
第1章

データベースとは
データベーススペシャリスト試験の勉強を行う前に，データベース
の基本を理解することはとても大切です。
この章ではまず，データベースとは何かについて学びます。様々な
データモデルと，現在使われている関係データモデルについて解説
します。
次に，システム開発とデータベースの関連について，その概要を学
びます。データベースは単独で使われるものではなく，システムか
ら利用されるものです。システム開発の流れと，その中でのデータ
ベースの位置付けについて，開発手法の一つであるデータ中心アプ
ローチを中心に学習していきます。

1-1　データベースの基本

⿇⿇ 1-1-1　データベースとは
⿇⿇ 1-1-2　データモデル
⿇⿇ 1-1-3　関係データモデル
⿇⿇ 1-1-4　データベースの三値論理

1-2　システム開発とデータベース

⿇⿇ 1-2-1　システム開発のアプローチ
⿇⿇ 1-2-2　データ中心アプローチ
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データベースの基本1-1
　データベースとは，いろいろなシステムで使われるデータを1か所に集め，利便性を
高めたものです。データベースでのデータの格納方法は，データモデルによって決まり
ます。データモデルの中で現在最も広く利用されているのが，関係データモデルです。

1-1-1  データベースとは
　データベースの語源は，1950年頃のDoD（Department of 

Defense：アメリカ国防総省）において，各所に分散していた軍
事情報などを1か所に集め，そこに行きさえすればすべての情
報を見られるようにした「データの基地（Data Base）」からとら
れたという説が一般的です。

本

コンピュータ

データの基地

書類
東西

北

南

データの基地（Data Base）

 データを1か所で集中管理
　データベースでは，データを1か所に集めることで，情報を集
中的に管理でき，そのデータを活用しやすくしています。統合す
ることで検索しやすくなり，また同じデータがいくつも重複する
ことを避けられるので，業務を効率化することができます。

勉強のコツ

データベースにはいろいろ
な製品がありますが，ほと
んどが関係データモデルを
基にした関係データベース
です。
様々なデータモデルにつ
いて学習しつつ，なぜ関係
データモデルが普及したの
か知っておくと，その利点
がよく分かります。

発展

ネットワーク分野でよく知
られているTCP/IPプロト
コル群も，別名をDoDモデ
ルといい，DoDが作成した
モデルです。
データベースやネットワー
クなど現在のITの基本にな
る技術は，ほとんどがアメ
リカの軍事産業での研究に
基づくものです。

動画

この「データベースとは」な
どを学ぶ動画を公開してい
ます。以下にまとめてあり
ますので，参考にしてくだ
さい。
http://www.wakuwaku 
studyworld.co.jp/blog/
dbinfo/
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1
 データ独立

　昔のシステム開発では，システムごとにデータを保存してファ
イルなどに格納していました。次のようなイメージで，それぞれ
のシステムが別々にデータを管理していたのです。

システム
A

データ
ファイル
A

システム
B

データ
ファイル
B

システム
C

データ
ファイル
C

それぞれのシステムでデータを別々に管理

　この方法では同じようなデータを重複してもつことになり，ま
た，データの受け渡しの効率も悪くなります。
　そこで，システムからデータを独立させ，そのデータをまとめ
てデータベースに入れるという方法が考え出されました。次のよ
うなかたちで，システムとは別にデータベースを用意します。

システム
A

システム
B

システム
C

データベース
（A，B，C）

データ独立

システムからデータを独立させ，データベースにデータを格納

　システムからデータを独立させて別に管理することをデータ独
立といいます。データベースは，このようにシステムから独立し
たデータを扱うために必要な仕組みです。

発展
昔のシステムには，データ
がプログラムと結び付い
ているものが多くありまし
た。このようなシステムだ
と，プログラムを変更する
とデータも変更しなければ
ならず，システムの修正が
大変でした。データを独立
させることで，プログラム
の変更がデータに影響しな
くなります。この手法によ
り，独立性を保つことで変
更に強いシステムが実現で
きるようになりました。

□ データを1か所に集めることで，業務を効率化できる

□ システムとデータを独立させるデータ独立が大切
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1-1-2  データモデル
　データベースを構築するときには，現実世界にあるデータを
データベースに適切に格納できるように変換する必要がありま
す。データを変換するときのモデルをデータモデルといいます。

