
データの内容や形式、データの論理構造や関連性などデータベースの構造を記述したもので
す。データベースの設計図といえます。「外部スキーマ」「概念スキーマ」「内部スキーマ」
の3つの階層で構成されるデータベース構造を、3層スキーマ構造といいます。

❶	外部スキーマ
データベースの論理データ（概念スキーマ）から、利用者にとって必要なデータだけを
取り出した状態のものです。利用者がデータを参照する段階です。ビューと呼ぶことも
あります。

❷	概念スキーマ
データベース上の論理データです。データ同士の関係や構造を定義したものです。デー
タベースの開発者がその内容や構造を設計する段階です。テーブル定義書やテーブルが
相当します。

スキーマ ★★★★★ check	 █ ████

	11	データベースとは

ある規則に従って整理された情報の集まりのことです。例えば、多くの企業は顧客情報や商
品情報などの情報をデータベースで一元管理しています。

❶	関係モデル
データの関係性を数学的に表現したものです。関係モデルをもとにしてデータベースを
設計していきます。

関係モデル 関係データベース

対応する

関係（relation）

タプル（tuple）・組

属性（attribute）

表・テーブル

行・レコード

列・カラム

定義域（domain） 文字列型、整数型などの
データ型

❷	関係データベース
データ構造を2次元の表によって表現されるデータベースモデルのことです。行（レ
コード）と列（カラム）で構成されています。

ID 名前 住所 電話番号

テーブル

レコード

フィールドカラム

データベース ★★★★★ check	 █ ████

データベースを構築、管理するためのソフトウェアです。主に複数の利用者による共同運用
するために利用します。Microsoft社のSQL	serverやOracle社のOracle	Databaseなど
が有名です。主に以下のような機能があります。

❶	定義機能
データの内容、データの論理構造、形式などのスキーマを定義する機能。

❷	保全機能
データの完全性を保つ機能。排他制御や参照制約、表制約など。

❸	機密保護機能
データの安全性を保つ機能。ユーザ認証、アクセス権限、暗号化など。

❹	障害回復機能
データベースを障害から復旧させる機能。ロールバック、ロールフォワード、ログ記録
など。

DBMS〈Data	Base	Management	System〉
（データベース管理システム）

★★★★★ check	 █ ████
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❸	内部スキーマ
データを格納するためのハードウェアとしての構造を定義したものです。概念スキーマ
をもとに、論理データをどのようにDBMSに格納するかを考える段階です。

利用立場

ユーザ

開発者

DBMS

ビュー

テーブル定義書

データベースの
物理配置設定

外部スキーマ

概念スキーマ

内部スキーマ

	22	データベース設計

データベースの対象となる実体（エンティティ）と実体間の関連（リレーションシップ）を
表現した図です。ここでいう実体とは、データベース化する対象のことだと考えてくださ
い。実体をE-R図で記述する際は、四角で表します。実体間の関連は矢印やひし形で表し、
「1対1」「1対多」「多対多」の関係性も記載します。
下の図では、「部署」という実体と「社員」という実体の関連を表現しています。一つの部
署に対して社員は何人もいるが、一人の社員は一つの部署にしか所属できないことがわかり
ます。
E-R図は概念スキーマを考える際に必要となります。

所属部署 社員

・部署コード
・部署名

・社員番号
・氏名

1 n

社員

・社員番号
・氏名

1：n

・部署コード
・部署名

部署

E-R図 ★★★★★ check	 █ ████
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データベースの設計では、データの重複や矛盾が発生しないような設計が必要となります。
そこで必要となるのが、主キーと外部キーです。

❶	主キー
表の中で、各行を識別するための重複しない列のことです。重複していないので、必ず
特定の1行を特定できるような列のことです。この特徴を一意制約といいます。以下の
図では、商品番号が主キーにあたります。
主キーではNULL（空値）は入力できません。この特徴を非NULL制約といいます。
また、複数の列を合わせて主キーとする方法があります。これを複合キーといいます。

