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はじめに

  本資料は、ACE32 を購入された お客様が、システム開発に参画するメンバに、社内教育等で ACE32 の基本機
能の概要を説明するときの、説明資料に使用していただくのを目的としたものです。
よって、本資料は箇条書きにしている部分が多く、説明者は「ACE/Win や ACE32 でシステムを作成したことがあ
る」等の基礎知識が必要となります。

平成１９年７月

酒井 裕偉



【ACE32 概論】

１．データベースの仕様

・ACE32 では、「データ表」と呼ばれる。

１表 最大 0.5 Gバイト。１レコード(１行) 最大 8191 バイト。項目(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)数 最大 256 列。
項目名(ﾌｨｰﾙﾄﾞ名) 最大 64 バイト。列幅 最大 半角 256 桁(最小１桁)。
１行のﾊﾞｲﾄ数は、文字型の列は列幅どおりのﾊﾞｲﾄ数、数値型の列は 11 ﾊﾞｲﾄ固定として計算する。
バインダ形式の場合は、１シート最大 64 Kバイトで 256 行まで。

索引(ｲﾝﾃﾞｯｸｽ)は、１表 最大 20 列(最小 0 列)。文字列は、半角 64 桁 まで索引付けが可能。
複合索引(ﾏﾙﾁ ｲﾝﾃﾞｯｸｽ)も可能(同時に最大 6 列の指定が可能)。複合索引は最大 7 個まで。

リスト表名/DB名 バインダ名.シート名/DB名
↓ ↓

ｼｰﾄ名: 000001
20文字/20文字 (半角換算) 20文字.6文字/20文字

ｼｰﾄ名: 000002
項目名1 項 目 名 2 項 目 名 3 項目名1 項 目 名 2 項 目 名 3

ｼｰﾄ名: 000003

～ ～ ～ ～

行数の制限なし

・文字と数値 (他に類を見ないシンプルさ)

文字は、最大 256 文字(半角換算)、最小 0 文字(#NA)。
シフトJIS準拠(ただし、全角の空白は、半角空白２文字になる)。

数値は、有効桁数 18 桁の BCD(２進化10進数)。内部 11 バイト。
最大値 999,999,999,999,999,999 、最小値 -999,999,999,999,999,999 (9 が 18 個)。
絶対値が 0 の次に小さい値は、 0.000000000000000001 (0 が 18個)。
数値は、#NA(空白) や #ER(ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ等のエラー) の値も取りうる。

符号(+,-)
ソロバンに見立てると...

＋
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

◇
◇
◇
◇

１８桁

＋

小数点位置

他社ソフトでは、BCDではなく内部 16 進数のものが多い。
内部16進数では、小数点以下の計算が正確に行えない場合がある。
(例)
0.3 * 10 = 3.0 (BCD) なのだが、内部 16 進数だと、
0.3 * 10 = 0.4CCCC... (16) * A.0 (16) = 2.FFFFF... (16)

小数点以下の計算以外に、有効桁数を超える大きな値の場合も、1 や 10 の位で発生する。
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【ACE32 概論】

２．表の種類

・自動定義表 ($$コマンド, @処理文, スクリプト)
・データ表 (項目名付きのデータ テーブル)
・仮想データ表 (データ表のﾘﾚｰｼｮﾅﾙな結合, 各コマンドの入力表として指定可, ビュー表)
・更新定義表 (データ表の一行ごとの更新, [台帳更新], [表処理] コマンドで使用)
・画面定義表 (入力, [画面入力] コマンドで使用, フォーム)
・帳票定義表 (印刷, [帳票印刷] コマンドで使用, レポート)

３．変数

・メモ (数値専用の変数。#M1 ～ #M256)
有効桁数 18 桁の BCD。#NA(空白)や #ER(エラー)の値も取りうる。

・バインダメモ (文字列専用の変数。#B1 ～ #B256)
0 文字(#NA) から 256 文字までの文字列。後半の空白はカットする仕様。
つまり、#B1="ABC  " としても、#B1="ABC" となる。(#B1=" " は #B1=#NA になる)

