
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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