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CD-ROM 版『検索ツール』の内容と使用法
Ⅰ．CD-ROM の内容およびパソコン動作の必要環境
1．CD-ROM の内容
CD-ROM に書かれているデータ構造は以下のよ
うになっています。
次の書式で説明します。
【フォルダー名】
［ファイル名］
説明
【一覧検索ツール上 13】
［使用上の注意 .txt］
使用上の注意を記載しています。
［CD-ROM 使用法 13_14 上 .pdf ］
本稿と同じものの pdf 書式のファイルです
【ACCESS 2000 以上をお持ちの方】
［一覧検索ツール上 13.mde］
検索ツールのデータ、
検索アプリケーション（Microsoft
Access ベース）です。
【ACCESS をお持ちでない方】
［AccessRuntime.exe］＊
Microsoft 社提供の Access 2010 Runtime インストー
ル用のファイルです。

2．CD-ROM の動作に必要な環境
A．Microsoft Access 2000 以上をお持ちの方
① コンピュータ本体：Pentium 200MHz 相
当以上のプロセッサを搭載したパーソナ
ルコンピュータ
②メモリ：256MB 以上
③ ハードディスク：100MB 以上の空き容量
④ ドライブ装置：CD-ROM ドライブ
⑤ ディスプレイ：SVGA（1024 × 766）以上
のディスプレイ、256 色以上
⑥ 基本ソフトウェア（OS）と Access のバー
ジョンの組み合わせ。
下記の組み合わせで動作を確認しています。
OS ＼ Access
７

SP1

2007

2010 Runtime

OK

OK

注 1：この検索ツールは VBA を使っていますので 2007、
2010 では、
この実行を許可する必要があります（方法は次頁に記述）。
注 2：日本語版以外では動作を確認していません。また 64 ビット
版 Windows ７でも動作確認をしていません。
注：
＊
Access 2010 Runtime を再配布することに関して、Microsoft は
「特別な SKU を購入する必要はありません。自由に再配布したり、
ユーザーに対してダウンロード先を示したりすることができます」
と宣言しています。
この CD-ROM のコンテンツは次の環境で作成しました。
OS: Microsoft Windows ７ Professional Service Pack １（日
本語版）
Ofﬁce: Microsoft Access 2000
Microsoft、Micorosoft Ofﬁce は Microsoft Corporation の米国お
よびその他の国における登録商標または商標です。

B．Microsoft Access をお持ちでない方
Microsoft 社のダウンロード・センターからダ
ウンロードするか、この CD-ROM の「Access
2010 Runtime 」をインストールして検索を
行います（添付の Runtime は 2013 年 11 月
に弊社がダウンロードしたものです）
。
Ⅱ．前準備：
「検索ツール」（Access アプリケーシ
ョン）をパソコンで動かすまで
こ の CD-ROM 版「 検 索 ツ ー ル 」 は Microsoft
Access ベースで作成されたアプリケーションで
す。お手持ちのパソコンの Microsoft Access 2000
以上でお使いになれます。
（下記 A.）
また、Microsoft Access 2000 以上をお持ちでな
い場合、Microsoft 社のダウンロード・センター
からダウンロードするか、この CD-ROM に記録
された Access Runtime をインストールして、お
使いになることができます。
（下記 B.）

A．Microsoft ACCESS 2000 以上がインストー
ルされている場合
・
・
・
・.mde（ACCESS）ファイルのハードディ
スクへのコピーと属性変更をします。
ハードディスク（HD）の空き容量が 100MB 以上あることを
確認ください。

