次のSQLを実行

‘ * は半角
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商品名に「定食」を含む商品を知りたい．

つまり，次のテーブルを得たい．

・そのSQLを考えなさい．

そして，Access で実行して確認しなさい．

name price

昼定食 400

ラーメン定食 500



51

select * 

from menu

where name like '*定食*';

• 次のSQLを実行

‘ * は半角