 主なデータモデル
　データモデルとしては，次の四つがよく知られています。

　①階層型（ハイアラキカル）データモデル
　②ネットワークデータモデル
　③関係（リレーショナル）データモデル
　④オブジェクト指向データモデル

　それぞれのデータモデルの特徴は，次のとおりです。

 階層型データモデル
　データを階層型の親子関係で表現する，最も古くからある方
法です。データ同士の関係は次のようなかたちで，ポインタ（矢
印［ ］での関連付け）で表します。

データベースDB

鹿目1 80 巴2 60

ネットワークNW

巴2 70 暁美3 50

階層型データモデル

　階層型データモデルでは，階層構造の親子関係は1対1また
は1対多で表します。そのため，子が複数の親と関係をもつこと
はありません。上の図の場合，巴さんのデータが2種類あります
が，これらは，「データベース 巴」「ネットワーク 巴」のかたち
で別々に管理され，交わることはありません。

発展

データモデルには，大きな
分類として，論理データモ
デル，概念データモデル，
物理データモデルの3種類
があります。ここで紹介し
ている階層型，ネットワー
ク，関係，オブジェクト指
向の四つのデータモデル
は，論理データモデルにあ
たります。論理データモデ
ルとは，データベースで実
際に実装可能なモデルのこ
とです。
概念データモデル，物理
データモデルなど，その他
のデータモデルについて
は，「1-2-2　データ中心ア
プローチ」で取り上げます。
また，概念データモデルに
ついては，第6章で詳しく
学習します。
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1
 ネットワークデータモデル

　階層型で表現できない，子が複数の親をもつ場合などを網状
（ネットワーク）のかたちで表現するデータモデルです。データ同
士の関係は次のようなかたちで，ポインタで表します。

80 60

鹿目1 暁美3巴2

データベースDB

70 50

ネットワークNW

ネットワークデータモデル

　先ほどの階層型データモデルとは異なり，子は複数の親をも
つことが可能になります。巴さんのデータは一つで，複数の関係

「データベース 60 巴」「ネットワーク 70 巴」をもつことがで
きます。

 関係データモデル
　テーブル（表）とテーブル間の関連でデータを表現する方法で
す。数学の理論（関係理論）を基に考え出されたデータモデルな
ので，階層型データモデルやネットワークデータモデルとは，考
え方がまったく異なります。
　データをシステムから切り離すデータ独立という概念を考えた
計算機科学者のエドガー・F・コッドが，数学的，形式的な観点
から徹底的に練り上げて作成したのが関係データモデルです。
　関係データモデルでは，データベースを関係（リレーション）の
集まりだと考えます。その関係を二次元の表というかたちにする
ことで，データとその関係を表現します。
　先ほどの階層型データモデル，ネットワークデータモデルの図
を関係データモデルで表現すると，次のような形式になります。

関連

階層型データモデルやネッ
トワークデータモデルは，
システム開発の過程で経験
的にでき上がってきたモデ
ルです。そのため，データ
独立は考えられておらず，
データとシステムは同時に
変更する必要があります。
関係データモデルは，デー
タ独立のために数学的に
考えられているモデルなの
で，データとシステムを独
立させることが可能になり
ます。
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科目名
データベース
ネットワーク

科目
DB
NW

科目
氏名
鹿目
巴
暁美

番号
1
2
3

生徒 受験
科目
DB
DB
NW
NW

番号
1
2
2
3

点数
80
60
70
50

関係データモデル

　このように表のかたちで表現することで，関係を分かりやすく
示すことが可能になります。データ独立が実現すると，システム
の変更が容易になり，開発効率が大幅に上がるので，関係デー
タモデルは急速に普及していきました。

 オブジェクト指向データモデル
　オブジェクト指向では，データと操作を一体化して扱います。
そのオブジェクト指向に対応したデータモデルが，オブジェクト
指向データモデルです。
　オブジェクト指向ではデータの型であるクラスを作成し，その
クラスからデータの数だけインスタンスを生成します。オブジェ
クト指向データモデルでは，それぞれのクラスのインスタンスを
関連付けて，関係を表します。
　関係データモデルの表と同じデータをオブジェクト指向データ
モデルで表現すると，次の図のようなかたちになります。