商品番号 商品名 単価（円） 在庫（個）

001 ティッシュ 300 100

002 マスク 500 50

003 ハンカチ 300 30

主キー

NULL（空値）はNG

❷	外部キー
ある表から他の表を参照するための列のことです。以下の図のように、複数の表を関連
付けることができるのがデータベースの大きな特徴です。外部キーは複数参照すること
が可能であり、重複していてもNULL値でも構いません。ただし、参照される側の表の
主キーである方が望ましいです。
また、参照関係のある表同士の整合性を保つ必要があります。そのための制約を外部
キー制約（参照制約）といいます。外部キー制約では、表の削除、行の削除などを禁止
することができます。

売上番号 商品番号 売上個数

s001 002 20

s002 003 10

s002 003 5

外部キー

商品番号 商品名 単価（円） 在庫（個）

001 ティッシュ 300 100

002 マスク 500 50

003 ハンカチ 300 30

主キーと外部キー ★★★★★ check	 █ ████	 █████

関係データベースの主キーの性質として，適切なものはどれか。

ア　主キーとした列に対して検索条件を指定しなければ，行の検索はできない。
イ　数値型の列を主キーに指定すると，その列は算術演算の対象としては使えない。
ウ　一つの表の中に，主キーの値が同じ行が複数存在することはない。
エ　複数の列からなる主キーを構成することはできない。

解答 ウ

ア　主キーには一意制約により、一意に特定できるので検索は可能です。
イ　	主キーが数値型であっても、算術演算の対象になります。記述のような制約は存在しま

せん。
ウ　主キーの一意制約の説明です。
エ　複数の列を合わせて主キーとすることは可能です。

例 題 ◢ 平成 21年 秋期 午前 問 32 ◤ 🅰 🅰 1 分 00秒 ◤

正規化とは、できるだけシンプルな表を作るために、データの繰
り返しや重複する部分を取り除き、かつ、リレーショナルデータ
ベースとして利用できるようにするための作業です。

正規化することで、次のような効果があります。

❶❶	各表のデータサイズが小さくなる 処理を高速化できる

❷❷	メンテナンス（情報更新）がしやすくなる データベースの矛盾が少なくなる

次の表をリレーショナルデータベースで使いやすい表にするための正規化手順を示します。

得点表

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済
経済学
簿記

82
65

0002 鈴木次郎 02 経営
経済学
簿記

75
83

この表では、履修科目と得点に複数のデータが入っています。フィールドには1つの項目の
みを入力するようにしなければなりません。

正規化とは ★★★★★ check	 █ ████

140 141

date.1 / date.2 / date.3 / date.4 / date.5 /3-2　データベース

3
技
術
要
素



❶	非正規形
データの繰り返し項目がある表のことです。繰り返し項目とは、1行に同じデータが繰
り返されている状態や、1つのフィールドに2つ以上のデータが繰り返し入力されてい
る状態です。以下の図では、「履修科目」と「得点」が繰り返し項目になっています。こ
の状態だと、行や列単位での処理ができません。
たとえば、表Aで平均得点を計算しようとしたとき、2列計算する必要があります。ま
た、表Bは1つのフィールドに2つの科目が入力されているので、経済学部を履修した
人だけ抜き出すといった処理ができません。

表A

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 経済学 82 簿記 65

0002 鈴木次郎 02 経営 経済学 75 簿記 83

繰り返し項目

表B

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済
経済学
簿記

82
65

0002 鈴木次郎 02 経営
経済学
簿記

75
83

繰り返し項目

繰り返し項目

繰り返し項目

	

❷	第1正規形
データの繰り返し項目を別の表や行に分離した表のことです。この状態であれば、平均
得点を求めることも、履修科目で検索することも可能です。

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 経済学 82

0001 山田一郎 01 経済 簿記 65

0002 鈴木次郎 02 経営 経済学 75

0002 鈴木次郎 02 経営 簿記 83

繰り返し項目を
別の行に分離

正規化 ★★★★★ check	 █ ████	 █████ ❸	第2正規形
第1正規形の表で、主キーだけで従属関係が成立する項目を分離します。ここでは学籍
番号を主キーとすることで、2つの従属関係が成立しています。

