
 

 

 

 1.データベース技術の全体像 

 

 

 

 この本は，教科書と題しているから，学校で使う教科書と同じように何をどの程度まで勉

強するのか，という達成目標を明確にしておく必要がある。 

 そのような達成目標を箇条書きする例は多いが，それではとかく内容は抽象的になってし

まう。そこで，具体的な方法として試験問題を例に挙げて説明することにした。すなわち，こ

れまでデータベース関係の試験に出題された過去の問題を例に用いて，それを解くために

は何をどの程度まで勉強すればいいのかを考えてみたい。 

 

1.1 データベース技術の体系 

 いかに，リレーショナルデータベースなるものを修得するか。リレシーショナルデータベー

スに限らないが，概して，データベース技術というものは，以下の 4 項目に分けられると思う。

本書では，これらの 4 項目に対応して，第 1 章～第 11 章まで執筆した。 

 

 (1) データベースの基本と常識 第 1 章～第 4 章，第 6 章 

 (2) リレーショナルデータベースの理論 第 5 章 

 (3) 言語とプログラミング 第 7 章～第 9 章 

 (4) データベース構築の実務 第 10 章～第 11 章 

 

 これらの内容を理解することが，そのままデータベース技術を体系的に修得することにな

る。第 1 章では，手っ取り早くこれらの 4 項目に対応した問題をまず見てもらう。 

 

1.2 データベースの基本と常識・理論 

 この問題は，リレーショナルデータベースの基本的な知識を習得することを達成目標にし
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1. データベース技術の全体像 

たものである。いわゆる初級水準である。内容は，複数の表を関係付けることによって目的

の表を完成させるというものだ。また，リレーショナルデータベースの理論についても若干で

あるが触れている。では問題に挑戦してほしい。なお本書では，その内容について第 1 章～

第 5 章までが網羅している。 

 

------------------------------------------------------------------------ 

［問題 1］ 次のファイル管理(データベース管理)ソフトウェアに関する各記述中の(1)～(10)

に入れるべき最も適切な字句を解答群の中から選べ。 

 

 (a) あるファイル管理ソフトウェアを使い図 1.1 の「取扱商品」の表(データベースファイル)

を作成する。そのためには，図 1.2～図 1.5 までの表を順番に作成する。 

 
番号 商品名 マザーボード CPU ビデオカード 小計 

0001 基本セット AstroP66 pentium200 MilleniumTK  76,000 

0002 拡張セット MentaiV99 pentium233 MilleniumTK 144,000 

0003 拡張セット MentaiV99 pentium300 MilleniumTK 158,000 

0004 限定セット Ekoko22 pentium233 UltraZZ 120,000 

図 1.1 取扱商品の表 

 
番号 商品名 マザーボード CPU ビデオカード

0001 基本セット 01 01 01 

0002 拡張セット 02 02 01 

0003 拡張セット 02 03 01 

0004 限定セット 03 02 02 

図 1.2 基本表(MAIN と呼ぶ) 

 
番号 製品名 価格 

01 AstroP66 18,000 

02 MentaiV99 35,000 

03 Ekoko22 28,000 

図 1.3 マザーボ－ド(MOTHER と呼ぶ)の表 

 
番号 製品名 価格 

01 pentium200 34,000 
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1.2 データベースの基本と常識・理論 

02 pentium233 85,000 

03 pentium300 99,000 

図 1.4 CPU(CPU と呼ぶ)の表 

 
番号 製品名 価格 

01 MilleniumTK 24,000 

02 UltraZZ  7,000 

図 1.5 ビデオカ－ド(VIDEO と呼ぶ)の表 

 

 (b) このファイル管理ソフトウェアの SQL では，例えば図 1.4 の CPU 表から番号，製品

名，価格という項目を表示せよという構文は，次のとおり記述する。 

 
    select  CPU.番号 ,  CPU.製品名 ,   CPU.価格 
        from CPU ; 
 

 (c) 図 1.3 のマザーボード表から製品名および価格を表示させるには，次のとおり記述す

る。 

 

    select  (1)［   ］ ,  MOTHER.価格  from  (2)［    ］ ; 

 

 (d) 図 1.5 のビデオカードの表から製品名が UltraZZ であるものの価格を表示させるに

は，次のとおり記述する。 

 

    select  VIDEO.製品名 ,  (3)［    ］  from  (4)［   ］ 

      where  (5)［   ］ = 'UltraZZ'  (6)［  ］ 

 

 (e) 図 1.1 の取扱商品の表を作成するには，図 1.2～図 1.5 までの各表を 

(7)［    ］，価格を(8)［    ］させることによって作成する。 

 

 

 (f) このファイル管理ソフトウェアは，データが(9)［    ］できる，データの重複による

(10)［    ］を少なくする，データの一貫性を確保する，データの独立性を保つ，などといっ

 17



1. データベース技術の全体像 

た機能を備えている。 

 