60

受験クラスのインスタンス

科目クラスのインスタンス

70 5080

DB
データベース

NW
ネットワーク

1
鹿目

2
巴

3
暁美

生徒クラスのインスタンス

オブジェクト指向データモデル

用語

インスタンス（Instance）と
は，オブジェクトの実体です。
オブジェクト指向では，クラ
スは実体ではなくデータ型
を定義するものです。そこ
から実際のデータであるイ
ンスタンスを生成します。
この例では，科目（属性は
科目，科目名）がクラスで
す。インスタンスはその実
体（実データ）である（DB，
データベース）や（NW，ネッ
トワーク）にあたります。
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1
　オブジェクト指向データモデルに合わせたオブジェクト指向
データベース（OODB：Object Oriented DataBase）も開発され
ていますが，関係データモデルのデータベースにデータを格納す
ることも可能です。その場合には，オブジェクトと関係（リレー
ション）を対応付けるO-Rマッピングが行われます。

　関係データモデルは，理論的に他のデータベースよりも完成度
が高く，一般的によく利用されています。そこで，これ以降では
関係データモデルを中心に学習していきます。

関連

オブジェクト指向データ
ベースについては，「8-1-3 
オブジェクト指向データ
ベース」で改めて取り上げ
ます。

□ データモデルには，階層型，ネットワーク，関係，オブジェクト指向の4種類がある

□ 関係データモデルが最も普及しており，様々なデータベースで利用されている
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1-1-3  関係データモデル
　関係データモデルは，数学の集合論を基に，論理的に考え抜
かれたモデルです。

 関係データモデルの考え方
　関係データモデルでは，データもデータ間の関連も，すべてリ
レーション（関係）とタプル（行，組）で表現することを基本にし
ています。

 リレーション（関係）
　ここで，リレーションについて正確に理解しておきましょう。
まず，ドメイン（定義域）という概念があります。ドメインとは集
合のことで，人名の集合，年齢の集合など，様々な集合がドメ
インです。
　例えば，先ほどの関係データベースのうち，関係“科目”につ
いて考えてみます。関係“科目”でドメインを表すと，次の二つ
のドメイン，“科目”と“科目名”が定義されます。

　科目｛DB，NW｝
　科目名｛データベース，ネットワーク｝

　次にドメインの直積を考えます。直積とは，それぞれのドメイ
ンを単純にかけ合わせ，すべての組合せを表したものです。科
目×科目名の直積は，次のようになります。

　（DB，データベース）
　（DB，ネットワーク）
　（NW，データベース）
　（NW，ネットワーク）

　これらの各要素，1行1行のことをタプル（行，組）といいます。
直積で表されたタプルはすべて必要なわけではなく，実際に存
在する組合せのみを取り出します。
　このとき，必要なタプルのみを選んだ直積の部分集合のこと

発展

関係データモデルでは，プ
ログラムとしてどのように
実装するかをまったく考え
ていません。そのため，開
発された当初は，ネット
ワークデータモデルなどの
方が高速で，関係データモ
デルは速度が遅いという欠
点がありました。しかし現
在の関係データベースで
は，質問処理の最適化技術
が格段に進歩し，処理効率
も改善しています。そのた
め，「とりあえず普通の用
途なら関係データベース」
という認識が一般的になり
ました。
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1
をリレーション（関係）といいます。先ほどの直積から，実際に
ある組合せを部分集合として取り出すと，次のようになります。

　（DB，データベース）
　（NW，ネットワーク）

　このリレーションは，表（テーブル）として表すことができ，次
のように表現されます。

“科目”表
科目 科目名
DB データベース
NW ネットワーク

　このとき大切なのは，各タプルのドメインの組合せであり，そ
の並び順に意味はありません。
　また，テーブルの縦の列のことをカラム（列，属性）と呼びます。

　それでは，次の問題で確認してみましょう。

問 題

　図のような関係R（A，B）において，属性Aの定義域の要素は｛a1，

a2，a3｝，属性Bの定義域の要素は｛b1，b2｝である。a1とb1を結

ぶ線は，（a1，b1）のように，関係Rの要素を表している。この関

係Rの要素を表す語として，適切なものはどれか。

a1 b1

b2
a2

a3

Aの定義域

関係R

Bの定義域

ア　組	 イ　属性	 ウ　ドメイン	 エ　列

（平成22年春	データベーススペシャリスト試験	午前Ⅱ	問1）

用語

関係データモデルの用語
は，同じ意味を複数の言葉
で表現しているので，やや
こしく感じられることも多
いと思います。
次のように整理して，一度
覚えておきましょう。