学籍番号で学生氏名・学科コード・学科を特定できる   学生表   を作る

学籍番号で履修科目・得点を特定できる   得点表   を作る

学生表 得点表

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 学籍番号 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 0001 経済学 82

0002 鈴木次郎 02 経営 0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 経済学 82

0001 山田一郎 01 経済 簿記 65

0002 鈴木次郎 02 経営 経済学 75

0002 鈴木次郎 02 経営 簿記 83
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❹	第3正規形
第2正規形の表で、主キー以外の項目によって決まる項目を別の表に分離します。以下
の例では、学生表から学科コードを分離して学科表を作成しています。また、計算結果
の項目も削除します。例えば、売上金額（単価×売上個数）といった項目があった場合、
表から削除します。

学生表 得点表

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 学籍番号 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 0001 経済学 82

0002 鈴木次郎 02 経営 0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

学生表 学科表 得点表

学籍番号 氏名 学科コード 学科コード 学科名 学籍番号 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 01 経済 0001 経済学 82

0002 鈴木次郎 02 02 経営 0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

DBMSでは、第3正規形の表を定義します。そして、用途に応じて第3正規形の表を操
作し、第1正規形や第2正規形に加工します。例えば、誰がどの学科に属しているのか
一覧を見たい際には、学生表と学科表を結合させます。その際に、SQLというデータ
ベースを操作する言語を使います。

次のような繰返し構造をもったデータを，第3正規形に正規化したものはどれか。ここで，
下線部分は主キーを表す。また，単位と単価は商品コードごとに決まるものとする。

伝票番号 日付 顧客コード 顧客名 住所 #1 #2 #3 #n

繰返し

#1〜#n 商品コード 単位 数量 単価

ア 伝票番号 顧客コード

顧客コード 顧客名 住所

伝票番号 日付 商品コード 数量

商品コード 単位 単価

イ 伝票番号 日付 顧客コード

顧客コード 顧客名 住所

伝票番号 商品コード 数量

商品コード 単位 単価

ウ 伝票番号 日付 顧客コード 顧客名 住所

伝票番号 商品コード 数量

商品コード 単位 単価

エ 伝票番号 日付 顧客コード 顧客名 住所

伝票番号 商品コード 単位 数量 単価

解答 イ

まず、繰り返し項目をなくし、第1正規形にすると以下のような表になります。

伝票番号 日付 顧客コード 顧客名 住所 商品コード 単位 数量 単価

次に、主キーだけで従属関係が成り立つ項目を別表に分離します。設問によると、主キーは
「伝票番号」と「商品コード」ということが分かります。そのため、「伝票番号」と「日付」「顧
客コード」「顧客名」「住所」で従属関係が成り立っていることがわかります。また、「商品
コード」と「単位」「単価」でも従属関係が成り立っています。よって、以下の表になります。

伝票番号 日付 顧客コード 顧客名 住所

伝票番号 商品コード 数量

商品コード 単位 単価

最後に、主キー以外の項目の従属関係を考えます。「顧客コード」と「顧客名」「住所」で従属
関係があるので分離します。すると以下のような表になります。よって、答えはイになります。

伝票番号 日付 顧客コード

顧客コード 顧客名 住所

伝票番号 商品コード 数量

商品コード 単位 単価

例 題 ◢ 平成 20年 秋期 午前 問 57 ◤ 🅰 🅰 2 分 00秒 ◤
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	33	トランザクション

データベースを処理する際、関連する複数の処理をまとめて1つの処理単位と考えて処理す
ることです。例えば、銀行において、個人の預金口座から電力会社の預金口座へ振替を行う
場合、個人の口座の出金処理と、電力会社の口座の入金処理の2つをまとめて行う必要があ
り、両方の処理が成功する必要があります。その際、以下の4つの特性が必要になります。
4つを合わせてACID特性といいます。