・ユーザメモ (数値にも文字にもなる変数。変数名に半角換算16文字まで使用できる)
変数の宣言は不要であり、#メモ=0 等の代入文を記述した時点で作成される。(最大253個)

・ＤＢメモ (DB名専用の変数。#D1 ～ #D16)
#D1=DB名 と代入し、表名を「表名/#D1」と指定する。

ACE32 には、ローカル変数という考え方はなく、上記メモは全てグローバル変数である。

・メモ展開 (メモ, バインダメモ, ユーザメモ で使用可能)
自動実行時に変数の内容を展開して、自動定義表の $$コマンド のパラメタに指定できる機能。

(例)
#B1="田中" → 検索の条件式に『項目名="&#B1"』と記述すると → 項目名="田中"
#M1=1 → 『表名.&#M1/DB名』→ 表名.000001/DB名  (6桁に桁揃えされる)

４．演算子と関数

・演算子
数値は、+(たす), -(引く), *(かける), /(割る), ^(べき乗)。
文字は、&(結合)。

・算術関数
三角関数系(SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATN, ATN2, DEGREE, RADIAN, PI)
科学技術計算系(EXP, LOG, LN, SQRT)
統計関数(SUM, AVE, STD, VAR)
その他(ABS, SGN, INT, IP, MOD, REM)

・文字操作関数
結果が数値(LEN, POS, VAL)
結果が文字(MID, RIGHT, STR, FULLP, HALFP, LOWER, UPPER, PROPER, REP, REPLACE, TRIM)

・日付時間関数
結果が数値(DVAL, TERM, TERMM, TERMY)
結果が文字(DSTR, DATE, FDATE, FMONT, FYEAR, TIME)

・日本語独自関数
DATEYJ[和暦], JTWY[西暦], STRJ[漢数字変換]

・データ表関連関数
CONT[カウント], LUPD[更新日], MAX[最大値], MIN[最小値], SCNT[頁数], ITOC[列番号変換]

・その他の関数
DELUM[ﾕｰｻﾞﾒﾓ削除], JUDGUM[ﾕｰｻﾞﾒﾓ判定], JUDGVAL[数字判定], VER[ACEのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ]
帳票定義表専用(PAGE, UPCOM, DNCOM), RAND[乱数]
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【ACE32 概論】

５．各表の詳細

5.1 自動定義表

・表の大きさ

$$コマンド文

' コメント 256 行
@処理文

78 桁 (半角換算)

・コマンド定義
手動でメニューバーからコマンドを選び実行するのと同じ操作で、コマンドを記述できる。
他社ソフトでは、コマンドを実行してそれを記録する方法(レコード)か、言語風のものしかない。

・$$コマンド文 (次の @処理文 も参照のこと)

制御文系
$$自動 $実行(JUMP), $$自動 $サブ実行(CALL), $$終了(ACE32の終了)

データ表ｵｰﾌﾟﾝ後に実行するもの (あまり使わない)
$$別名保存, $$切抜き, $$複写, $$貼付け, $$全消去, $$ﾃﾞｰﾀ消去, $$行追加, $$列追加,
$$行挿入, $$列挿入, $$行削除, $$列削除, $$行交換, $$列交換, $$行移動, $$列移動,
$$項目名, $$表示形式, $$ﾌｫﾝﾄ, $$罫線縦作成 等, $$注釈表示, $$画面固定, $$固定解除,
$$ｶｰｿﾙ縦移動, $$ｶｰｿﾙ横移動, $$表属性, $$列属性, ($$表編集上注釈 $削除/追加 等)

ファイル系
$$新規(データ表のみ), $$ｵｰﾌﾟﾝ(データ表のみ), $$表複写, $$表削除, $$ﾌｧｲﾙ複写, $$ﾌｧｲﾙ削除,
$$表変換(ﾃｷｽﾄ, CSV, EPOC, SYLK 等), $$表名変更, $$形式複写(索引の整頓にも使用),