表＝関係，リレーション
行＝組，タプル
列＝属性，カラム

何度も出てくる言葉なの
で，忘れたらこのページに
戻って見直すことを繰り返
していると，そのうち頭に
自然に入ってきます。

過去問題をチェック

リレーション（関係）やタプ
ル（組）などの用語に関する
問題は，午前Ⅱでよく出題
されます。
この問のほかにも，
平成23年特別 データベー
ススペシャリスト試験 午前
Ⅱ問10では，関係Rでの最
大のタプル数について問わ
れています。
午後で改めて問題として問
われることはありませんが，
用語は当たり前のように問
題文中に出てきます。きち
んと理解して，読んですぐ
イメージが浮かぶくらいに
しておきましょう。
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解 説

　Aの定義域｛a1，a2，a3｝と，Bの定義域｛b1，b2｝の直積A×Bは，（a1，
b1），（a1，b2），（a2，b1），（a2，b2），（a3，b1），（a3，b2）の六つです。
　このうち，関係（リレーション）Rとして（a1，b1），（a2，b1），（a3，
b2）の三つの要素を取り出します。この一つ一つの要素のことをタ
プル（組，行）といいます。選択肢の中ではアの組が当てはまるの
で，アが正解です。
　イの属性とエの列にはAとBが，ウのドメインには定義域が対
応します。

≪解答≫ア

□ ドメイン（定義域）の直積の部分集合がリレーション（関係，表）

□ リレーション（関係，表）には，タプル（組，行）とカラム（属性，列）がある
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1データベースの基本は 
10年経っても変わらない

　データベーススペシャリスト試験は，平成7年（1995年）にス
タートした，20年の歴史がある試験です。他の高度区分に比べ
ると，試験問題，特に午後試験の傾向がほとんど変わらないのが
特徴でもあります。例えば，平成15年春のテクニカルエンジニ
ア（データベース）試験の午後Ⅰ問題は，次のような内容です。

　問1　データベースの基礎理論
　問2　SQLとデータベース設計
　問3　ファミリーレストランの注文管理システムのデータベー

ス設計
　問4　データベースの運用設計

　午後Ⅰは，当時は4問中3問選択，現在は3問中2問選択とい
う違いはありますが，出てくる内容はほとんど変わりません。基
礎理論やデータベース設計では，関係データモデルを基にした
正規化の問題などが主に出題されています。
　これは，すべての問題の基本に「関係データモデル」があるか
らだと考えられます。関係データモデルは，数学的に完成された
理論で，時代が変わっても変化しないからです。データベースを
どのように実装するかといった技術は進化しても，設計するとき
の関係データモデルの考え方は変わりません。
　これは逆に言うと，データベース設計では，関係データモデル
についてしっかり理解すると，「10年経っても色褪せないスキル」
が身に付くことになります。関係データモデルを理解して，最新
の技術を学習すると，その新技術が何のためにあるのかも理解し
やすくなり，さらにスキルが向上します。
　データベーススペシャリスト試験の勉強をきっかけに，しっか
りとスキルを身に付けていきましょう。

勉強のコツ

データベーススペシャリス
ト試験の内容が10年経っ
ても変わらないということ
は，10年前の過去問題でも
古くならずに役に立つとい
うことです。10年分すべて
を解く必要はありませんが，
問題演習を行うときには過
去にさかのぼっていくらで
も過去問演習が行えます。
予想問題などで演習しなく
ても，過去問演習だけで十
分すぎるほどの演習量が確
保できます。過去問を十分
に活用して，納得がいくま
で問題演習を行っていきま
しょう。
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1-1-4  データベースの三値論理
　データベースでは，三値論理という，通常とは異なる論理を
使用します。第三の値としてNULLを利用し，真，偽以外の値を
もつことで，いろいろな状況を表現できます。