解答群 

01 ;  02 :  03 MOTHER.製品名  04 VIDEO.製品名 

05 CPU.製品名  06 VIDEO.価格  07 CPU.番号  08 CPU.価格 

09 MOTHER  10 CPU  11 VIDEO  12 MOTHER.価格 

13 結合  14 移動  15 集計  16 from 

17 where  18 select  19 共同利用  20 冗長性 

21 統一  22 アクセス  23 構造  24 更新 

25 定義 

 

------------------------------------------------------------------------ 

［解説］ 問題 1 は，リレーショナルデータベースの基本，理論および言語についてきわめて

的確に問うものである。解決に必要な知識は，以下のようになる。 

 

 (a)では，なぜ関係表，すなわちリレ－ションが必要なのか。 

 完成された関係表の図 1.1 を作成するまでに基本表，マザーボード表，CPU 表およびビ

デオカード表の 4 つの表を操作していく。もとになる基本表には，商品名の項目以外は各表

の番号しか記入されていない。例えば，マザーボードの項目では 02 としてあり，これをマ

ザーボード表と結合させることによって製品名 MentaiV99 であることが判明する。以下同

様の操作，すなわち関係演算(select，project，join)によって図 1.1 の取扱商品の表を完成

させる。 

 (b)(c)(d)では，関係演算のためのプログラム言語である SQL の基本について問うてい

る。 

 (f)では，データベースの定義に関する問題である。 

  データの共同利用 

  データの重複 

  データの一貫性 

  データの独立 

［正解］ 

 (1) 03 (2) 09 (3) 06 (4) 11 (5) 04 (6) 01 (7) 13 (8) 15 (9) 19 (10) 20 
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1.3 言語とプログラミング 

 

1.3 言語とプログラミング 

 この問題は，リレーショナルデータベースの言語とプログラミングに関するもので，解けれ

ば中級から上級の水準の実力があると認定されるだろう。 

 

------------------------------------------------------------------------ 

［問題 2］ 次のデータベース言語に関する次の記述の(1)～(10)に入れるべき最も適切な

字句を埋めて，文を完成させよ。 

 

(a) SQL(Structured Query Language)は，関係型データベース管理システムのために

開発されたプログラム言語である。SQL では，データベースを定義する部分を DDL(Data 

Definition Language) と 呼 び ， デ ー タ ベ ー ス を 操 作 す る 部 分 を DML(Data 

Manipulation Language)と呼ぶ。データベースの管理者は主に DDL を利用し，アプリ

ケーションプログラムの作成者は DML を利用する。 

 ここでは，DML について説明しておく。DML の代表的な指令語として，select，insert，

delete および update があり，次の構文例となる。 

 

  select EMPNO, ENAME from EMP where EMPNO = 100 ; 

  従業員表から従業員番号が 100 の従業員番号および従業員名を検索する。 

 

  insert into EMP values (100, 'pcuca') ; 

  従業員番号が 100 で従業員名が pcuca を従業員表に登録する。 

 

  delete from EMP where EMPNO = 100 ; 

  従業員表から従業員番号 100 の人を削除する。 

 

  update EMP set ENAME = 'mirai'  where EMPNO = 100 ; 

  従業員表の中で，従業員番号 100 の人の従業員名を mirai に変更する。 

 (b) SQL は，プログラムに「何をやりたいか」を記述する非手続き型言語である。その点

では，C，BASIC，Pascal などのように「どのように処理するか」を記述する手続き型言語

 19
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に比べると，検索業務のための応用プログラム作成ではその労力をかなり削減することが

できる。 

 ただし SQL は，非手続き型言語なので，繰り返し，分岐などの制御命令を持たない。そこ

で例えば，カーソル操作と呼ぶ検索された複数の記録(レコード)を一件ごとにデータベース

(表)から抽出する手続きには，ホスト言語を決めておき，その中に SQL 構文を埋め込むこ

とによって記述する。 

 次の例は，従業員カーソルを宣言して，従業員表から検索された記録を一件ごと抽出す

る手続きである。なお，埋め込み型 SQL のホスト言語は疑似言語とする。 

 
  exec sql declare EMP_CURSOR cursor for 
      select EMPNO, ENAME, EADDR, ETEL from EMP ; 
  exec sql  open EMP_CURSOR ; 
 
  for i=1 to n ( 
 exec sql fetch EMP_CURSOR  into :employee_name, :employee_addr, :employee_tel ; 
 
      さまざまな処理 
 
  ) ; 
  exec sql close EMP_CURSOR ; 

 

 (c) カーソル操作では，次の 3 つの指令語が必要になる。 

 

open 

カーソルを開き，カーソルが対象としたレコード集合を認識する。そしてカーソルは，そ

のレコード集合の先頭レコードの位置を示す。 

 

fetch 

最新のレコードをカーソルから取り出し，カーソルを次のレコード位置に移動させる。 

 

close 

カーソルを閉じ，カーソルが使用したすべてのメモリ領域を解放する。 
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1.3 言語とプログラミング 