印刷系
$$印刷設定(ﾍﾟｰｼﾞ設定, 印刷形式), $$印刷(データ表, 表属性, 表名一覧, DB名一覧),
$$帳票印刷, $$ﾌﾟﾘﾝﾀ設定(印刷環境ﾌｧｲﾙ.PRT)

入力系
$$画面入力

計算系
$$計算 $通常演算, $$計算 $累積演算, $$計算 $集計演算, $$計算 $修飾(四捨五入 等)

データベース系
$$分類, $$検索, $$合成(列合成, 行合成, 照合合成, 参照合成),
$$更新 $台帳更新, $$更新 $表処理, $$表集計 $行集計, $$表集計 $行統合
$$追加登録, $$ﾃﾞｰﾀ表(新規作成, 頁追加, 索引作成, 索引削除, ﾃﾞｰﾀ消去)

その他
$$DB名定義(追加, 削除), $$画面表表示ｵﾝ(ｵﾌ), $$入力表共有, $$入力表専有, $$外部呼出,
$$一時停止, $$環境設定(環境ﾌｧｲﾙ.INI), $$仮想ﾃﾞｰﾀ表(自動的に実行されるので、使わない)

・@処理文

制御文系
@条件 @条件以外 @条件終了(IF ELSE), @選択 @場合 @場合以外 @選択終了(SWITCH CASE),
@繰返し @繰返中断 @繰返続行 @繰返終了(WHILE BREAK CONTINUE),
@分岐(GOTO ラベル), @ラベル, @自動終了(サブ実行のRETURN)

表示/入力系
@ﾒｯｾｰｼﾞ, @ﾒﾓﾒｯｾｰｼﾞ,
@ＹＮ応答, @ＫＢ入力, @入力切換, @ＦＫ定義(FKｷｰ待ち), @ＦＫ消去(#FKのｸﾘｱ), @ﾒﾆｭｰ画面

その他
@ｴﾗｰ有効, @ｴﾗｰ無視, @実行結果($$ｺﾏﾝﾄﾞ文のｴﾗｰ値の参照), @中止無視, @自動中断, @確認中断,
@無表示(表示), @ﾒﾆｭｰ消去(表示), @枠無表示(表示), @全画面, @計算式(ﾒﾓに代入), @ブザー,
@数値ﾒﾓ読込(登録), @メモ読込(ﾊﾞｲﾝﾀﾞﾒﾓ), @メモ登録(ﾊﾞｲﾝﾀﾞﾒﾓ), @ﾕｰｻﾞﾒﾓ読込(登録)
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【ACE32 概論】

5.2 画面定義表

・表の大きさ

ヘッド 1行*1桁 は、行桁共に 1.0 mm から 10.0 mm までの指
定が可能。

100 行
ボディ 全体で 64 Kバイトまで作成可能(ヘッド項目や処理手

続きを含んだファイル サイズ)。
テイル

処理手続きは、255 行 * 256 桁。
204 桁 (半角換算)

・ヘッド, ボディ, テイル (処理順番の関係で 999個まで作成可能)
処理手続き(@処理文)の記述が可能なフィールド。処理順番(1 ～ 999)と格納先を持つ。

ヘッド ・・・ 表示項目と入力項目(英数入力と漢字入力)がある。
ボディ ・・・ 複数行定義できる。表示項目と入力項目(英数入力と漢字入力)がある。
テイル ・・・ 表示項目のみ。処理順番に関係なく、他の項目と連動して処理手続きが動作する。

・コントロール (全部で 50個まで作成可能)
Windows 標準部品。処理手続き(@処理文)の記述が可能。処理順番(1 ～ 999)と格納先を持つ。
プッシュボタン(格納先を持たない), ラジオボタン(選択肢5個まで), チェックボックス,
コンボボックス(200行まで), リストボックス(200行まで) がある。

・可変項目 (表示内容が変わるもの)
上記、ヘッド, ボディ, テイルとラジオボタン(選択項目), チェックボックス(ON/OFF),
コンボボックス(@参照変更), リストボックス(@参照変更)。
バーコード, イメージ参照(格納先にファイル名を代入. 最大 100 個まで作成可能)。