 三値論理
　データベースを扱う上での大切な考え方に，三値論理があり
ます。論理というのは通常は「真（true）」か「偽（false）」の二値で
表し，この考え方を二値論理といいます。
　三値論理では，真，偽のほかに第三の論理値をもちます。こ
の第三の値として，データベースではNULLを使用します。そし
て，データベースでは，このNULLを特別な値としていろいろな
場面で利用します。

 NULLの利用方法
　NULLの代表的な利用方法には，次の二つがあります。

　①不明・未知（Unknown）
　②非存在・適用不能（Inapplicable）

　①の不明・未知とは，「値は存在するはずだが，どのような値
か分からない」という場合を指します。例えば，顧客の表に氏名
という属性があり，その値が分からないときにはNULLを設定し
ます。
　②の非存在・適用不能は，「値が存在しないので，そのことを
示す」場合に使われます。例えば，図書館の書籍貸出表で，返却
年月日という属性があったとします。書籍を貸し出す際には返却
年月日にNULLを設定し，返却されたときに返却年月日にその日
の日付を設定します。このときのNULLは，「返却年月日が存在
しない（＝返却していない）」という意味を指すことになります。
　①と②のどちらの場合でNULLを使用するかは，データの種類
によって変わってきます。例えば，メールアドレスの欄がNULL
になっている場合には，メールアドレスをもっていないことを示
すのかもしれませんし，メールアドレスが分からないことを示す

発展

第2章で詳しく解説する主
キーには，NULLを使用で
きません。しかし，候補キー
にはNULLが含まれていて
もかまいません。
このように，用語の定義を
学習するとき，NULLが使
用可能かどうかも押さえて
おくと役に立ちます。
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のかもしれません。こういったデータ特有の意味は，NULLを使
用するときにあらかじめ定義しておく必要があります。

 NULLの注意点
　NULLを扱う上での一番の注意点は，NULLは値ではないと
いうことです。そのため，NULLを含むデータを取り扱うときに
は注意が必要です。
　具体的には，あるカラム（列）のデータ数を数えるときに，
NULLの列はカウントされません。また，以上，以下などの条件
指定を行って行を抽出するときに，NULLとの演算では条件を満
たすことはありません。また，NULLを含む演算をAND，ORな
どで結び付けると，全体がNULLになり，結果が不明になるこ
とがあります。
　そのため，NULLを含んだ演算では，意図した結果が得られ
ないというトラブルがよく生じます。NULLは第三の値であり，
通常の値とは異なる扱いになるので，その性質を知って有効活
用していきましょう。

発展

デ ータベース内部で は，
NULLは値とは別に，「NULL
かどうか」についての情報
を保管するメモリ領域で管
理されることが多いです。
そのため，SQLでNULLを
含む値を検索するときに
は，“列名＝NULL”ではな
く“列名 IS NULL”というか
たちで「NULLかどうか」を
判定する必要が出てくるの
です。

□ データベースの三値論理では，真，偽に加えてNULLを使用する

□ NULLは値ではなく，不明・未知や，非存在・適用不能を示すために利用する
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システム開発とデータベース1-2
　データベースは，単独でデータを保存するわけではなく，何かのシステムから利用さ
れることがほとんどです。そのため，システム開発とデータベースは切っても切り離せ
ない関係にあります。また，データベースを使用するときには，データ中心アプローチ
で設計を行うことが一般的です。

1-2-1  システム開発のアプローチ
　システム開発において，目的のシステムを作っていく方法は
複数あります。この方法のことをシステム開発のアプローチと
いいます。

 システム開発のアプローチ
　システム開発のアプローチには，大きく分けて次の3種類があ
ります。

①プロセス中心アプローチ
　プロセス中心アプローチ（POA：Process Oriented Approach）
とは，ソフトウェアの機能（プロセス）を中心としたアプローチで
す。機能を一つのプロセスと考え，そのプロセスを段階的に詳
細化していき，最終的には最小機能の単位であるモジュールに
分割していきます。
　代表的な図法としては，データの流れを表現するDFD（Data 
Flow Diagram）やプロセスの状態遷移を表現する状態遷移図な
どがよく用いられます。DFDでは，データはデータフローとし
て矢印で表し，プロセス間を受け渡すデータとして記述します。

