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作成するアプリ 

本書は、楽々Web データベースで「サブアプリ」を作成する方法を説明します。 

 

＜サブアプリとは＞ 

エクセルを共有する際に、見せたくないデータを削除しておく、一部分を変更できないようにロックを

かけておく、という作業をすることがあるかと思います。 

楽々Web データベースのアプリでデータを共有する際にも、上記と同じようなことをしたい場合があり

ます。 

 

楽々Web データベースの「サブアプリ」を利用することにより、人によってデータを見られる・見られ

ない、入力できる・入力できないを切り替えることができます。 

 

「サブアプリ」は、一つのアプリを元に派生させたアプリです。派生先のサブアプリでデータの表示可否

や入力可否を設定します。 

例えば、ステータスが「済」のデータや個人情報のデータは表示しない、変更不可の項目は入力できな

いようにしたいという場合にサブアプリを利用します。 

 

 

 

アプリは管理者のみが利用し、サブアプリは他のユーザーが利用するという運用にすることでデータの

保護ができます。 

サブアプリによって、限定された範囲でのみデータを利用させるといった運用が可能です。 

 

＜サブアプリの機能＞ 

サブアプリでは、データの閲覧、ダウンロードおよびデータ登録、更新の機能のみが利用できます。 

データの削除はできません。 

 

サブアプリ特有の機能として、データ絞り込み設定で、特定の条件を満たすデータ行のみを表示する機
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能があります。 

なお、サブアプリ設定では項目の追加や削除はできません。 

 

＜サブアプリの活用例＞ 

楽々Web データベースでサブアプリを活用する方法を、売上予実管理を例に紹介します。 

 

■売上予実管理 

売上予実管理を楽々Web データベースではどのように実現するのか概要を説明します。 

以下のようなデータを題材とします。 

 

＜売上予実管理イメージ＞ 

 

 

データのイメージは各担当者(課長)が管理部門に送付してきた月単位の予定、実績のデータを集計した

ものです。 

 

業務のイメージは下記のとおりです。 

1． 部門の担当者(営業課長)は、期初に各月の売上予定を立案します。 

2． 部門の担当者は各月の締め日に実績の入力と予定の修正をします。 

3． 管理者(営業部長)は売上予定と実績を比較しマネジメントします。 

 

上記のデータを楽々Web データベースのアプリで管理しようとすると、様々な課題が出てきます。 
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例えば、担当者が誤って他のデータを変更しないよう担当者分のデータだけを表示したい、 

過去データや締切済みの予定を変更されないようにしたい、といった内容です。 

 

上記の課題をサブアプリで解決してみましょう。 
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アプリを作成する 

まず、売上予実管理アプリを作成します。 

（アプリ化の詳細な方法は、「楽々Web データベース 利用マニュアル（HTML） 2 章 アプリの作成」

を参照してください。） 

（サブアプリを作成可能なアプリは、「新規作成」、「CSV から作成」もしくは「Excel から作成」の「Excel

のレイアウトを適用する。」のチェックを外して作成したアプリのみです。） 

 

 

 

  

ATTENTION! 

Excel ファイルのサンプルとして「売上予実管理.xlsx」を提供していますが、 

ファイルの中の「担当者」データは、楽々Web データベースに登録されているユーザーID であ

る必要があります。 

提供時のデータでは取り込みできませんので、実在するユーザーID に適宜変更してください。 

ユーザーの管理については、「楽々Web データベース 利用マニュアル（HTML） 5 章 管理モー

ド > 組織管理 > ユーザー管理」を参照してください。 

 

 

 

本マニュアルで使用する売上予実管理のサンプルファイルは、 

マニュアルトップ > ファーストステップガイド > サブアプリ（例：予実管理業務）に

掲載している「楽々Web データベース 簡単アプリ作成ガイド(サブアプリ) - Excel テン

プレート - 売上予実管理」です。 

実在するユーザーID に

変更してください。 
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・売上予実管理アプリの作成 

「システム管理者」に設定しているユーザーでログインし、HOME 画面の左側のメニューの「Public」

フォルダをクリックし、「アプリを作成」ボタンをクリックします。 

 

