
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQL Server 2008 自習書シリーズ No.2 

SQL 基礎の基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published: 2008 年 4 月 30 日 

改訂版: 2008 年 9 月 30 日 

有限会社エスキューエル・クオリテゖ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この文章に含まれる情報は、公表の日付の時点での Microsoft Corporation の考え方を表しています。市場の変化に応える必要があるた

め、Microsoft は記載されている内容を約束しているわけではありません。この文書の内容は印刷後も正しいとは保障できません。この文章

は情報の提供のみを目的としています。 

Microsoft、SQL Server、Visual Studio、Windows、Windows XP、Windows Server、Windows Vistaは Microsoft Corporation の米国

およびその他の国における登録商標です。 

その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

© Copyright 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. 



 

 

目次 

SSTTEEPP  11.. SSQQLL  のの概概要要とと  自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて................................................................ 5 

1.1 SQL の概要 ........................................................................................................ 6 

1.2 自習書を試す環境について ...................................................................................... 8 

1.3 事前作業（サンプル スクリプトのダウンロードとセットゕップ） ..................................... 9 

SSTTEEPP  22.. デデーータタのの検検索索（（SSEELLEECCTT））  のの基基本本操操作作 ...................................................................11 

2.1 SELECT ステートメントによるデータ検索 .................................................................12 

2.2 データの並べ替え： ORDER BY 句 .........................................................................17 

2.3 算術演算子： +、-、*、/ .....................................................................................21 

2.4 文字列連結演算子： +..........................................................................................23 

2.5 重複データの排除： DISTINCT ..............................................................................24 

SSTTEEPP  33.. WWHHEERREE  句句でで利利用用ででききるる演演算算子子 ............................................................................25 

3.1 比較演算子： =、<、>、<=、>=、<> ..................................................................26 

3.2 論理演算子： AND、OR、NOT ...............................................................................27 

3.3 BETWEEN 演算子による範囲検索 ...........................................................................29 

3.4 IN 演算子による複数値の検索 ................................................................................31 

3.5 IS NULL 演算子による NULL 値の検索 ....................................................................33 

3.6 LIKE 演算子による文字列検索 ................................................................................34 

SSTTEEPP  44.. デデーータタのの追追加加  //  更更新新  //  削削除除 ...............................................................................37 

4.1 テーブルの作成： CREATE TABLE ステートメント .....................................................38 

4.2 データの追加： INSERT ステートメント ..................................................................40 

4.3 データの更新： UPDATE ステートメント..................................................................42 

4.4 データの削除： DELETE ステートメント ..................................................................44 

SSTTEEPP  55.. 集集計計関関数数ととテテーーブブルルのの結結合合 ..................................................................................46 

5.1 集計関数： SUM、AVG、MAX、MIN、COUNT ...........................................................47 

5.2 グループ化： GROUP BY 句 ..................................................................................50 

5.3 複数テーブルの結合 .............................................................................................53 

5.4 内部結合： INNER JOIN.......................................................................................54 

5.5 GROUP BY 句と結合 ...........................................................................................58 

5.6 外部結合： OUTER JOIN ......................................................................................60 

SSTTEEPP  66.. そそのの他他のの  SSQQLL--9922  規規格格 ......................................................................................64 

6.1 サブクエリ（副問い合わせ） ..................................................................................65 

6.2 UNION ALL .......................................................................................................68 

6.3 CASE 式 ...........................................................................................................71 

SSTTEEPP  77.. 実実践践編編：：３３つつ以以上上のの  テテーーブブルルのの結結合合 .....................................................................73 



 

 

7.1 この STEP で使用するデータベース ........................................................................74 

7.2 3 つ以上のテーブルの結合 .....................................................................................77 

7.3 売上集計 ...........................................................................................................83 

7.4 WITH ROLLUP と WITH CUBE .............................................................................88 

7.5 クロス集計 ........................................................................................................93 

7.6 PIVOT によるクロス集計 ......................................................................................95 

7.7 ビュー： CREATE VIEW ......................................................................................96 

  



 

 