発注
発注データ 発注データ

在庫 発送

プロセス
データフロー

プロセス中心アプローチでのDFDの例

勉強のコツ

データベーススペシャリス
ト試験で出てくる内容は，
ほとんどが「システム開発
におけるデータベース設
計」です。
そのため，システム開発の
基本についてはひととおり
知っておく必要があります。
システム開発の知識や経験
がまったくない方は，基本
的な開発手法などについて
学習しておきましょう。応
用情報技術者試験で出題さ
れるレベルの知識があれば
大丈夫です。
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②データ中心アプローチ
　データ中心アプローチ（DOA：Data Oriented Approach）とは，
業務で扱うデータに着目したアプローチです。まず，業務で扱う
データ全体をモデル化し，データベースを設計します。個々のシ
ステムはこのデータベースを中心に設計することによって，デー
タの整合性・一貫性が保たれ，システム間のやりとりが容易にな
ります。プログラミングとデータベースを分離するデータ独立の
考え方が基になっています。
　代表的な図法としては，実体（データ）と実体間の関連を表現
するE-R図（Entity-Relationship Diagram）が用いられます。

発注

関連

実体

発送

商品

データ中心アプローチでのE-R図の例

③オブジェクト指向アプローチ
　 オ ブ ジ ェ クト 指 向 ア プ ロ ー チ（OOA：Object Oriented 
Approach）とは，プログラムやデータをオブジェクトとしてとら
え，それを組み合わせてシステムを構築するアプローチです。
　図法としては，クラス図やシーケンス図などのUML（Unified 
Modeling Language）が用いられます。クラス図のクラスでは，
データ（属性）とメソッド（操作）を一体化してカプセル化します。
データを操作するためには，対応するクラスのメソッドを利用す
る必要があります。

商品

商品名
在庫数

商品名取得()
在庫数変更()

発注

1 10..* 0..1
発注商品
発注数

発注()
発送手配()

発送

送付先
送付日

発送()
発送手配()

オブジェクト指向アプローチでのクラス図の例

発展

情報処理技術者試験のうち
データベーススペシャリス
ト試験では，主にデータ中
心アプローチでのシステム
開発について出題されます。
その他のプロセス中心アプ
ローチやオブジェクト指向
アプローチでのシステム開
発については，主にシステ
ムアーキテクト試験で出題
されます。そのため，DFD
やUMLはシステムアーキテ
クト試験の定番であり，E-R
図はデータベーススペシャ
リスト試験の定番です。
システム開発を極めたい方
は，両方とも学習してみる
ことをおすすめします。
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 データベーススペシャリスト試験でのアプローチ
　データベーススペシャリストの試験では，3種類のアプローチ
のうち，主にデータ中心アプローチでのデータベース設計を取り
扱います。そこで，データ中心アプローチについては次項で詳
しく学習します。
　また，実際のシステム開発は，一つのアプローチだけでなく複
数のアプローチによって行い，融合することが多いため，試験
でも，プロセス中心アプローチで作成されたプロセス（機能）と，
データ中心アプローチで作成されたエンティティ（テーブル）を
対応させるCRUD分析など，開発アプローチを融合させる問題
がときどき出題されます。

用語

CRUD分析とは，機 能と
テーブルをCreate（作成），
Read（参照），Update（更
新），Delete（削除）の四つ
の操作で関連付ける分析で
す。関連付けることで，「作
成」がないのに「参照」があ
るといったデータのライフ
サイクルの矛盾がないこと
を確認します。
詳しくは，「3-1-6　データ
ベースシステム設計」で解
説します。

□ 開発のアプローチは，プロセス中心アプローチ，データ中心アプローチ，オブジェクト指
向アプローチの三つ

□ データベーススペシャリスト試験では，データ中心アプローチで設計を行う
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1データベーススペシャリストは，
主にデータベース設計を行う人

　データベーススペシャリストという試験は，その名称から，
「データベースを直接さわって，設定を行う人」が対象というイ
メージをもたれがちですが，実際には，「システム開発において
主にデータベース設計を行う人」という位置づけです。
　データベースに関する専門職には，次の二つがあります。