❶	原子性（atomicity）
トランザクション内の処理がすべて実行されるか、または全く実行されないか、のどち
らかの状態を維持することです。

❷	一貫性（consistency）
トランザクションによりデータが矛盾しないことです。常にデータベースの整合性が保
たれている必要があります。

❸	独立性（isolation）
複数のトランザクションを同時に実行した場合と、順番に実行した場合の結果が一致す
ることです。

❹	耐久性（durability）
正常終了したトランザクションの結果が、仮にシステムに障害が発生しても失われない
ことです。	

トランザクション処理 ★★★★★ check	 █ ████	 █████
データベース上のデータの矛盾防止のため、アクセスタイミングをコントロールすることで
す。データの更新中はデータベースへのアクセスを制限し、別のトランザクションが更新で
きないように制御します。このアクセス制限のことをロックといいます。

300

読む＋ロック

+100して更新

読む

アクセス
不可

データベース

200

❶	占有ロック
データを更新する際の制限のことです。他のトランザクションから占有ロックや共有
ロックをかけることはできません。つまり、他のトランザクションからは参照も更新も
できない状態です。

❷	共有ロック
データを読み込みする際の制限のことです。他のトランザクションからは読み込みは可
能ですが、更新することはできません。つまり、他のトランザクションからは参照はで
きますが、更新はできない状態です。

❸	デッドロック
複数のトランザクションが相手の占有している資源の解放を待っている状態のことです。
この状態になると、トランザクションを完了することができず、永遠に待ち続けること
になります。

ロック中
ロック中

処理Bの
アンロック
待ち

処理Aの
アンロック
待ち

データ❶❶

データ❶❶

データ❷❷
・データ❶❶を占有ロック
・データ❶❶を更新

処理B

・データ❷❷を占有ロック
・データ❷❷を更新

処理B

・データ❶❶を占有ロック
・データ❶❶を更新

処理A 

・データ❷❷を占有ロック
・データ❷❷を更新

処理A 

データ❷❷

排他制御 ★★★★★ check	 █ ████
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表は，ジョブ1～3が資源A～Cにかけるロックの種別を表す。また，資源へのロックはジョ
ブの起動と同時にかけられる。ジョブ1～3のうち二つのジョブをほぼ同時に起動した場合
の動きについて，適切な記述はどれか。ここで，表中の"－"はロックなし，"S"は共有ロッ
ク，"X"は占有ロックを示す。

資源
ジョブ A B C

1 S ー X

2 S X ー

3 X S ー

ア　ジョブ1の後にジョブ3を起動したとき，ジョブ3の資源待ちはない。
イ　ジョブ2の後にジョブ1を起動したとき，ジョブ1の資源待ちはない。
ウ　ジョブ2の後にジョブ3を起動したとき，ジョブ3の資源待ちはない。
エ　ジョブ3の後にジョブ1を起動したとき，ジョブ1の資源待ちはない。

解答 イ

ア　	ジョブ1の直後にジョブ3を起動すると、資源Aがジョブ1によって共有ロックされて
いる状態になります。ジョブ3は資源Aを占有ロックしたいので、ジョブ1の処理が終
わるのを待つ必要があります。

イ　	ジョブ1とジョブ2は、どちらも資源Aを共有ロックするので、資源待ちは発生しませ
ん。

ウ　	ジョブ2の直後にジョブ3を起動すると、ジョブ2が資源Aを共有ロックしている状態
になります。ジョブ3は資源Aに占有ロックをかけたいので、ジョブ2の処理が終わる
のを待つ必要があります。

エ　	ジョブ3の直後にジョブ1を起動すると、ジョブ3が資源Aを占有ロックしている状態
になります。ジョブ1は資源Aに共有ロックをかけたいので、ジョブ3の処理が終わる
のを待つ必要があります。

例 題 ◢ 平成 25年 秋期 問 32 ◤ 🅰 🅰 2 分 00秒 ◤ 	44	障害時対応

データベースは障害時に備えて、フルバックアップとログファイル（ジャーナルファイル）
を取っています。フルバックアップは、データベースの全データのバックアップです。ログ
ファイル（ジャーナルファイル）は、データベースの更新記録のことです。障害時の復旧時
のために、データベースの更新前後のデータを記録しています。