・固定項目 (表示内容が変わらないが、項目をﾏｳｽでつかむことが可能なもの)
文字列, イメージ表示(ファイル名を指定. 最大 100 個まで作成可能)。
線画-枠(四隅の丸め可能), 線画-円(楕円), 線画-線(矢印付け可能)。
OLE(埋め込むデータは 1Mバイトまで. 最大 100 個まで作成可能)。

・その他の項目 (項目はつかめない)
罫線(実線, 点線, 太線, 二重線), 網掛け(薄い, 濃い, 塗り潰し)。

・初期処理と確認処理
上記の項目の処理手続き(項目処理)以外に、[初期処理] と [確認処理] がある。

<F7:確認処理> <F8:終了>
$$画面入力 で
格納表を指定

暗黙の全取消

@確認処理 @処理終了
(強制終了)

<F1:全取消>
[初期処理]

$$画面入力 で
格納表を指定し
ない

[確認処理]

[項目処理]
直前にｵｰﾌﾟﾝした
データ表が格納表
になる

暗黙の @ｺﾐｯﾄ

次の処理順番の 
[項目処理] へ

$$画面入力 
の終了
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【ACE32 概論】

・格納表と累積表と参照表 (全てデータ表)

格納表 ・・・ ワーク表のこと。この項目名は、ローカル変数的な使い方ができる。
累積表 ・・・ 最終的に入力したデータを登録する表。参照表になることも可能。
参照表 ・・・ 参照する表。格納表の項目名である照合項目と一致する行をメモリに取り出す。

参 照 表 格 納 表 累 積 表
[項目名] 項目名

@参照 @更新登録
キー項目 照合項目 キー項目

@検索読込 ではﾒﾓﾘ上
の[項目名]に読み取
るのではなく、格納
表に読み取る

@追加登録

・@処理文 (処理手続きに記述する)

制御文系
@条件 @条件以外 @条件終了(IF ELSE), @選択 @場合 @場合以外 @選択終了(SWITCH CASE),
@項目処理(指定した処理順番へ), @確認処理(確認処理へ), @処理終了(画面入力の終了)
@ｴﾗｰ処理(処理終了, 全取消し, 一行取消, 項目取消, 再実行, 次項処理)

演算系
@四捨五入, @切捨て, @切上げ(左辺=右辺の左辺を省略すると格納先になる)
#B1="ABC" や #M1=VAL(項目名) といった、@処理文を使わない直接の計算も可能。
[項目名] といったように左辺を省略した場合は、格納先の項目名=[項目名] という意味になる。

データ表操作系
@参照, @排他参照(ﾚｺｰﾄﾞのﾛｯｸ), @排他読込(ﾚｺｰﾄﾞのﾛｯｸ), @検索読込(ﾚｺｰﾄﾞのﾛｯｸ), @検索表示,
@最大行/@最小行, @最終行(ﾚｺｰﾄﾞのﾛｯｸ), @最終表示, @ｺﾐｯﾄ/@ﾛｰﾙﾊﾞｯｸ(ﾚｺｰﾄﾞのﾛｯｸの解除),
@更新登録, @追加登録, @削除

表示系
@再表示, @参照変更(ｺﾝﾎﾞﾎﾞｯｸｽ, ﾘｽﾄﾎﾞｯｸｽ), @表示/@無表示(ﾎﾞﾃﾞｨ),
@表示位置(左上の行桁), @台帳位置/@絞込表示/@絞込解除(参照台帳)
@ﾀｲﾄﾙ(ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰ)

入力系
@入力(表示項目を一時的に入力項目に), @ＦＫ切換, @ＦＫ待ち

チェック系
@全角検査, @半角検査, @未投検査, @範囲検査, @集合検査, @一意検査

初期処理系 (固定で変更できないもの)
@共有ﾓｰﾄﾞ, @起動ｻｲｽﾞ(画面入力ｳｨﾝﾄﾞｳ)