　・ DA（Data Administrator）：データ管理者
　・ DBA（DataBase Administrator）：データベース管理者

　DAは，データそのものの管理を行う人です。データベースの
中にどのようなデータをどれだけ格納するのかを決めます。DBA
は，データベースの管理を行う人です。データベースを構築し，
運用保守も行います。
　システム開発の工程では，データベース設計などの上流工程
をDAが行い，物理設計や運用保守などの下流工程をDBAが行う
という役割分担です。
　データベーススペシャリストは，この二つのうち，主にDAに
該当する人のための試験です。そのため，データ中心アプローチ
でのデータベース設計などについて主に出題されます。
　DBAに関する問題もある程度出題され，勉強する必要はありま
すが，メインではありません。DBAの行うことはDBMS（データベー
ス管理システム）に大きく依存するので，国家試験であるデータ
ベーススペシャリスト試験ではDBMS全体に共通する内容しか出
題されません。代わりにベンダ資格が充実していて，Oracleなら
Oracle Master，SQL ServerならMCSA：SQL Server，PostgreSQL
などのオープンソースの場合はOSS-DBなど，DBMSごとに資格
試験が用意されています。
　自分の状況に合わせて，必要な勉強をしていきましょう。

勉強のコツ

データベーススペシャリス
ト試験はDAの試験なので，
DAの勉強をメインで行う
ことがとても大切になりま
す。具体的には，データベー
ス設計をしっかり学習し
て，正規化ができてE-R図
が書けるようになることが
肝心です。
実務でデータベースに関わ
る場合には，DAとDBAに
関する両方のスキルが必要
になることが多いです。
データベーススペシャリス
トの資格を取得したら，他
のベンダ試験に挑戦する
と，データベースのスキル
をさらにアップさせること
ができます。また，データ
ベーススペシャリストの勉
強と並行してベンダ試験の
勉強を行うのも，相乗効果
があるのでおすすめです。
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1-2-2  データ中心アプローチ
　データベーススペシャリスト試験では，データ中心アプロー
チでのデータベース設計を行います。データ中心アプローチで
は，データベース設計として，概念設計，論理設計，物理設計
を行います。

 データ中心アプローチの流れ
　データ中心アプローチでのシステム開発は，以下の図のような
流れで行います。

現実世界

対
象
世
界

論理データモデル

論理設計

概念設計（モデリング） 概念データモデル

物理データモデル

ユーザやDB以外の
システム

DBMSやハードウェア

ボトムアップ
アプローチ

トップダウン
アプローチ

物理設計

データ中心アプローチでのシステム開発の全体像

　システムを作成するときには，開発する対象を絞り込むため，
まず現実世界から，開発を行う対象世界を決定します。
　その対象世界に対して，概念設計（モデリング，またはデータ
モデリング）を行います。概念設計には，トップダウンアプロー
チとボトムアップアプローチの二つの手法があり，両方を組み
合わせて設計を行います。概念設計の結果，でき上がるのが，
概念データモデルです。
　次に，でき上がった概念データモデルに対して論理設計を行
います。論理設計は，データベースとユーザやデータベース以
外のシステムとを結び付けるための設計です。論理設計ででき

関連

トップダウンアプローチや
ボトムアップアプローチな
ど，概念設計の具体的な手
法については，第3章「デー
タベース設計」で学びます。
論理設計，物理設計につい
ては，第7章「論理設計・
物理設計」で学びます。
ここでは全体像を理解し
て，各章に入ったときに全
体のどの部分のことを説明
しているのかイメージでき
るようにしておきましょう。
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上がるデータモデルを論理データモデルといいます。
　さらに，概念データモデルに対して物理設計を行います。物
理設計は，データベースとDBMS（データベース管理システム）
やハードウェアを結び付けるための設計です。物理設計ででき
上がるデータモデルを物理データモデルといいます。