SSTTEEPP  11..  SSQQLL  のの概概要要とと  

自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて  

この STEP では、SQL の概要と自習書を試す環境について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 SQL の概要 

 自習書を試す環境について 

 事前作業（サンプル スクリプトのダウンロードとセットゕップ） 

 

 



 

 

1.1 SQL の概要 

 SQL の概要 

SQL（エスキューエル）は、ANSI（米国規格協会）や JISC（日本工業標準調査会）などの標準化

団体によって規格化されている ”””データベースを操作するための言語” です。SQL を利用すると、

データベース上のテーブルに対して、データを追加したり、追加したデータを検索したり、データ

を更新したりするといった操作ができるようになります。 

 

SQL 規格には、データの検索（SELECT）や追加（INSERT）、更新（UPDATE）、削除（DELETE）

などを行うためのステートメントが定義され、現在では、ほとんどのデータベース製品がこの規格

へ準拠しています。この自習書では、これらの SQL ステートメントについて、基礎からステップ 

バ ステップ形式で簡単に試せるように構成していますので、ぜひチャレンジしてみてください。 

Note： 標準 SQL（ANSI SQL-92）と Transact-SQL 

現在、市販されているデータベース製品のほとんどは、1992 年に標準化された「ANSI SQL-92」規格へ準拠していま

す。この規格では、主に次の SQL が定義されています。 

 

その後、SQL 規格は、1999 年に「SQL-99」、2003 年に「SQL-2003」と規格化されていますが、これらへの準拠状

況は製品によってまちまちです。 

また、標準規格の SQL では、データベース サーバーを操作する上では足りない部分があるので、それを補うために各

製品は独自の拡張を行っています。SQL Server の場合は、Transact-SQL が独自の拡張になります。そのほか、Oracle 

では「PL/SQL」、PostgreSQL では「PL/pgSQL」という形で独自の拡張を行っており、これらには互換性はありませ

ん。こうした製品による SQL の違いは、「方言」（ダゕレクト：Dialect）と呼ばれています。 

この自習書では、標準規格の SQL を中心に説明します。Transact-SQL については、本自習書シリーズの「Transact-SQL 

入門」と「開発者のための Transact-SQL 応用」で詳しく説明しています。 

テーブル

リレーショナル
データベース

SQL Server

1

3

クラゕント

SQL
（処理要求）

処理結果

2

処理（データの追加や検索、更新 etc）

SQL は、データベースを操作するための言語

SQL の分類 SQL 役割

データ操作言語
（DML：Data Manipulation Language）

SELECT データの検索

INSERT データの追加

UPDATE データの更新

DELETE データの削除

データ定義言語
（DDL：Data Definition Language）

CREATE テーブルなどのデータベース オブジェクトを作成する

ALTER テーブルなどのデータベース オブジェクトを変更する

DROP テーブルなどのデータベース オブジェクトを削除する

データ制御言語
（DCL：Data Control Language）

GRANT 権限を与える

REVOKE 権限を取り消す

COMMIT トランザクションをコミットする

ROLLBACK トランザクションを取り消す



 

 

 クエリ エディタ 

SQL Server では、SQL ステートメントを記述して実行するには、Management Studio の「ク

エリ エディタ」機能を利用します（クエリ エデゖタの基本的な利用方法については、本自習書シ

リーズの「ささっと試せる SQL Server 超入門」で説明しています）。 

 

 

クエリ エディタ

クエリエディタ機能を利用して SQL ステートメントを実行

SQL ステートメント

の記述

実行結果



 

 

1.2 自習書を試す環境について 

 必要な環境 

この自習書で実習を行うために必要な環境は次のとおりです。 

 

OS 

Windows Server 2003 SP2（Service Pack 2） 以降 または 

Windows XP Professional SP2 以降 または 

Windows Vista または 

Windows Server 2008  

 

ソフトウェア 

SQL Server 2008 Enteprise / Developer / Standard / Workgroup Edition 

この自習書内での画面やテキストは、OS に Windows Server 2003 SP2、ソフトウェゕに 

SQL Server 2008 Enterprise Edition  を利用して記述しています。 

 

