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1.1 前提知識 －リレーショナル・データベース 

 
 SQL を説明する前に，まず，リレーショナル・データベースについて説明します。リレー

ショナル・データベースで使用される言語が SQL だからです。 
 リレーショナル・データベースにおいては，データは「テーブル(表)」という二次元の構

造を持つ入れ物に格納されます。そして「データ」は，テーブルの行と列によって表現され

ます。例えば，「Oracle」という文字列を，TAB1 テーブルの 3 行目，4 列目に格納する，

という具合に(図 1.1.1)。 
 

 

図 1.1.1 テーブル 

 
 そして，リレーショナル・データベースの特徴として，テーブルとテーブルを値によって

関連付けられることが挙げられます。 
 図 1.1.2 にある「部門」テーブルと「従業員」テーブルは，それぞれに存在する列「部門

番号」によって関連付けられています。 
 ここで，Oracle はリレーショナル・データベースを管理するためのエンジン，つまりリレー

ショナル・データベース管理システム (RDBMS：Relational DataBase Management 
System)であることに注意してください。 
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1. SQL とは？ 

 そして，SQL とは，このリレーショナル・データベースに格納されたデータを操作するた

めの言語です。 
 

従業員番号 従業員名 職務 給料 部門番号

10001 林 孝光 エンジニア 200000 20

10002 中島 謙二 エンジニア 250000 20

10003 菅原 将司 営業 180000 10

10004 大嶋 真二郎 営業 200000 10

10005 山田 雄太 サポート 300000 30

10006 中谷 剛 開発 220000 40

10007 渡邊 延彦 サポート 260000 30

10008 内田 喜久 開発 230000 40

10009 三島 賢治 営業 150000 10

10010 宮澤 一郎 エンジニア 280000 20

部門番号 部門名

10 営業部
20 エンジニアリング部
30 サポート本部
40 開発部
50 マーケティング部

従業員

部門

 

図 1.1.2 テーブルとテーブルの関連付け 

 
 

1.2 本題 －SQL とは何ぞ？ 

 
 SQL は Structured Query Language の頭文字を取ったものであり，直訳すると，「構造

化問合せ言語」となります。読み方として正しいのは，「エスキューエル」ですが，英語圏

では「スィークェル」「シーケル」と発音されることもあります。これはコッド博士という

リレーショナル・データベースの父ともいうべき有名な先生が提唱したリレーショナル・モ

デルを，IBM 社が使用するために開発した言語が「SEQUEL(シーケル)」だったことに起因

します。 
 さて，データベースがデータの貯蔵庫であるとたとえるならば，SQL は貯蔵されたデータ

を運ぶフォークリフトであり，貯蔵庫の大きさや長さ・高さを規定して構築するための大工

道具や，解体する解体屋器具にたとえることができます。 
 そして，SQL は ANSI(米国規格協会)，ISO(国際標準化機構)という標準化の世界における

二大巨頭によって，データベースを操作する標準言語として規格されています。SQL は

Oracle のみで使用されるものではなく，IBM 社の DB2/UDB，Microsoft 社の SQL Server，
Sybase，Informix といったリレーショナル・データベースと名の付くものにおいて使用さ

れます。 
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1.3 3 つの SQL  

 SQL の一番の特徴は，「非手続き型言語」であるということです。どのような手順に従っ

て操作をするか，ということを指定するのではなく，どのようなことがしたいのか，という

ことを指定します。そして，1 つの SQL で必ず 1 つの操作が完結します。 
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 例えば，「部門番号 10 の従業員の名前を検索する」とか，「給料が 50 万円以上の従業員

の役職を検索する」といった具合に命令し，その結果，条件に合った従業員の名前や役職が

表示されます。どのような順番で 2 つの表を検索するか，検索の際にインデックスを使用す

るか，ということは指示する必要がない点が「非手続き型言語」であるゆえんです。 
 この特徴により，SQL を書く開発者は，データへのアクセス方法ではなく，希望する結果

を得るための命令を書くことに集中できます(という建前になっていますが，それだけではな

い，というのが本音です....)。 
 
 

1.3 3 つの SQL 

 
 さて，SQL を大きく 3 つに分類してみましょう。Oracle で使用できる SQL は，次の 3
つに分類されます。 
 

DML(Data Manupilation Language) ：データ操作言語 
DDL(Data Definition Language) ：データ定義言語 
DCL(Data Control Language) ：データ制御言語 

 
 書籍によっては DCL がさらに細分化されていたり，「問合せ」が別になっていたりしま

すが，それは本書が目的としている「SQL を利用してアプリケーションを組む」という本質

から離れてしまうので，詳しくは述べません。 
 3 つの SQL については次章において詳しく述べることにしますが，大意として捉えられ

るよう簡単に説明すると， 
 

DDL ：データベースにあるオブジェクトを作成/削除したり，アクセス権限を操作する

  ための命令 
DML ：データを検索/更新/挿入/削除するための命令 
DCL ：一連のデータ操作を確定/取り消したり，セッション/システムの特性を制御する

  ための命令 
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となります。言葉の意味が分からないものについては，次章の説明に任せるとしましょう。 
 これらの SQL がどのように使用されるかを使用頻度の高い順番に並べると， 