その他
@仮想実行(@参照変更と組み合わせて使用する場合が多い), @全消去, @消去,
@複写/@貼付け(ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ), @ﾃﾞｰﾀ送信(DDE), @ﾒﾓ表示/@ﾒﾓ無表示(ﾕｰｻﾞﾒﾓ),
@外部呼出, @ｻｰﾊﾞ実行(ACE Serve)
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5.3 帳票定義表

・表の大きさ

@参照項目 #メモ 1行*1桁 は、行桁共に 1.0 mm から 10.0 mm までの指
定が可能。文字列 (計算式+1)

$関数() 100 行
!ｲﾒｰｼﾞ.BMP/DB名 全体で 64 Kバイトまで作成可能(項目や処理手続きを

含んだファイル サイズ)。
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

処理手続きは、255 行 * 256 桁。
204 桁 (半角換算)

・項目 (画面定義表とは、考え方が異なる)
全ての項目に処理手続きの記述が可能。
ただし、処理順番はなく、１行毎に左から右の項目が処理される(項目の左上位置を基点とする)。

参照 ・・・ 入力表の項目を参照して印刷する。項目名+1 という記述は、次の行を指す。
@参照で参照した参照台帳の値は、[項目名] と記述する。

メモ ・・・ ﾒﾓ, ﾊﾞｲﾝﾀﾞﾒﾓ, ﾕｰｻﾞﾒﾓの値を印刷する。
#M1+1 といった計算が行いたい場合は、計算式を使う。

文字列 ・・・ 文字列を印刷する。
計算式 ・・・ 四則演算(+,-,*,/), べき乗(^), 文字結合(&) が使用できる。

'項目名+1'*2 という記述は、次の行を２倍するという意味になる。
関数 ・・・ DATE, PAGE 等の関数の結果を印刷する。四則演算等とも組み合わせられる。

計算式のように、次の行を指定することはできない。
イメージ ・・・ ﾊﾞｲﾝﾀﾞﾒﾓや項目名や[項目名]に ﾌｧｲﾙ名.BMP/DB名 と指定する。
バーコード ・・・ ﾊﾞｲﾝﾀﾞﾒﾓや項目名や[項目名]に 文字列(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ)を指定する。

・固定のもの (ﾏｳｽでつかむことが可能)
イメージ表示(ファイル名を指定. 最大 100 個まで作成可能)。
線画-枠(四隅の丸め可能), 線画-円(楕円), 線画-線(矢印付け可能)。
OLE(埋め込むデータは 1Mバイトまで. 最大 100 個まで作成可能)。

・その他 (ﾏｳｽでつかめないもの)
罫線(実線, 点線, 太線, 二重線), 網掛け(薄い, 濃い, 塗り潰し)。

・繰返しと行条件
指定した行範囲を繰り返す機能。行を印刷するか否かを行条件で指定できる。

帳票定義表

商 品 名 数 量
← この 2 行を繰返し範囲に指定し、繰返し回数を 3 回に設定する。

@商品名 @数量 ← かつ、２行共に行条件を、商品名<>"商品Ａ" とした場合
印刷結果

印刷結果
入力表(参照表名) 商 品 名 数 量

商 品 名 数 量
商 品 名 数 量 商品Ａ 10

商品Ｂ 20
商品Ａ 10 商品Ｂ 20
商品Ｂ 20
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・改ページについて (繰返しと組み合わせた場合に、考慮する必要がある)
[帳票定義]-[初期設定] に検索条件の記述があれば、入力表を絞り込む。
[帳票定義]-[参照単位] に記述があれば、その(最終行 等の)条件で改ページする。
[帳票定義]-[繰返し] に回数(* 以外)や行位置を設定した場合は、その条件で改ページする。
印刷する紙の用紙サイズ(縦)を超える場合は、改ページする。
帳票印刷が終了すると、改ページする。

・位置調整
通常、行桁単位でしか項目を配置できないが、微妙にずらすことが可能である(0.1 mm 単位)。
ただし、実際に帳票印刷で紙に印刷した場合のみ、本設定が反映される。