❶	ロールフォワード（前進復帰）
データベースに障害が起こった際に、フルバックアップと更新後ログを使って障害発生
直前の状態に回復する処理のことです。

障害発生

DB DB

DB

更新前更新前
ログログ

更新後更新後
ログログ

フルバックアップ
フルバックアップ
＋更新後ログで復旧

更新

❷	ロールバック（後進復帰）
データベースに障害が起こった際に、フルバックアップと更新前ログを使ってトランザ
クション開始直前の状態に回復する処理のことです。トランザクションの途中で強制終
了した時や障害が発生した際に使われます。

障害発生

DB DB

DB

更新前更新前
ログログ

更新後更新後
ログログ

フルバックアップ
フルバックアップ
＋更新前ログで復旧

更新

障害時の復旧処理 ★★★★★ check	 █ ████	 █████
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トランザクションTはチェックポイント取得後に完了したが，その後にシステム障害が発生
した。データベースをトランザクションTの終了直後の状態に戻すために用いられる復旧技
法はどれか。ここで，チェックポイントの他に，トランザクションログを利用する。

ア　2相ロック	 	 イ　シャドウページ　
ウ　ロールバック	 エ　ロールフォワード

解答 エ

ア　	トランザクション処理で読書きが必要になったデータにロックをかけていき、全ての
ロックが完了した後にだけロックの解除を行うことができるロッキングプロトコルのこ
とです。データベーススペシャリストの試験で出題される用語です。

イ　ログを利用しない障害回復手法です。
ウ　	ロールバックは、更新前のログファイルを用いてトランザクションの開始直前に戻す処

理です。
エ　トランザクションの終了直後に戻すのはロールフォワードです。

例 題 ◢ 平成 28年 秋期 午前 問 30 ◤ 🅰 🅰 1 分 00秒 ◤

一連のトランザクション処理を行う複数サイトに更新処理が可能かどうかを問い合わせ、す
べてのサイトにおいて処理の確定が可能である場合にのみ、更新処理を確定する方式のこと
です。分散型データベースシステムにおいて活用されます。

2相コミットメント ★★★★★ check	 █ ████

❸	チェックポイント
メモリ上のログファイルをデータベースに書き込みするタイミングのことです。ログ
ファイルはメモリ上にあり、データベースの更新情報は一旦メモリに記憶されます。そ
して、チェックポイントのタイミングで一括して、データベース上に書き込みします。

	55	データベースの操作

データベースを利用する際には、大量のデータの中から自分が必要とするデータを引き出す必要が
あり、その方法として集合演算と関係演算という方法を用います。

集合演算は同じ構造をもつ複数の表から必要なデータを抜き出す際に行います。

▪和（OR）………2つの表からすべてを抜き出して1つの表を作成する。
▪積（AND）……2つの表のどちらにも含まれるものを取り出して1つの表を作成する。
▪差（NOT）……	2つの表のうち、片方の表に含まれて、かつ他方に含まれないものを取

り出して1つの表を作成する。

商品番号 商品名

0001 液晶テレビ

0002 BDレコーダー

0004 ビデオカメラ

商品番号 商品名

0001 液晶テレビ

0003 ディジタルカメラ

0004 ビデオカメラ

0005 携帯電話

商品番号 商品名

0001 液晶テレビ

0002 BDレコーダー

0003 ディジタルカメラ

0004 ビデオカメラ

0005 携帯電話

商品番号 商品名

0001 液晶テレビ

0004 ビデオカメラ

商品番号 商品名

0002 BDレコーダー

和 積 差

集合演算 ★★★★★ check	 █ ████
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関係演算は、1つ以上の表から必要なデータを抜き出す際に行います。

▪射影……表から任意の列（フィールド）を抜き出して、新しい表を作成する。
▪選択……表から任意の行（レコード）を抜き出して、新しい表を作成する。
▪結合……2つの表を、共通する列（フィールド）でつなげて、1つの表を作成する。
▪併合……共通する列（フィールド）をもつ2つの表をつなげて、1つの表を作成する。