Step １．この CD-ROM をセットします。
Step ２．CD-ROM の「一覧検索ツール上 13」を
開きます。
Step ３．
「ACCESS 2000 以上をお持ちの方」フォ
ルダーを開きます。
Step ４．
「一覧検索ツール上 13.mde」ファイルを
ハードディスク（HD）にコピーします。
Step ５．コピーした「一覧検索ツール上 13.mde」
のアイコン上で右クリックし、
「プロパ
ティ」を選択します。
Step ６．プロパティウィンドウで、
「読み取り専用」
チェックボックスにチェックマークが付
いていればチェックを外します。
注 1：「一覧検索ツール上 13.mde」ファイルをハードディスクにコ
ピーせずに CD-ROM から直接使うことはできません。直接
使うと初期画面で背景となる中国と日本地図、注意書きが表
示されるだけで検索のためのメニュー表示へ進みません。
注 2： Step 6 終了後、動作が正常であることを確認したら、CDROM を取り出して下さい。この後の検索作業にこの CDROM は必要ありません。
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B．Microsoft Access 2000 以上がインストール
されていない場合
「Access Runtime」システム（プログラム）
のインストールをします。
Microsoft 社のダウンロード・センターからダウ
ンロードするか、この CD-ROM の「Access 2010
Runtime 」をインストールして検索を行います（添
付の Runtime は 2013 年 11 月に弊社がダウンロー
ドしたものです）
。
以下、弊社がダウンロードしてこの CD-ROM
に添付したプログラムのインストール法を説明し
ます。最新版の入手、インストール方法などの詳
細は、マイクロソフト社のダウンロードセンター
をご覧ください。
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Step ２．右図のような画
面が表示されま
す。 パスワード
を 入 力 し、OK
をクリックしま
す。
パスワードは JOJO_PANDA2013-2014
です。 （注：半角、大文字で記入して下さい。）
Access 2007、2010 でご使用の方は次のメッセー
ジに従って、VBA（弊社組み込みのソフト）の実行
を許可（
「開く」をクリック）してください。弊社は
セキュリティに問題がないことを確認しています。

注： ウェブ検索「Access 2010 ダウンロード Access Runtime」
のキーワードで当該のダウンロードセンターを探せま
す。
（ 弊 社 の 検 索 結 果：http://www.microsoft.com/ja-jp/
download/details.aspx?id=10910）

Step １．この CD-ROM をセットします。
Step ２．CD-ROM の「一覧検索ツール上 13」を
開きます。
Step ３．
「ACCESS をお持ちでない方」
フォルダー
を開きます
Step ４．
「ACCESS をお持ちでない方」フォルダー
中の［AccessRuntime.exe］を お 使 い の
パソコンにコピーします。
Step ５．「AccessRuntime.exe」 を ク リ ッ ク し、
表示される指示に従ってインストールし
てください。
Step ６．イ ン ス ト ー ル が 完 了 し た ら、 前 述 の
「A. Microsoft ACCESS 2000 以上がイン
ストールされている場合」の手順で作業
を進めて下さい。
Ⅲ．
「検索ツール」
（Access アプリケーション）の
使用法
この検索ツールは、
検索したい企業の諸条件（会
社名、所在地、業種、拠点機能などの情報）を入
力し目的の企業の『中国進出企業一覧 上場会社篇
2013-2014 年版』の掲載ページを検索することを
目標に作成しました。
（表示内容のコピーはできな
いようにプロテクトされています。
）
Step １．
「一覧検索ツール上 13.mde」の起動。
「一覧検索ツール上 13.mde」をクリック
します。

Step ……
次ページ最上部に示す「主メニュー」が画
面に表示されます。
その後の手順は図を参考にしてください。
再検索は必ず元の画面に「戻って」行って
ください。
注：「一覧検索ツール上 13.mde」ファイルをハードディスクにコ
ピーせずに CD-ROM から直接使うことはできません。直接
使うと初期画面で背景となる中国と日本地図、注意書きが表
示されるだけで検索のためのメニュー表示へ進みません。

Step 終了
各画面の［Access 終了］のボタンをクリッ
クするか 最初の［主メニュー］までもどり
［Access 終了］のボタンをクリックして下
さい。
注意
・CD-ROM 搭載のデータ、アプリケーションのご利用に際
して万一障害などが発生しても、弊社はいっさいの責任を
負いません。あらかじめご承知おきください。
・CD-ROM の内容の知的所有権に関しては応分のご配慮を
お願いします。特にリバースエンジニアリングを使ってデ
ータを取り出すことはご遠慮下さい。
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検索画面と画面遷移
クリックを示す。
画面の遷移を示す。
主メニュー