 

「新規作成」「CSVから作成」もしくは「Excel から作成」ボタンをクリックします。 

 

※本手順では Excel から作成する方法で説明します。 

 

アプリ化する Excel ファイルを読み込みます。 

①「ファイル」の参照ボタンから売上予実管理の Excel ファイルを選択、またはドロップします。 
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②「作成形式」は、『一覧』を選択します。 

③「次へ」ボタンをクリックし、読み込みます。 

 

 

読み込んだ Excel ファイルのイメージと「取り込み項目選択」ウインドウが表示されます。 

 

  

① 

② 

③ 
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データベースに読み込むセル A1:G19 をマウスで選択し、「取り込み項目選択」ウインドウの「一覧適

用」ボタンをクリックします。 

 

 

「取り込み項目選択」ウインドウに適用した内容が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。 
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読み込んだセルの項目の型は自動推論されます。 

型を変更し、確認できたらアプリ名を付けてアプリを作成します。 

①「Excel のレイアウトを適用する。」のチェックを外します。 

※本チェックを外さずにアプリを作成した場合は、サブアプリが作成できません。 

②「アプリ名」に、『売上予実管理』を入力します。 

③型を変更します。 

項目名 型 

対象月 日付 

部門 文字列(1 行) 

担当者 ユーザー 

[予定]売上 数値 

[実績]売上 数値 

[差異]売上金額 計算 

差異理由 文字列(1 行)もしくは(複数行) 

④「作成」ボタンをクリックします。 

  

① 

② 

③ 

④ 
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「アプリを作成しました。」のメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

「売上予実管理」アプリが作成できました。 
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＜計算式の設定＞ 

引き続き、「[差異]売上金額」項目の計算を自動で実行するように設定します。 

「[差異]売上金額」項目をクリックし、プロパティウインドウにプロパティを表示します。 

 

 

プロパティウインドウの「計算式」の参照ボタンをクリックし、計算で使用する項目を選択します。 

計算式は「[実績]売上-[予定]売上」とします。マイナス(-)は半角で手入力してください。 

 

  

プロパティウインドウ 
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「更新」ボタンをクリックして、変更を適用します。 

 

 

「アプリを更新しました。」のメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

以上で、「売上予実管理」アプリの作成は完了です。 
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サブアプリを作成する 

続いて、サブアプリを作成します。 

はじめに、予定の入力を行うサブアプリを作成します。 

 

・売上予定入力アプリの作成 

HOME 画面の左側のメニューの「Public」フォルダをクリックし、「売上予実管理」アプリの右上の

をクリックし、「設定」を選択します。 

 

 

アプリ編集画面で「サブアプリ作成」ボタンをクリックします。 
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「サブアプリ名」に『予定入力』と入力し、「作成」ボタンをクリックします。 

 

 

「アプリを作成しました。」のメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。 
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◇データの保護設定 

予定入力時に「[予定]売上」以外の項目を変更できないようにします。 

サブアプリのアプリ編集画面で項目に設定をします。 

 

項目「対象月」をクリックし、プロパティウインドウにプロパティを表示します。 

 

 

プロパティウインドウの「データの保護」を『有効』に設定します。 

  

プロパティウインドウ 
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「データの保護」を『有効』に設定すると、項目に鍵のマーク「 」がつきます。 

同様の手順で項目「部門」「担当者」の「データの保護」を『有効』に設定します。 

 

 

次に、画面上の不要な項目を非表示とする設定をします。 

画面右側の「非表示項目」エリアに、表示しない項目「[実績]売上」「[差異]売上金額」「差異理由」を

ドラッグ&ドロップします。 

 

 

「更新」ボタンをクリックします。 
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◇データの絞り込み設定(ユーザー単位) 

担当者が誤って他のデータを変更しないよう担当者分のデータだけを表示する設定を行います。 

「アプリ編集」画面の「各種設定」ボタンをクリックし、「一般設定」をクリックします。 

 

 

