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Jetデータベースエンジンの概要

Jetデータベースエンジンは1992年に発表された
Accessに組み込まれていました。その後，バージョ

Visual Basicは他の言語と比べて習得が容易で，

ンアップをしVisualBasicから利用できるようにな

かつ短期間でソフトウェアを作成できる特徴を持っ

り，現在ではVisual C++からも利用できるようにな

ています。このため，さまざまな分野で使われてい

っています。Jetデータベースエンジンは単独製品

ます。ここでは，Visual Basicによるデータベース

としては販売されておらず，AccessやVisual Basic，

処理について紹介します。対象とするデータベース

Visual C++等のソフトウェアを購入するといっしょ

はAccessで使われているJetデータベースエンジン

についてきます。表１にJetデータベースエンジン

です。このJetデータベースエンジンは1992年に発

とアプリケーションソフトのバージョンの対応を示

表されたAccessで使われていたデータベースエン

します。JetデータベースエンジンはDBMS（Data

ジンですが，その後，Visual BasicやVisual C++等

Base Management System）で必要とされている以

に付属され，それらから利用できるようになりまし

下の６つの基本機能を提供しています1）。

た。Visual Basicを使ってJetデータベースエンジン

・データ定義と整合性

の 機 能 を 呼 び 出 す と き は DAO（ Data Access

・データ操作

Object）と言われるオブジェクトとコレクションの

・データ取得

構造を使います。これはコードモジュールの形で提

・セキュリティ

供されています。

・データ共有

ポリテクセンター関西ではJetデータベースエン

また，JetデータベースエンジンではISAM

ジンを対象としたVisual Basicによるデータベース
処理をVisual Basicの応用編という位置づけでセミ

表１

Jetデータベースエンジンのバージョン

ナーを開催し，多くの方に受講していただきました。
アプリケーション

２．Jet データベースエンジン
ここでは，JetデータベースエンジンとDAOにつ
いて概要を紹介します。Jetデータベースエンジン
については概要と機能について，DAOについては
構成と主なオブジェクトを説明します。
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DAOの構造

（Indexed Sequential Access Method：索引順次ア
クセス方式）を使用してデータを格納しており，デ
ータはサイズ２KBのページ単位で管理されます。
続いてDAOはプログラムからJetデータベースエン
ジンの機能を扱うためのインターフェイスで，オブ
ジェクトとコレクションの構造です。DAOのオブ
ジェクトやコレクションはそれぞれプロパティやメ
ソッドを持ち，それぞれの役割を持っています。図
１にDAOの構造を示します（一部省略）
。
Visual BasicではこのDAOを使う場合，DAOは
コードモジュールとして提供されているので，参照

図２

参照設定

設定で対応するOLEオートメーションサーバの項目
にチェックを入れます。ここでは図２にMicrosoft

オブジェクトとコレクションを理解する必要があり

DAO 3.0 Object LibraryというOLEオートメーショ

ます。コレクションはメンバオブジェクトを収容す

ンサーバにチェックを入れている設定画面を示して

る容器のようなもので，オブジェクトは部品や物に

います。

対応します。例えば，DAOの構造の中にTableDef
オブジェクトがありますが，これはデータベースの

２.２

オブジェクトとコレクション

DAOの構造を理解しプログラムで使うためには，
1/2000

テーブルに対応します。そして，TableDefsコレク
ションはTableDefオブジェクトを収容するコレク
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ションです。このような形式はVisual Basicにもあ