在中国の日系企業現地法人の条
件から中国ビジネス拠点検索

日本本社の条件から本社およ
び中国ビジネス拠点検索
検索条件設定
ここで検索条件を
設定します。
設定方法の詳細は
次ページの図を参照
してください。

検索結果
条件に合致する拠点全て
および掲載ページの表示

←中国現地法人およびその他
の拠点とそれに関係する本
社の掲載ページの表示
→日本本社と本社に関
係する中国拠点の掲
載ページの表示
ここに『中国進出企業一覧
上場会社篇 2013-2014 年版 』の
掲載ページが表示されます。

←省・市・自治区を指定し
拠点名と関連日本本社の
検索ができます。
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中国現地法人の検索条件画面と設定の説明 （次ページの日本本社検索条件設定もほぼ同じです。）

ⓐ
ⓑ
ⓒ

①
②
③

④

⑤

① 検索したい企業の所在地の省・市（北京、上海
などの特別市）
・自治区を指定します。条件は
左からつめて指定してください。三つとも空欄
ないし左端のボックスに * の指定で全てが選ば
れます。
（* は半角文字）
② 拠点名（企業名、会社名など）を指定します。
検索は文字列の完全一致で実行しますので、入
力に正確さが求められます。それを避けるため
ワイルドカード（* ○○○ *）の使用をお薦め
します。上記①、②も同様です。
③ 企業名を英文で指定します。全ての拠点名に英
文が掲載されてはいませんので注意が必要です。
④ 業種を指定します。何も指定しないと全部が選
ばれます（* のみの入力と同じです）
。
⑤ ビジネス拠点の機能を指定します。何も指定しな
いと全部が選ばれます（* のみの入力と同じです）
。
ⓐ Access を終了させます。
ⓑ この画面で指定した条件で検索を開始し、結果
を新しいウィンドウ画面に表示します。この

ウィンドウ画面は、そのまま、新しい画面（ウィ
ンドウ）の下に残っています。
ⓒ この画面を消し、ひとつ前の画面に戻ります。
この画面の場合「主メニュー」に戻ります。
注１：①、②、③、④、⑤で指定した条件は and で検索されます。
注２：ワイルドカードの機能については別の参考書をご覧になっ
て下さい。
（「Access」使用法に関する本に説明があります。）
* はワイルドカード文字を意味します。
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日本本社の検索条件画面と設定の説明 （前ページの中国拠点検索条件設定とほぼ同じです。）

ａ
ｂ
ｃ

①

②

③

① 検索したい日本本社の住所（所在地）の都道府
県名を指定します。空欄ないし * で全てが指定
されます。
② 企業名を指定します。検索は文字列の完全一致
で実行しますので、入力に正確さが求められま
す。それを避けるためワイルドカード（* ○○
○ *）
の使用をお薦めします。上記①も同様です。
また、別称、略称でも検索可能です。
③ 業種を指定します。何も指定しないと全部が選
ばれます（* のみの入力と同じです）
。
ⓐ Access を終了させます。
ⓑ この画面で指定した条件で検索を開始し、結果
を新しいウィンドウ画面に表示します。この
ウィンドウ画面は、そのまま、新しい画面（ウィ
ンドウ）の下に残っています。
ⓒ この画面を消し、ひとつ前の画面に戻ります。
この画面の場合「主メニュー」に戻ります。

注１：①、②、③で指定した条件は and で検索されます。
注２：ワイルドカードの機能については別の参考書をご覧になっ
て下さい。
（「Access」使用法に関する本に説明があります。）
検索ツールで使用している * はワイルドカード文字を意味
します。
注３：社名の「株式会社」はデータでは「㈱」で記載されています。
つまり、「ｘｘｘ株式会社」と入力しても検索できません。