アプリケーション利用者：DML，DCL 
アプリケーション開発者：DDL，DML，DCL 
データベース管理者  ：DCL，DDL，(DML) 

のようになります。もっとも，アプリケーション利用者は SQL が使用されていることを意

識することはないでしょうが。 
 
 

1.4 SQL はどの RDBMS でも共通して使用できるか？ 

 
 大雑把に言うと，SQL はどの RDBMS においても使用することができます。ただし，あ

る RDBMS で使用できた SQL を他の RDBMS においても使用できるかどうかは分かりませ

ん。 
 ん？ どういうこと？ SQL は標準言語なのでは.....。 
 SQL は確かに標準化された言語ですが，RDBMS によって使用できる文が異なります。各

RDBMS において独自に SQL を拡張している，ということもあり，その拡張機能を使用す

る限りは，他の RDBMS では使用できません。 
 例を挙げてみます。Microsoft 社の SQL Server において使用できる CASE 句は，Oracle
では使用できません(※)。例では，注文テーブルから商品 ID「A1」の注文件数を検索する

ための SQL を表しています。 
 
<SQL Server> 

select sum(case 商品 ID when "A1" then 1 else 0 end) from 注文 

 
 さて，Oracle では，同じ結果を表示させるために次の SQL を発行することとなります。 
 
<Oracle> 

select sum(decode(商品 ID,'A1',1,0)) from 注文 

 
※Oracle8i Release8.1.6 より，Oracle でも CASE 句が使用可能になりました。 
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1.6 Oracle8i SQL 事始め 

 このように，SQL は RDBMS によって使用できるもの，できないものがあるので，マル

チ RDBMS 対応のアプリケーションを開発しようと考えている読者は注意してください。

ODBC ドライバさえ変えれば，SQL は共通でいいだろう？ という考えは「甘い」のです。

どうしてもコードを共通にして，ドライバを変更することで対応する場合には，実行しよう

とする SQL がどの RDBMS にも使用できるかどうかを確認してください。 

 このように，SQL は RDBMS によって使用できるもの，できないものがあるので，マル

チ RDBMS 対応のアプリケーションを開発しようと考えている読者は注意してください。

ODBC ドライバさえ変えれば，SQL は共通でいいだろう？ という考えは「甘い」のです。

どうしてもコードを共通にして，ドライバを変更することで対応する場合には，実行しよう

とする SQL がどの RDBMS にも使用できるかどうかを確認してください。 
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 ただその場合，特に Oracle では，ODBC ドライバを使用すると SQL の機能が制限され，

パフォーマンスに影響することもあるので，ネイティブなミドルウェア(Oracle Objects for 
OLE や Pro*C，OCI)を使用することを筆者はお薦めします。 

 ただその場合，特に Oracle では，ODBC ドライバを使用すると SQL の機能が制限され，

パフォーマンスに影響することもあるので，ネイティブなミドルウェア(Oracle Objects for 
OLE や Pro*C，OCI)を使用することを筆者はお薦めします。 
  
  

1.5 Oracle ユーザーの必須アイテム －SQL*Plus 1.5 Oracle ユーザーの必須アイテム －SQL*Plus 

  
 Oracle に対して SQL を発行することのできるツールは多々ありますが，一番シンプルで，

分かりやすいツールが SQL*Plus でしょう。これは Oracle Server を購入するとパッケージ

に同梱されてくるので，Oracle を使用したことのあるユーザーなら見たことがあると思いま

す(図 1.5.1)。 

 Oracle に対して SQL を発行することのできるツールは多々ありますが，一番シンプルで，

分かりやすいツールが SQL*Plus でしょう。これは Oracle Server を購入するとパッケージ

に同梱されてくるので，Oracle を使用したことのあるユーザーなら見たことがあると思いま

す(図 1.5.1)。 
  

 
図 1.5.1 SQL*Plus 
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1. SQL とは？ 

 Oracle の SQL を勉強するには，この SQL*Plus が最適かつ最強のツールであることを筆

者は声を大にして言います。これから本書を読んで，SQL を学ぼうと思っているあなた！ 

あなたの PC には SQL*Plus と Net8 がインストールされていますか？ されていないあな

たは，まずインストールから始めてください。 
 さて，SQL をこれから学ぼうとするあなたに SQL*Plus が最適であることは既に述べま

したが，筆者が最初に混乱したことを述べておきます。 
 SQL*Plus で使用できるコマンドは大きく分けて 3 つ。その 3 つとは， 
 

• SQL(DML/DDL/DCL) 
• PL/SQL 
• SQL*Plus のコマンド 

 
です。初心者には，どれがどれだか覚えるのに苦労します(イコール筆者が苦労したというこ

とですが)。 
 Visual Basic と ODBC ドライバを組み合わせて Oracle に問い合わせる場合，当然ながら

SQL*Plus コマンドを使用することはできませんので，どれが SQL*Plus コマンドであるか

くらいは覚えておきましょう。詳細は SQL*Plus のマニュアルを参照してください。 
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