選択

併合

射影

結合

担当者 所属

山田 東京

鈴木 大阪

田中 大阪

伊藤 東京

講座番号 講座名 担当者 所属

001 IT 山田 東京

002 簿記 鈴木 大阪

003 宅建 田中 大阪

004 行政書士 伊藤 東京

講座番号 講座名 担当者

001 IT 山田

002 簿記 鈴木

講座番号 講座名

001 IT

002 簿記

003 宅建

004 行政書士

講座番号 講座名 担当者

001 IT 山田

002 簿記 鈴木

003 宅建 田中

004 行政書士 伊藤

関係演算 check	 █ ████	 █████★★★★★

関係データベースの表を扱うための専用言語です。表の定義や表を操作する際に利用しま
す。表を定義する際の言語をデータ定義言語（DDL）〈Data	Definition	Language〉とい
います。また、データの抽出や削除などの際の言語をデータ操作言語（DML）〈Data	
Manipulation	Language〉といいます。

SQL〈Structured	Query	Language〉 check	 █ ████	 █████★★★★★

❶	 CREATE	TABLE	
表を作成します。以下のように記載します。

CREATE	TABLE	テーブル名（
列の名前1	データ型	オプション、
列の名前1	データ型	オプション、
……
全体向けのオプション）;

❷	 PRIMARY	KEY列の名前
主キーを設定します。

❸	 FOREIGN	KEY列の名前	データ型	REFERENCES	表	列の名前
外部キーを設定します。参照制約がつきます。

❹	UNIQUE列の名前
重複を禁止します（一意制約）。

❺	 CHECK列の名前	条件
値に条件をつけます。

❻	NOT	NULL
空値（NULL）を禁止します。

❼	 CREATE	VIEW表の名前
ビュー表を作成します。データベースの中から必要な情報だけを表示します。
以下の学生表を定義してみます。

学生表 学科表

学籍番号 氏名 学科コード 学科コード 学科名

0001 山田一郎 01 01 経済

0002 鈴木次郎 02 02 経営

CREATE	TABLE	学生表
学籍番号	CHAR（4）	PRIMARY	KEY、
氏名	VARCHAR（20）、
FOREIGN	KEY	学科コード	CHAR（2）	REFERENCES	学科表（学科コード）

上記のように定義付けすると、次のような表ができあがります。

表の作成 check	 █ ████	 █████★★★★★
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学生表

学籍番号 氏名 学科コード

CHAR（4）は列のオプション設定です。固定長4バイトの文字データを定義しています。
4桁まで入力できる学生番号列が作成され、その列が主キーにもなっています。
VARCHAR（20）は可変長20バイトの文字データが入力できる列を作成するためのオプ
ションです。

今度は、CREATE	VIEWを使って学生表から学籍番号と氏名だけを表示します。

CREATE	VIEW	氏名表（学籍番号	氏名）
AS	SELECT	学籍番号	氏名	FROM	学生表

上記のように定義すると、以下のようなビュー表が作成できます。

氏名表

学籍番号 氏名

データベースの表から必要な部分だけを抽出する際にはSELECT文を使います。データを抽
出することをクエリ（問合せ）といいます。
SELECT文を使って、表を操作してみます。

❶	射影
以下の学生表から氏名と学科名を抽出します。
SELECTで対象の列を指定し、FROMで表を指定します。

SELECT	氏名、学科名	FROM	学生表

学生表

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 経済学 82

0001 山田一郎 01 経済 簿記 65

0002 鈴木次郎 02 経営 経済学 75

0002 鈴木次郎 02 経営 簿記 83

抽出結果

氏名 学科名

山田一郎 経済

山田一郎 経済

鈴木次郎 経営

鈴木次郎 経営

表の操作 check	 █ ████	 █████★★★★★
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❷	選択
以下の学生表から得点が80点以上の行を抽出します。
SELECT	＊	で対象となる列を全ての列を抽出できます。そして、WHEREを用いて条件
式を入力します。