・@処理文 (処理手続きに記述する)

制御文系
@条件 @条件以外 @条件終了(IF ELSE), @選択 @場合 @場合以外 @選択終了(SWITCH CASE)

データ表参照系
@参照(格納表が必要), @検索読込(格納表が必要)

帳票定義表の処理手続きには、代入文や計算式は使えない。
(そのため、項目に関数や計算式がある )

・インチとポイント
帳票定義を行う上で、重要な単位。
インチは用紙サイズや改行ピッチに使用され、ポイントはフォントサイズ(縦)に使用される。

１ｲﾝﾁ = 25.4 mm, 1/6 ｲﾝﾁ = 4.233..mm, 1/8 ｲﾝﾁ = 3.175 mm

１ﾎﾟｲﾝﾄ = 1/72 ｲﾝﾁ = 0.35277..mm, 10 ﾎﾟｲﾝﾄ = 3.5277..mm, 12 ﾎﾟｲﾝﾄ = 4.233..mm
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5.4 更新定義表 (他に類を見ない機能)

・表の大きさ

項目名１ 項目名２ 項目名３

ただし、最大 53 Kバイト。
項目名１ 項目名２ 項目名３ (各列幅の合計+1)*行数 と計算する。

最大 256 行
(データ部)

最大 256 列

・@処理文 (データ部に記述する)

制御文系
@条件 @条件以外 @条件終了(IF ELSE), @選択 @場合 @場合以外 @選択終了(SWITCH CASE)
@次項処理(右の列へ), @次行処理(次の行へ), @処理終了(更新の終了)

演算系
@四捨五入, @切捨て, @切上げ(左辺=右辺の左辺を省略すると上方の項目名になる)
#B1="ABC" や #M1=VAL(項目名) といった、@処理文を使わない直接の計算も可能。
項目名１ といったように左辺を省略した場合は、{出力表の項目名１}=項目名１ の意味となる。
-項目名１ の場合は、{出力表の項目名１}={出力表の項目名１}-項目名１ となる。

データ表操作系
@参照,
@追加登録(出力表以外), @更新登録(出力表以外), @削除(出力表以外)

{項目名} は出力表、[項目名] は参照表(@参照), 項目名は入力表の項目名となる。
(上方の項目名部に [項目名] と記述した場合は、@更新登録の更新表の項目名となる )

・台帳更新

台帳 入力表

コード 在庫数 日付 コード 入庫数 出庫数

G001 100 1996.12.04 G001 10 0
G002 200 1996.12.04 G003 0 30
G003 300

↑
通常 索引を付ける [台帳更新] (キー列 : コード)

更新定義表

在庫数
コード 在庫数

+入庫数
-出庫数 G001 110

G002 200
G003 270
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・表処理 (入出力表同一の場合)

入力表(出力表も同じ)

コード 単価

G001 100
G002 200
G003 300

[表処理] (入出力表同一)
更新定義表

単価
コード 単価

@四捨五入 0.1,単価*1.03
G001 103
G002 206
G003 309

・表処理 (入出力表同一でない場合)

入力表 型表(出力表が存在しない場合のみ使用される)

コード 単価 コード 税込単価

G001 100
G002 200
G003 300

[表処理]

更新定義表 出力表

コード 税込単価 コード 税込単価

コード @四捨五入 0.1,単価*1.03 G001 103
G002 206
G003 309

(出力表が存在する場合は、追加登録となる)

以下のように書いても結果(出力表)は同じになる。

更新定義表(その１) 更新定義表(その２)

コード 税込単価

コード {コード}=コード
@四捨五入 0.1,{税込単価}=単価*1.03 @四捨五入 0.1,単価*1.03
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5.5 仮想データ表 (全てのコマンドの入力表に指定可能)

・表の大きさ (結果表でなく定義表のサイズ)

表名/DB名 表名/DB名 表名/DB名

項目名１ 項目名２ 項目名３

新項目名

ただし、最大 53 Kバイト。
(各列幅の合計+1)*行数 と計算する。

最大 256 行
(データ部)