そのほか 

この自習書を試すには、サンプル スクリプトをダウンロードして、次のページの事前作業を実

行しておく必要があります。 

 

 



 

 

1.3 事前作業（サンプル スクリプトのダウンロードとセットアップ） 

 事前作業 

この自習書を進めるには、サンプル スクリプトをダウンロードしておく必要があります。また、

自習書を進めるにあたっての事前作業として、Management Studio のクエリ エデゖタからサン

プル スクリプト内にある「CreateTables.txt」を実行して、「sampleDB」データベースと「社

員」、「部門」テーブルを作成しておく必要があります（実行手順は、次のとおりです）。 

1. Management Studio を起動するには、［スタート］メニューの［すべてのプログラム］か

ら、［Microsoft SQL Server 2008］を選択して［SQL Server Management Studio］をク

リックします。 

 

2. 起動後、［サーバーへの接続］ダゕログで、［サーバー名］へ SQL Server の名前を入力し、

［接続］ボタンをクリックします。 

 

3. 接続完了後、Management Studio が開いたら、次のようにツールバーの［新しいクエリ］

をクリックして、クエリ エデゖタを開きます。 

 

1 

2 

「新しいクエリ」をクリックします
1

クエリ エディタ
が表示される



 

 

4. 次に、Windows エクスプローラを起動して、サンプル スクリプトをダウンロードしたフォ

ルダを展開して、このフォルダ内の「CreateTables.txt」フゔルをダブル クリックして開

きます。フゔルの内容をすべてコピーして、クエリ エデゖタへ貼り付けます。 

 

貼り付け後、ツールバーの［！実行］ボタンをクリックしてクエリを実行します。これにより、

「sampleDB」という名前のデータベースが作成され、その中へ「社員」と「部門」テーブ

ルが作成されます。実行後、「社員」テーブルの 6 件のデータと「部門」テーブルの 2 件の

データが表示されれば、実行が完了です。 

  

2
サンプル スクリプト内の
「CreateTables.txt」
フゔルの内容をコピー

して貼り付け

1

結果を確認
3



 

 

SSTTEEPP  22..  デデーータタのの検検索索（（SSEELLEECCTT））  

のの基基本本操操作作    

この STEP では、SELECT ステートメントの基本的な利用方法や、データの並べ

替え、算術演算子、文字列連結演算子などについて説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 SELECT ステートメントによるデータ検索 

 データの並べ替え： ORDER BY 

 算術演算子： +、-、*、/ 

 文字列連結演算子： + 

 重複データの排除： DISTINCT 

 



 

 

2.1 SELECT ステートメントによるデータ検索 

 SELECT ステートメントによるデータ検索 

SQL では、SELECT というステートメントを利用することで、テーブル内のデータを検索できる

ようになります。構文は、次のとおりです。 

SELECT 列名 1, 列名 2, … 

 FROM テーブル名 

  WHERE 検索する行の条件 

 

SELECT の後には、取得したい列の名前をカンマで区切って指定します。列名へ、アスタリスク「*」

を指定した場合は、すべての列という意味になり、テーブル内のすべての列を取得することができ

ます。WHERE 句は省略することも可能で、この場合は、すべての行が取得の対象となります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、［スタート］メニューの［すべてのプログラム］から［Microsoft SQL Server 2008］

を選択し、［SQL Server Management Studio］をクリックして、Management Studio を

起動します。 

 

2. SQL Server への接続画面が表示されたら、［サーバーの種類］で「データベース エンジン」

を選択し、［サーバー名］で SQL Server の名前を入力します。 

 

［認証］では、「Windows 認証」を選択して、［接続］ボタンをクリックします（認証につ

1 

2 



 

 

いては、本自習書シリーズの「ログン認証とオブジェクト権限」で詳しく説明しています）。 

3. Management Studio が起動したら、次のようにツールバーの［新しいクエリ］ボタンをク

リックして、［クエリ エディタ］を開きます。 

 

4. クエリ エデゖタでは、次のように入力して、sampleDB データベースへ接続して、「社員」

テーブルのデータを参照します。 

USE sampleDB 

SELECT * FROM 社員 

 