 (d) 次に，カーソルから取り出された各レコードのすべての項目を検索する例を示す。 

 
 declare 
 cursor EMP_CURSOR for 
   select (1) ［   ］  from EMP ; 
 open EMP_CURSOR ; 
 fetch EMP_CURSOR into :employee_rec ; 
 close EMP_CURSOR ; 

 

 (e) 次に，カーソル宣言内で 2 つの表を結合する例を示す。 

 
 declare  
   cursor EMP_CURSOR 
     select  EMNAME , EMPTYPE 
       from EMPNAME EMP, EMPTYPE EMP_TYPE 
         where EMP.TYPE_CODE (2)［   ］  EMP_TYPE.TYPE_CODE ; 
 
 begin 
   if not EMP_CURSOR is open 
   then 
      (3) ［    ］  EMP_CURSOR ; 
   end if ; 
 
   fetch EMP_CURSOR into :EMP.TYPE_VAL (4)［   ］ 
 
   close EMP_CURSOR ; 
 end ; 

 

 (f) 次に，埋め込み型 SQL のプログラム例を示す。 

 
create or replace package GetEmployeeInfo as  ----------------------(注 1) 
   function GetEmployeeNo( 
     employee_name   in  varchar 
   ) return number ; 
end; 
/ 
 
create or replace package body GetEmployeeInfo as 
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   function GetEmployeeNo( 
     employee_name  in  varchar 
) return number as 
  employee_no number ; 
 
begin 
  select (5)［    ］ ------------------------------------------------------(注 2) 
  into  employee_no 
  from EMP 
  where ENAME = (6) ［    ］; 
  return employee_no ; 
  exception    -------------------------------------------------------------------(注 3) 
    when NO_DATA_FOUND  then 
    return 0 ; 
  end ; 
end ; 

 

 (注 1) ここでは，GetEmployeeInfo という手 続 きを作 成 し，その中 で  

GetEmployeeNo と い う 関 数 を 作 成 す る 。 GetEmployeeNo は ， 社 員 名

(employee_name)を引数とし，社員番号(employee_no)を返り値とする。 

 (注 2) ここでは，関数の実際の処理として，SQL 文で社員名から社員番号を検索する。

また，その結果の値を返り値とする return 文が記述されている。 

 (注 3) ここでは，社員表に社員名がなかったときの例外処理が記述されている。もし，

データがない場合は，NO_DATA FOUND が 0 を返す。 

 

 (g) 次の記述は，もし自分がすでに，その会社の社員でない場合には，select 文は失敗し

て，その制御を例外処理へ移す。そして，その中で，自分のデータを登録する。 

 

 

 
declare 
  Soc_Sec_no  number ; 
begin 
  select  Social_Security# 
  into Soc_Sec_no 
  from EMP 
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  where (7) ［    ］  = 'masakado' ; 
  exception 
    when NO_DATA_FOUND  then 
        (8) ［    ］  into EMP 
            ( ENAME, Social_Security#, employee_no, hire_date, Dep ) 
        (9)［    ］ 
            ( 'masakado', '1234567', '9804123', ' 900401', 'Account' ) ; 
   (10)［    ］; 
end ; 
 

------------------------------------------------------------------------ 

［解説］ この問題は，SQL に関するもので，その基本から応用まで網羅する良い例題であ

る。 

 

 (a)では，SQL について解説していて，その知識がない人でもこの文章を読むことによって

全貌を捉えることができる。すなわち， 

 

SQL(Structured Query Language) には，データベースを定義する部分である

DDL(Data Definition Language)と，データベースを操作する部分である DML(Data 

Manipulation Language)とがあること。 

 

 データベースの管理者は主に DDL を利用し，アプリケーションプログラムの作成者は

DML を利用する。一般に，select from where によって構文されるものが DML であること

がわかる。そして，select 以外にも insert，delete および update があり，同じような構文で

あることもわかる。ここまでの問題ならば，上述の問題程度で終わるのであるが，ここで重

要になるのが(b)から始まる解説である。 

 

 

 (b)では，SQL は，プログラムに「何をやりたいか」を記述する非手続き型言語であること。

したがって，繰り返し，分岐などの制御命令を持たないので C，BASIC，Pascal など手続き

型言語のように「どのように処理するか」を記述することができない。すなわち，自分自身の

力では複雑な応用プログラムを組むことができないことを表している。 

 その例として，カーソル操作というリレーショナルデータベース独特の関係表からレコード
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を抽出することについて触れている。このカーソル操作の概念は，初心者にとっては何のこ

とか理解できないだろう。 

 

 (f)では，埋め込み型 SQL と称する手続き型言語によるプログラミングについて問題を説

明している。この問題になると，C や Visual Basic 並みの汎用言語についての知識まで要

求される。 

 

 この問題 2 を解くという達成目標は，中級のやや上になると思える。ただし，特にデータ

ベースのプログラミング言語に限定した場合に限られる。 

 

［正解］ 

 (1) * (2) = (3) open (4) ; (5) EMPNO (6) employee_name 

 (7) ENAME (8) insert (9) value (10) end 
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