最大 256 列

・@処理文 (データ部に記述する)
@分類↑(昇順), @分類↓(降順)
@演算列(+, -, *, /, ^, &)・・・@演算列 には、上方の項目名部の３行目(新項目名)が必要です。

・検索文 (データ部に記述する)
>100 や >100&項目名<300 といった記述を行う。検索は @演算列 や @分類↑/↓よりも先に動く。
同一行は かつ(AND)になり、異なる行は または(OR)になる。

・元表が１つの場合
主に画面入力の @仮想実行と組み合わせて使用する。

@参照 仮想データ表名/DB名,伝票番号,伝票番号
参照表(元表) 仮想データ表

結果表(参照台帳)
伝票番号 氏名 参照表名/DB名 参照表名/DB名

伝票番号 氏名 伝票番号 氏名
1001 酒井 洋平
1002 東尾 正市 =#B1 1001 酒井 洋平
1003 酒井 裕偉 1003 酒井 裕偉
1004 山崎 宏樹

@仮想実行 仮想データ表名/DB名 #M256=2 と結果
表の行数が代入
される。

(事前に #B1="酒井*" と代入しておく)

・元表が複数の場合 (ﾘﾚｰｼｮﾅﾙなﾃﾞｰﾀ表の結合)
最大 5 表まで結合できる。キー列には索引を付ける必要がある。
複合索引で複数列をキー列にすることも可能。

表Ａ(元表) 表Ｂ(元表)

伝票番号 商品ｺｰﾄﾞ 商品ｺｰﾄﾞ 商品名
商品ｺｰﾄﾞ
列に索引
を付ける

1001 G1111 G1111 米
1002 G2222 G2222 塩
1003 G1111

結果表
仮想データ表

伝票番号 商品ｺｰﾄﾞ 商品名
表Ａ/DB名 表Ａ/DB名 表Ｂ/DB名
伝票番号 商品ｺｰﾄﾞ 商品名 1001 G1111 米

1002 G2222 塩
@分類↑ 1003 G1111 米
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5.6 運用例

自動定義表
処理手続き

画面定義表
' データの入力

画 面 入 力
$$画面入力 ・・・

ヘッド

累積表 更新定義表
' 表の加工
' 仮想ﾃﾞｰﾀ表 で間に合う 番号 商品 金額 番号

' 場合もある
12001 米 5000 #店番号*1000+番号

$$更新 $表処理 ・・・ 12002 ミソ 200

12003 正油 300

( #店番号=12 )
ちなみに、
仮想ﾃﾞｰﾀ表では以下のようになる

' 小計, 総計 等の計算 出力表 累積表/DB名 累積表/DB名 累積表/DB名

番号 商品 金額

$$表集計 $行集計 ・・・ 番号 商品 金額 番号

12001 米 5000 @演算列 +#店番号*1000

12002 ミソ 200

12003 正油 300

合計 5500

上記の出力表を帳票印刷の参照表名に指定

帳票定義表
' プリンタに出力

帳 票 印 刷
$$帳票印刷 ・・・ 番号 商品 金額

@番号 @商品 @金額 ← 繰返し

' ACE32 の終了 印刷結果
$$終了

番号 商品 金額

12001 米 \5,000-

12002 ミソ \200-

12003 正油 \300-

合計 \5,500-
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ACE32 関連製品ラインアップ(最新版のみ)

製品名称 対応OS
概要 同梱の機能(ソフト)

ACE32 for Windows V3.0 L30 9x, NT, 2000
ACE32 DBﾗｲﾌﾞﾗﾘ for Visual Basic(32ﾋﾞｯﾄ版)
ODBCとSQL*Netによる外部DBとの接続