Workspaceオブジェクトが存在することで

ります。例えば，Formオブジェクトに対応して

Databaseオブジェクトが存在することになります。

Formsコレクションがあるようにです。続いて，プ

つまり，上位オブジェクトが存在することで下位の

ログラム上の扱いは配列に似た扱いになります。コ

オブジェクトが存在することになります。ちなみに

レクション内のオブジェクトを参照する場合，次の

DBEngineオブジェクトはJetデータベースエンジン

書式を使います。

そのものを表しており，システム内ではJetデータ

① Collection! Name
（もしくはCollection! [Name]）

ベースエンジンがインストールされていれば常に存
在するので，DBEngineオブジェクトを作成する必

② Collection（"Name"）

要はありません。また，Workspaceオブジェクトも

③ Collection（String）

１つは自動生成されるので，簡単に行うのであれば

④ Collection（Index）

これも作成する必要はありません。それで，DAO

ここで，Nameはオブジェクト名，Stringはオブ

を使ってデータベースを作成するとき最初に作成す

ジェクト名が入ったString型変数，Indexはコレク

るのがDatabaseオブジェクトです。Jetデータベー

ション内のオブジェクトの位置を示しています。ま

スエンジンにおいて，Databaseオブジェクトを作

た，Visual Basicにはコレクション内のオブジェク

成することはデータベースファイルを作成すること

トを１つずつ取り出す文法があります。

に対応しています。Accessでもデータベースを新

For Each オブジェクト変数 In コレクション

規に作成する場合，最初に行うことはファイルの保

…

存になっています。そして，Databaseオブジェク

Next

トを作成する機能は１つ上位のWorkspaceオブジェ

さらに，DAOではオブジェクトを作成するため

クトが持っており，CreateDatabaseメソッドで作

に２段階の処理を行います。第１段階はオブジェク

成します。Databaseオブジェクトを作成するとき

トの作成です。オブジェクトの作成と合わせてプロ

は次のようなプログラムになります。

パティを設定し，オブジェクトを特徴づけます。第

Dim Db As Database

２段階はオブジェクトをコレクションに追加しま

Set Db =DBEngine.

す。オブジェクトはコレクションに追加して初めて

Workspaces（0）.CreateDatabase（…）

データベースの一部となります。

また，Databaseオブジェクトは前節で紹介した
オブジェクトとコレクションの２段階処理の例外

２.３

Databaseオブジェクト

DAOの構造からJetデータベースエンジンを頂点
として，それからいろいろなコレクションやオブジ

で，オブジェクトをコレクションに登録する必要は
ありません。これはDatabaseオブジェクトがファ
イルとして固定的に存在するためです。

ェクトが分岐しています。ここでは簡易的にDAO
の構造で，Jetデータベースオブジェクトに向かう

２.４

TableDefオブジェクト

方を上位，逆に向かう方向を下位と呼びます。

TableDefオブジェクトはデータベースのテーブ

DAOの使い方としては，上位からオブジェクトと

ルに対応します。DAOの構造から，１つ上位の

コレクションをたどって下位のオブジェクトを作り

DatabaseオブジェクトがTableDefオブジェクトを

ます。例えば，DAOの構造からDatabaseオブジェ

作成する機能を持っています。また，TableDefオ

クトが存在するには，DBEngineオブジェクトと

ブジェクトはデータベースのフィールド，インデッ

Workspaceオブジェクト必要になります。つまり，

クスに対応するオブジェクトFieldオブジェクト，

DBEngineオブジェクトが存在することで

Indexオブジェクトを持ちます。

Worksspaceオブジェクトが存在し，続いて
38
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２.５