「ログインユーザー絞込みに使用するユーザー型項目」の参照ボタンで「担当者」を選択し、「適用」

ボタンをクリックします。 
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◇データの絞り込み設定 

過去のデータを変更されないようにデータの絞り込み設定を行います。 

 

「各種設定に戻る」ボタンをクリックします。 

 

 

「データ絞り込み設定」をクリックします。 
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下記の絞り込みの条件を入力し、「適用」ボタンをクリックします。 

＜条件 1＞ 

①「項目」の参照ボタンから、項目名『対象月』を選択します。 

②「条件」を、『が対象値より大きい（>）』に設定します。 

③「対象値」を、『値』に設定し、テキストボックスに当月の日付『(例)2019/02/01』を入力します。 

④「適用」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

「データを登録しました。」と表示されたら設定は完了です。 

  

① ② ③ 

④ 
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・売上実績入力アプリの作成 

HOME 画面の左側のメニューの「Public」フォルダをクリックし、「売上予実管理」アプリの右上の

をクリックし、「設定」を選択します。 

 

 

アプリ編集画面で、「サブアプリ作成」ボタンをクリックします。 
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「サブアプリ名」に『実績入力』と入力し、「作成」ボタンをクリックします。 

 

 

「アプリを作成しました。」のメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。 
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◇データの保護設定 

実績入力時に「[予定]売上」などの項目を変更できないようにします。 

サブアプリのアプリ編集画面で項目に設定をします。 

 

項目「対象月」をクリックし、プロパティウインドウにプロパティを表示します。 

 

 

プロパティウインドウの「データの保護」を『有効』に設定します。 

  

プロパティウインドウ 
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「データの保護」を『有効』に設定すると、項目に鍵のマーク「 」がつきます。 

同様の手順で項目「部門」「担当者」「[予定]売上」の「データの保護」を『有効』に設定し、 

「更新」ボタンをクリックします。 

 

 

「アプリを作成しました。」のメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。 
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◇データの絞り込み設定(ユーザー単位) 

担当者が誤って他のデータを変更しないよう担当者分のデータだけを表示する設定を行います。 

「アプリ編集」画面の「各種設定」をクリックし、「一般設定」をクリックします。 

 

 

「ログインユーザー絞込みに使用するユーザー型項目」で「担当者」を選択し、「適用」ボタンをクリ

ックします。 
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◇データの絞り込み設定 

過去のデータを変更されないようにデータの絞り込み設定を行います。 

 

「各種設定に戻る」ボタンをクリックします。 

 

 

「データ絞り込み設定」をクリックします。 
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下記の絞り込みの条件を入力し、「適用」ボタンをクリックします。 

＜条件 1＞ 

①「項目」の参照ボタンから、項目名『対象月』を選択します。 

②「条件」を、『が対象値より大きい（>）』に設定します。 

③「対象値」を、『値』に設定し、テキストボックスに先月末の日付『(例)2019/01/31』を入力します。 

④「適用」ボタンをクリックします。 

 

 

 

「データを登録しました。」と表示されたら設定は完了です。 

以上で、サブアプリの作成は完了です。 

  

① ② ③ 

④ 
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アプリの利用者を設定する 

アプリの利用者を設定します。 

HOME 画面の左側のメニューの「Public」フォルダをクリックし、「売上予実管理」アプリの右上の

をクリックし、「設定」を選択します。 

 

 

「アプリ編集」画面の「各種設定」をクリックし、「利用者設定」をクリックします。 
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利用者設定画面が開きます。 

利用者設定画面では、現在選択しているアプリを利用できる「グループ」「ユーザー」を選択し、「アプリ

編集」「データ更新」が『できる』『できない』を設定します。 

「Public」フォルダ配下に作成したアプリには、以下が初期設定されています。 

グループコード グループ名 下位展開 権限設定 

アプリ編集 データ更新 

@everyone @everyone 含む できない できる 

※「@everyone」はすべてのユーザーを示す仮想グループです。 

 