ACE32 ﾗﾝﾀｲﾑ for Windows V3.0 L30 9x, NT, 2000
ACE32の自動定義表の実行のみ行えるｿﾌﾄ
。定義表の編集は不可。

ODBCとSQL*Netによる外部DBとの接続

ACE Serve V3.0 L30 NT, 2000
ACE32で開発したﾃﾞｰﾀ操作系のｼｽﾃﾑをｻｰﾊﾞ
側で実行できるｿﾌﾄ。印刷依頼も可能。

ODBCとSQL*Netによる外部DBとの接続

ACE32 開発ｾｯﾄ V3.0 L30
ACE32とACE Serveを同梱したもの。 ACE32 DBﾗｲﾌﾞﾗﾘ for Visual Basic(32ﾋﾞｯﾄ版)

ACE/Win V2.5 L12 3.1, 95, NT
ACE32と同機能の16ﾋﾞｯﾄ版ｿﾌﾄ。ただし、ﾛ
ﾝｸﾞﾌｧｲﾙﾈｰﾑは使えない。

ODBC(16ﾋﾞｯﾄ)による外部DBとの接続
dBASE形式ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ表変換

ACE/Win ﾗﾝﾀｲﾑ ｼｽﾃﾑ V2.5 L12 3.1, 95, NT
自動定義表の実行のみ行えるｿﾌﾄ。定義表
の編集は不可。

ODBC(16ﾋﾞｯﾄ)による外部DBとの接続
dBASE形式ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ表変換

ACE/Win dbLinkｵﾌﾟｼｮﾝ V2.0 L21(RDA/TCP用) 3.1, 95, NT
RDBII,RDB/6000,INFORMIX,Oracle等の外
部DBとRDA/TCP経由で接続するｿﾌﾄ。

※ RDA/TCPの環境設定には、InetBIOSやDPCﾗｲﾌﾞﾗﾘが
必要。ﾎｽﾄ側は手順ｿﾌﾄ等のｿﾌﾄが必要。

ACE/Win dbLinkｵﾌﾟｼｮﾝ V2.0 L21(SQL*Net用) ※ SQL*Netのﾄﾞﾗｲﾊﾞが必要。
Oracle7等とSQL*Net経由で接続するｿﾌﾄ。

ACE/Win DBﾗｲﾌﾞﾗﾘ for Visual Basic V2.5 
L10B

3.1, 95, NT

Visual Basic(16ﾋﾞｯﾄ版)からACE/Win(ACE
32)のﾃﾞｰﾀ表をｱｸｾｽ可能としたｿﾌﾄ。

ACE/Win TeamOFFICE 連携ｵﾌﾟｼｮﾝ V2.0 L11 3.1, 95
ACE/Win(ACE32)の表をONLINE形式に変換
し、TeamMail等の添付ﾌｧｲﾙにするｿﾌﾄ。

ACE/Win LANPACK5 V2.5 ※ LANPACK5とは、ｻｰﾊﾞ上のACE/Win(ACEWIN.EXE)の同
時使用数を+5していくｿﾌﾄのこと。ACE/Win dbLinkｵﾌﾟｼｮﾝ LANPACK5 V2.0(RDA/

TCP用) ACE32にはLANPCK5という製品はなく、ｻｰﾊﾞのEXEを
同時に何人でも使用できる。(ﾗｲｾﾝｽの購入は必要)ACE/Win dbLinkｵﾌﾟｼｮﾝ LANPACK5 V2.0(SQL*

Net用)

ACE/Win 開発ｾｯﾄ V2.5 L13 ACE Serve は V3.0 L11 である。
ACE/WinとACE Serveを同梱したもの。 ACE/Win DBﾗｲﾌﾞﾗﾘ for Visual Basic V2.5(16ﾋﾞｯﾄ版)

CALC/Win V3.0 L10 3.1, 95, NT
表計算ｿﾌﾄ(16ﾋﾞｯﾄ版)。ACE/Winのﾃﾞｰﾀ表
の変換が可能。

CALC32 V4.0 L11 9x, NT, 2000
表計算ｿﾌﾄ(32ﾋﾞｯﾄ版)。ACE32のﾃﾞｰﾀ表の
変換が可能。

ODBCによる外部DBとの接続
ACE Serveの自動実行