 

SELECT ステートメントの記述が完了したら、ツールバーの［！実行］ボタンをクリックし

て、ステートメントを実行します。これにより、結果ウゖンドウがグリッド形式（表形式）へ

変わって、「sampleDB」データベース内の「社員」テーブルのすべてのデータを取得するこ

とが確認できます。「USE」は、データベースへ接続するための SQL Server 独自のステート

メント（Transact-SQL ステートメント）で、SELECT ステートメントで「*」を指定したこ

とで、社員テーブルのすべてのデータを取得することができます。 

「新しいクエリ」をクリックします
1

クエリ エディタ
が表示される

SQL を記述
1 

［!実行］をクリック
2

社員テーブルの
中身が表示される

3

sampleDB
データベースへ接続

社員テーブルを検索



 

 

Note： SQL ステートメント内の記号は半角で入力 

SQL ステートメントでは、英数字や記号（スペース、カッコ、カンマ、単一引用符）は、すべて半角で入力する必

要があります。日本語入力（IME）がオンになっている場合は、デフォルトでは、スペースが全角になるので、半

角へ変換し忘れないように注意してください。 

 

5. 次に、社員テーブルの「氏名」列と「給与」列のデータのみを取得してみましょう。特定の列

データのみを取得するには、次のように 列名をカンマで区切って指定します。 

SELECT 氏名, 給与 FROM 社員 

 

 

このように、列名をカンマで区切って記述することで、その列のデータのみを取得できるよう

になります。 

Note： 実行したいステートメントだけを選択してから［！実行］をクリック 

クエリ エデゖタでは、ツールバーの［！実行］ボタンをクリックすると、エデゖタ内へ記述したすべてのステー

トメントが実行されてしまいます。これを回避するには、実行したいステートメントだけを選択（マウスでドラッ

グ＆ドロップまたはキーボードの［Shift］キーを押しながら矢印キーで選択）してから［！実行］ボタンをクリッ

クするようにします。 

 

2 

「氏名」と「給与」列
のみを取得

列名をカンマで
区切って指定

1 

実行したいステート
メントのみを選択

1

2 

選択したステートメント
の結果のみが表示される



 

 

 行の絞り込み： WHERE 句 

ここまで利用した SELECT ステートメントは、WHERE 句を省略していましたが、この場合は、

すべての行データを取得します。SELECT ステートメントでは、WHERE 句を利用すると、絞り

込み条件を指定して、特定の行のみを取得できるようになります。では、これを試してみましょう。 

6. 次のように記述して、「社員番号」が「2」番の社員のみを取得してみます。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 社員番号 = 2 

 

 

社員番号が 2 番の「鈴木太郎」さんのみを取得できたことを確認できます。 

7. 次に、「氏名」が「浅田 あさみ」さんのデータのみを取得してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 氏名 = '浅田 あさみ' 

 

 

もし、結果が正しく表示されなかったり、エラーが出る場合は、' や =、スペースなどが半

角で入力されているかどうかを確認してみてください。 

Note： 文字列と日付データ型の値は単一引用符で囲む 

「氏名」列のデータを「'」（単一引用符）で囲んでいるのは、SQL ステートメントでは「文字列（char）と日付（date）

データ型の値は、単一引用符で囲まなければならない」という決まりがあるためです。文字列を利用する場合は、

単一引用符を忘れずに付けるようにしましょう。 

 

Note： SQL ステートメントの改行の位置 

クエリ エデゖタで SQL ステートメントを記述する場合は、基本的にはどこで改行を入れてもかまいません（改

行なしで 1 行で書いても大丈夫です）。したがって、次のように記述しても、同じ結果を取得することができます。 

-- 改行なしで １行で記述 

SELECT * FROM 社員 WHERE 氏名 = '浅田あさみ' 



 

 

-- 改行をたくさん追加しても同じ結果を取得可能 

SELECT * 

FROM 

社員 
WHERE 
氏名 = '浅田 あさみ' 