SELECT	＊	FROM　WHERE	得点>＝ ‘80ʼ

学生表

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 経済学 82

0001 山田一郎 01 経済 簿記 65

0002 鈴木次郎 02 経営 経済学 75

0002 鈴木次郎 02 経営 簿記 83

抽出結果

学籍番号 氏名 学科コード 学科名 履修科目 得点

0001 山田一郎 01 経済 経済学 82

0002 鈴木次郎 02 経営 簿記 83

また、BETWEENを使うことで、上限と下限を指定することもできます。

SELECT	＊	FROM	得点表	WHERE	得点	BETWEEN	60	AND	80

得点表

学籍番号 履修科目 得点

0001 経済学 82

0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

抽出結果

学籍番号 履修科目 得点

0001 簿記 65

0002 経済学 75

❸	結合
以下の学生表と得点表を結合し、得点を抽出します。
SELECTで抽出する列を指定し、FROMで表を指定します。そして、WHEREを用いて
どの列を基準に結合するか指定します。複数の表の中に、同じ名前の列がある際は「表
明.列名」という書き方で列を指定します。

SELECT	氏名、履修科目、得点
　FROM	学生表、得点表
　WHERE	学生表.学籍番号=得点表.学籍番号

学生表

学籍番号 氏名 学科コード

0001 山田一郎 01

0002 鈴木次郎 02

0003 田中三郎 01

0004 佐藤花子 02

得点表

学籍番号 履修科目 得点

0002 経済学 82

0004 経済学 75

抽出結果

氏名 履修科目 得点

鈴木次郎 経済学 82

佐藤花子 経済学 75

❹	並び替え
以下の表を昇順に並び替えます。並び替える際はORDERを使います。ASCを指定する
と降順に、DESCを指定すると昇順に並び替えられます。

SELECT	＊	FROM	得点表	ORDER	BY	得点	DESC

得点表

学籍番号 履修科目 得点

0001 経済学 82

0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

得点表

学籍番号 履修科目 得点

0002 簿記 83

0001 経済学 82

0002 経済学 75

0001 簿記 65
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❺	グループ化
以下の表で学籍番号ごとに得点を平均します。グループ化の際はGROUPを使います。
AVGは列を平均します。

SELECT	学籍番号、	AVG（得点）	
　FROM	得点表
　GROUP	BY	学籍番号

得点表

学籍番号 履修科目 得点

0001 経済学 82

0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

得点表

学籍番号 平均点

0001 73.5

0002 79

また、ASを使うことで列に名前を付け直すことができます。また、HAVINGを使うこ
とで、グループに条件を付けることができます。
以下の表で学籍番号ごとに得点を平均し、75点以上だけを抽出します。そして、平均点
という列名を付け直します。

SELECT	学籍番号、	AVG（得点）		AS	平均点
　FROM	得点表
　GROUP	BY	学籍番号	HAVING　AVG（得点）	>＝75

得点表

学籍番号 履修科目 得点

0001 経済学 82

0001 簿記 65

0002 経済学 75

0002 簿記 83

得点表

学籍番号 得点

0002 79

組込み SQL（埋込み SQL） ◣
C言語のような表データを直接扱えない手続き型プログラミングに、関係データベースを操作するた
めのSQLを埋め込むための手法のことです。その際に、結果表内のある1行を参照する仕組みをカー
ソルといいます。

A＝B AとBは等しい

A<>B AとBは等しくない

A>＝B AはB以上（AはBと等しいか、Bより大きい）

A<＝B AはB以下（AはBと等しいか、Bより小さい）

A>B AはBより大きい

A<B AはBより小さい（AはB未満）

A AND B AかつB

A OR B AまたはB

NOT A Aではない

語句説明 ◣

SUM（列の名前） 列の合計を求める

AVG（列の名前） 列の平均を求める

MAX（列の名前） 列の最大値を求める

MIN（列の名前） 列の最小値を求める

COUNT（＊） 行数を求める

語句説明 ◣
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