 論理データ独立と物理データ独立
　データモデルを3層に分ける理由は，データ独立を行って，変
更に強いシステムにするためです。
　概念データモデルとは別に論理データモデルを作成すること
によって，互いの独立性が保たれます。例えば，データベース
以外のシステムの変更があった場合には，論理データモデルを
変更するだけで，概念データモデルには影響を及ぼしません。
逆に，データベースの構造など，概念データモデルに変更があっ
た場合でも，論理データモデルは変更されないので，システム
に影響が及ぶことがありません。このような，概念データモデル
と論理データモデルの間のデータ独立のことを論理データ独立
といいます。
　同様に，概念データモデルとは別に物理データモデルを作成
することによって，互いの独立性が保たれます。例えば，DBMS
やハードウェアに変更があった場合でも，物理データモデルを
変更すれば，概念データモデルに影響を与えません。このような，
概念データモデルと物理データモデルの間のデータ独立のこと
を物理データ独立といいます。
　概念データモデルは，DBMSやシステムにはまったく依存し
ない机上のデータモデルです。そのモデルを，データ独立を確
保しつつ，論理データモデルや物理データモデルで実装するこ
とによって，システム変更による影響箇所が少ない，変更に強い
システムを構築することが可能になります。

 3層スキーマアーキテクチャ
　データベースを3層に分ける方式は，前述した3層のデータモ
デルのほかにもあります。ANSI（American National Standards 
Institute：アメリカ規格協会）で標準化されたANSI/X3/SPARCの
3層スキーマアーキテクチャです。

用語

ANSI/X3/SPARCのSPARC
は，Standards Planning And 
Requirements Committee

（標準化計画委員会）の略で
す。3層スキーマアーキテク
チャは，この委員会のスタ
ディグループが制定したこ
とから付けられた名称です。
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　スキーマとは，データベースの構造であり，DBMSでサポート
される言語（SQLなど）で定義される具体的なものです。ANSI/
X3/SPARCの3層スキーマアーキテクチャでは，次の三つのス
キーマが定義されています。

①外部スキーマ
　データベースに関係ないプログラムやユーザが使用する，デー
タベースの記述です。代表的なものにビューがあります。

②概念スキーマ
　エンティティやテーブル，テーブル間の関連などの記述です。
内部スキーマと外部スキーマの間に位置します。

③内部スキーマ
　DBMSで使用する，データベースを物理的にどのように配置
するのかなど，具体的に実装するための記述です。代表的なも
のにインデックスがあります。

　それでは，次の問題で確認してみましょう。

用語

データベーススペシャリス
トの午後試験では，関係ス
キーマを記述する問題が多
く出てきます。関係スキー
マは，3層スキーマアーキ
テクチャでは概念スキーマ
に当たり，関係データベー
ス で の 関 係（ つまり，表

（テーブル））を記述するの
に使われます。
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1問 題

　データベースの3層スキーマアーキテクチャに関する記述とし

て，適切なものはどれか。

ア	 概念スキーマは，内部スキーマと外部スキーマの間に位置し，

エンティティやデータ項目相互の関係に関する情報をもつ。

イ	 外部スキーマは，概念スキーマをコンピュータ上に具体的に

実現させるための記述であり，データベースに対して，ただ

一つ存在する。

ウ	 サブスキーマは，複数のデータベースを結合した内部スキー

マの一部を表す。

エ	 内部スキーマは，個々のプログラム又はユーザの立場から見

たデータベースの記述である。

（平成24年春	データベーススペシャリスト試験	午前Ⅱ	問1）

解 説

　データベースの3層スキーマでは，概念スキーマは，内部スキー
マと外部スキーマの間に位置します。そして，エンティティやデー
タの関連に関する情報をもつので，アが正解です。
　イは内部スキーマ，エは外部スキーマを指します。
　ウのサブスキーマは，CODASYL（Conference on Data Systems 
Languages）という，COBOLを開発した団体が定義する3層スキー
マでの用語です。サブスキーマは，外部スキーマの一部に対応しま
す。

≪解答≫ア

発展

データモデルやスキーマに
は，いろいろな分け方があ
ります。3層スキーマや3層
データモデルにも多くの種
類があり，分け方が2層に
なっているものもあります。
しかし，これらの違いを細
かく覚える必要はありませ
ん。大切なのは，階層化し
てデータ独立をさせるとい
う概念です。
データベーススペシャリスト
試験で問われるのは，基本
的 に ANSI/X3/SPARC の 3
層スキーマアーキテクチャ
だけなので，それだけはしっ
かりと押さえておきましょう。

□ 3層スキーマでは，外部スキーマ，概念スキーマ，内部スキーマがある

□ 外部スキーマではビュー，内部スキーマではインデックスを定義する


