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イテリア：Criteria）
という。このときに使

前述したようにデータベース機能を必

能とは別に、テーブルの作成や消去、ア

う条件を記述する言語を「問い合わせ言

要とするアプリケーションは少なくない。

クセス権の設定など、いろいろな設定が

語」
（Query Language）
という。

特にビジネス系の処理のほとんどはなん

必要になることが多い。こうした設定な

問い合わせは検索と呼ばれることもあ

らかの形でデータベースに関連するか、

どについては専用のプログラムが用意さ

るが、一般的な検索と区別するため、

または、データベースの基本機能の組み

データベース関連では、問い合わせやク

テーブルを組み合わせて使う
リレーション処理

このような処理は「リレーション処理」

うこともあり、内部的にデータベースシス

と呼ばれ、この機能を持つデータベース

テムを利用することもある。通常データ

システムを「リレーショナル・データベー

ベースシステムは、問い合わせを高速に

企業などが商品を売る場合、在庫を調

ス」と呼ぶ。広く業務用として使われて

行うためにインデックスの作成や、特殊

れているのが普通である。これらは多く

べ、商品があればそれを顧客に発送し、

いるデータベースシステムの多くは、この

なファイル構造を使う。また、ウェブサイ

合わせで実現できる。このため、データ

場合、データベース記述言語や上記の

また請求書などを作成する。つまり、顧

リレーション機能を持っている。

トなどでも、ページをデータベースシス

エリーという用語を使う。問い合わせ

ベースシステムは、テーブルを扱うため

API を使って作られている。

客からの注文が在庫を変化させ、請求処

は、実際にはデータベースエンジンが行

の専用のプログラミング言語を持ってい

う。

るのが普通である。

理などが発生することなる。

テーブルとビュー

理にはそれぞれ担当部門があり、それぞ

レポートは、主に集計が必要な表示や

その他、C 言語などの一般的なコン

印刷を前提とした計算処理などを想定し

ピュータ言語からデータベースシステム

テーブルに対して問い合わせを行って

ている
（図 3）
。単に、1 件のレコードの内

を使うための API（アプリケーションプロ

得られたレコードの集まりも一種のテー

容などをコンピュータ上で表示させたい

グラミングインターフェイス）
も持っている

場合などには、フォーム表示を利用する

ことが多い。

場合もある。

データベースシステムでは、本来の機

レポートの例

データベース
商品番号
0001
0002

商品名

価格

発売日

発売日

名前

価格

2005/12/1 商品名01 ¥500

0003

商品名03 ¥200 2005/09/1

0004

商品名04 ¥400 2004/12/1
2005/09/1 商品名03 ¥200
・
・
条件を満たす
・
レコード
合計 ¥1000
レコードから
・
得たフィールド

2005/10/1 商品名02 ¥300

フィールドの合計処理

図3

レポートは、データベースに対して問い合わせを行い、条件を満たすレコードからフィールド

を抜きだしてリストにしたり、同一フィールドの値の合計などの集計処理を行い、プリンタやファイ
ルとして出力する。

商品番号

図4

商品名

価格

発売日

商品番号

商品名

商品名01 ¥500 2005/12/1

0002

商品名02 ¥300

0002

商品名02 ¥300 2005/10/1

0003

商品名03 ¥200

0003

商品名03 ¥200 2005/09/1

0009

商品名09 ¥100

0004

商品名04 ¥400 2004/12/1
・
・
・

テーブルに対して問い合わせを行い、その結果から必要なフィールドを抜きだして作ったもの

もテーブルと同じ構造となり、仮想的なテーブルとして扱うことが可能になる。これをビューという。
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情報のページや注文履歴などはデータ
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ベースの情報を利用する。このため、
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