管理者(例：営業部長)はデータの登録・更新・削除ができる「売上予実管理」アプリを利用可能とし、 

部門の担当者(例：営業課長)には「売上予実管理」アプリは利用できないようにします。 

①「グループ」の「@everyone」の「削除」チェックボックスをチェックします。 

②「ユーザー」の「ユーザーID」の参照ボタンから管理者ユーザーを選択し、「アプリ編集」をチェック

し、「アプリ編集」「データ更新」の両方がチェックされている状態にします。 

③「更新」ボタンをクリックします。 

  

① 

② 

③ 
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「データを更新しました。」と表示されたら設定は完了です。 

 

※なお、利用者設定画面の設定に関わらず、「システム管理者」に設定しているユーザーは、「アプリ編集」

「データ更新」ができます。 
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アプリを本番化する 

アプリを作成し利用者設定が完了したら「本番化」をし、一般ユーザーにアプリを公開します。 

「本番化」するまで、アプリは一般ユーザーのログイン画面には表示されず使用もできません。 

 

「システム管理者」に設定しているユーザーでログインし、HOME 画面の左側のメニューの「Public」

フォルダをクリックし、「予定入力」アプリの右上の をクリックし、「設定」を選択します。 

 

 

「各種設定」ボタンをクリックし「本番化」ボタンをクリックします。 

  

「本番化」されていないアプリには、

「準備中」が表示されます。 
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①「本番化」を『する』に設定します。 

②「適用」ボタンをクリックします。 

 

 

「データを更新しました。」と表示されたらアプリの本番化は完了です。 

 

 

同様の手順で、「売上予実管理」アプリ、「実績入力」アプリも本番化してください。 

  

① 

② 
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アプリを使う 

作成したアプリで、売上予実管理業務の流れを確認してみましょう。 

 

部門の担当者が売上予定を入力する 

部門の担当者(例：営業課長)ユーザーでログインします。 

HOME 画面には「売上予実管理」アプリは表示されていません。 

「予定入力」アプリをクリックします。 
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検索画面で「検索」ボタンをクリックするとデータの一覧をページ下部に表示します。 

データ一覧ではデータの絞り込み設定をしているため、過去のデータは表示されません。 

 

 

「更新」ボタンをクリックすると、予定が入力可能な更新画面に遷移します。 

更新画面では、「[予定]売上」項目のみが入力可能になっています。 
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部門の担当者が売上実績を入力する 

部門の担当者(例：営業課長)ユーザーでログインし、「実績入力」アプリをクリックします。 

 

 

検索画面で「検索」ボタンをクリックするとデータの一覧をページ下部に表示します。 

データ一覧ではデータの絞り込み設定をしているため、過去のデータは表示されません。 
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「更新」ボタンをクリックすると、実績が入力可能な更新画面に遷移します。 

更新画面では、「[予定]売上」項目が入力不可で、変更できないようになっています。 

また、「[実績]売上」「[差異]売上金額」「差異理由」項目のみが入力可能です。 
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管理者(営業部長)が売上予実を管理する 

「売上予実管理」アプリの管理者(例：営業部長)ユーザーでログインし、「売上予実管理」アプリをクリ

ックします。 

 

 

検索画面で「検索」ボタンをクリックするとデータの一覧をページ下部に表示します。 

管理者は「売上予実管理」アプリですべてのデータを確認できます。 

また、検索結果画面でデータを EXCEL でダウンロードし、二次活用も可能です。 
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例えば、Excel の機能を利用しグラフ化するなど、自由に集計し活用できます。 

 

 

（集計例）営業一課、営業二課、営業三課の売上予実を集合縦棒グラフで可視化。 
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改訂履歴 

Ver.1.0.0.0 (2019-11-08) 

・オンプレミス版新規作成 

Ver.1.0.0.1 (2020-04-30) 

・全体の画像を Version 2.2.0.0 の内容へ変更 

Ver.1.0.0.2 (2021-06-18) 

・商標についての記述と、許可のない複製・公開禁止の注意書きを追加 

Ver.1.0.0.3 (2022-02-22) 

・<サブアプリの機能>を修正 
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