
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　正しい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	 █ ████
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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・学科名を特定できる   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。

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 ◤

144 145

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

3
技
術
要
素