QueryDefオブジェクト
BOF が True

QueryDefオブジェクトはデータベースのクエリ
ーに対応します。DAOの構造から，１つ上位の

レコード１

DatabaseオブジェクトがQueryDefオブジェクトを

レコード２

作成する機能を持っています。QueryDefオブジェ
…

クトは，それ自身ではSQL文を保持するオブジェク
トです。SQL文ではSELECT，DELETE，INSERT，

レコード n

CREATE TABLEなどを取り扱うことができます。

EOF が True

また，QueryDefオブジェクトには下位に
図３

Parameterコレクションがあります。これは

レコードデータの構成

SELECT文に変数を導入したパラメータクエリーと
いわれる内容を扱うために使われます。QueryDef

なります。続いてRecordsetオブジェクトのレコー

オブジェクトのSQLプロパティにパラメータクエリ

ドデータの構成を図３に示します。図中でBOF，

ーを与えると，SQL文の中でパラメータとして記述

EOFはRecordsetオブジェクトのプロパティで，カ

された内容がParamterコレクションに追加されま

レントレコードが最初と最後のときTrueの値にな

す。

ります。レコードデータがない場合は両方がTrue
となります。

２.６

Recordsetオブジェクト

Recordsetオブジェクトはデータベースに対応す

３．セミナー実施状況

るものはありませんが，Jetデータベースエンジン
に対する内容としては非常に重要な位置を占めてい
ます。Recordsetオブジェクトはテーブルのレコー

ポリテクセンター関西で実施しているセミナーの
内容と実施結果について説明します。

ドを操作するために使われたり，クエリー実行で問
い合わせの結果が収められたりします。Recordset

３.１

オブジェクトはFieldオブジェクトを持ち，フィー

セミナーは自作のテキストを使用して実施してい

ルドレベルでデータベースのデータを操作すること

ます。自作テキストの中で市販の本２〜３）の内容を一

ができます。ある意味オラクルデータベースにある

部引用しています。自作テキストの内容はJetデー

カーソルのような役割を果たすことができます。ま

タベースエンジンとその機能を理解すること，

た，Recordsetオブジェクトにはテーブルタイプ，

Visual Basicを使ってJetデータベースエンジン用の

ダイナセットタイプ，スナップショットタイプの３

アプリケーションソフトを作れることを目的に，全

種類があります。それぞれ特徴があり用途に合わせ

部で20例題とそれらに合わせた演習問題を作成して

て使い分けます。テーブルタイプは他のタイプと比

います。各例題で部品を作り全体で１つのものを作

較して並べ替えやフィルタ，検索を速く実行するこ

成することを考えています。取り扱っている内容は，

とができます。テーブルタイプとダイナセットタイ

テーブルの作成，リレーションの作成，データコン

プはレコードの編集，追加，削除することができま

トロールの使い方，データベース専用コントロール

す。ダイナセットタイプはローカルテーブル，リン

の使い方，コントロールを使ったフォームの作成，

クテーブルクエリーを取り扱うことができます。ス

テーブルデータのCSVファイルへの保存，ブックマ

ナップショットタイプはダイナセットタイプを更新

ーク，Recordsetオブジェクトの使い方，レコード

不可にしたものです。その分，処理のオーバーヘッ

検索と並べ替えと抽出，SQL（DML）を使った問

ドが少なくなり，他のタイプと比較して処理が速く

い合わせ，パラメータクエリー，SQL（DDL）を使

1/2000

実施内容
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ったテーブルやフィールドの取り扱い，トランザク

算のソフトと連携させる例題です。最近のソフトウ

ション処理，ODBCを使ったデータベース接続等で

ェア製品はコードモジュールとして提供されている

す。例題の後に関連知識の項目を設けて，例題で取

ので，ソフトウェア部品として使えるようになりま

り扱った内容説明や例題で使ったコントロールに関

した。Jetデータベースエンジンもその１つです。

する説明，プログラミングに関する説明を加えてい

また，ODBCについては例題の内容として提示し
ましたが，説明では取り上げていませんでした。

ます。

ODBCはデータベース接続に関する規格で，各デー
３.２

実施結果

タベースベンダーがサポートしています。各データ

ポリテクセンター関西ではVisual Basicによるデ

ベースベンダーは各社のデータベース用のODBCド

ータベース処理の内容をVisual Basicの応用として

ライバーを提供しています。DAOではODBCの対

位置づけ実施しています。日数は４日間の24時間で

応を進めバージョンが3.5となりました。DAO3.5は，

行っています。表２に平成10年度，11年度の実施結

従来のJetデータベースエンジンを利用する内容と

果を示します。結果として応募状況は定員を超えた

ODBCを利用する内容で，構造的に２つに分割して

応募がありました。修了に関しては会社の都合等で

います。

来れない方などありました。

４．お わ り に
３.３

展

開

今現在の内容で取り扱っていない機能としてレポ
ート機能，セキュリティがあります。

ここではVisual Basicを使ってJetデータベースエ
ンジンを取り扱う内容を取り上げました。Jetデー

レポート機能に関しては，Jetデータベースには

タベースエンジンの概要からDAOの構造等につい

機能的にないので他の形で提供することになりま

て紹介し，ポリテクセンター関西での実施状況につ

す 。 例 え ば ， Visual Basicで あ れ ば ア ド イ ン で

いて紹介しました。Jetデータベースエンジンは

Crystal Reportsが入っているので，それを活用する

Accessでも使われているソフトで，データベース

ことが考えられます。セキュリティ機能はJetデー

の機能を一通り揃えています。Accessで使われて

タベースエンジンに機能としてあります。DAOの

はいますがソフトウェアとしては独立しているの

オブジェクトとしてGroupとUserがそれに対応しま

で，AccessはもちろんのことVisual BasicやVisual

す。実際にAccessではセキュリティの機能が実装

C++などからも利用することができます。 一方，

され，マルチユーザ対応となっています。

Visual Basicは短期間でソフトウェアを開発できる

その他検討している内容としてはワープロや表計

特徴を持ち，データベースソフト作成におい て
Visual BasicとJetデータベースエンジンは非常に良

表２

い組み合わせだと考えています。

実施状況
（単位：人）

実

施

日

平成10年度（6／9〜12）

募集人数 受講人数
20

20

修了人数
20
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