ただし、次のように SELECT や FROM など、キーワードをまたがった改行は、エラーになるので、注意してく

ださい。 

SE 

LECT * FROM 社員 
 WHERE 氏名 = '浅田 あさみ' 

 

Note： SQL ステートメント内での半角スペースやタブ 

SQL ステートメントでは、半角スペースを入れる場所へは、複数の半角スペースを入れたり、タブ（Tab キー）

を入れてもかまいません。したがって、次のように記述しても、同じ結果を取得することができます。 

-- 半角スペースやタブを入れて記述しても同じ結果を取得可能 

SELECT   * 

 FROM 社員 
  WHERE 氏名 =  '浅田あさみ' 

 

Note： インテリセンスによる入力補完 

SQL Server 2008 からは、Visual Studio 2008 でお馴染みのインテリセンス（Intellisense）機能が搭載されて、

テーブル名や列名を入力候補から選択できるようになりました。この機能を利用するには、次のように FROM 句

の後で、「dbo.」と入力します。 

 

「dbo.」と入力すると、そのデータベース内のテーブルの一覧が、入力候補として表示されるようになります。入

力候補の中から選択したものを確定したい場合は、Tab キーを押します（Enter キーではありません）。 

このように FROM 句でテーブルを指定した後は、列名も入力候補として、表示することができます。「SELECT *」

の「*」を Backspace キーで削除して、次のように任意の文字を入力すると、列名の一覧が表示されるようにな

ります（日本語の列名は、一番下へ表示されます）。 

 

このように、ンテリセンス機能を利用すると、入力の手間が省けるので、大変便利です。なお、FROM 句で指定

した「dbo」は、スキーマと呼ばれますが、これについては、本自習書シリーズの「ログン認証とオブジェクト

権限」で詳しく説明しています。 

インテリセンス機能によって
入力候補が表示される。

矢印キーで項目を選択した後に
Tab キーを押すことで確定

FROM 句でテーブルを指定した後は、
列名も入力候補として表示される



 

 

2.2 データの並べ替え： ORDER BY 句 

 ORDER BY 句 

SELECT ステートメントでは、ORDER BY 句を利用すると、特定の列を基準にデータを並べ替え

て、結果を取得できるようになります。これは、次のように利用します。 

SELECT 列名 1, 列名 2, … 

 FROM テーブル名 

  OREDER BY 列名［ ASC | DESC ］ 

 

ORDER BY の後には、並べ替えの基準となる列名を指定します。デフォルトでは、昇順（数値の

場合は「小から大へ」、英字の場合は「A から Z へ」、日付の場合は「古から新へ」）で並べ替え

ることができ、DESC キーワードを利用した場合は、降順で並べ替えることができます。 

 Let's Try： 昇順に並べ替え 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、「社員」テーブルのデータを "給与の低い順（昇順）" に並べ替えて、

表示してみましょう。 

SELECT * FROM 社員  

ORDER BY 給与 

 

 

ORDER BY 句で指定した「給与」列を基準にデータを昇順に並べ替えることができたことを

確認できます。 

データを昇順に並べ替える場合には、次のように「ASC」キーワードを利用しても同じ結果を

取得することができます。 

SELECT * FROM 社員  

ORDER BY 給与 ASC 

「給与」列で昇順
（小→大）に並べ替え



 

 

 

 

ASC キーワードを省略した場合と同じ結果を取得できたことを確認できます。 

 降順に並べ替え： DESC キーワード 

2. 次に、"給与の高い順" に並べ替えてみましょう。降順で並べ替えるには、次のように DESC 

キーワードを利用します。 

SELECT * FROM 社員 

ORDER BY 給与 DESC 

 

 

「給与」列の後へ、DESC キーワードを記述したので、給与が高い順（降順）に並べ替える

ことができたことを確認できます。 

Note： NULL 値の並べ替え順 

NULL 値については、Step3 で説明しますが、SQL Server では、NULL 値は最も小さい値として扱われます。

なお、Oracle の場合は逆になり、NULL 値が最も大きい値として扱われます（NULLS FIRST オプションを指定

して、NULL 値を最初に表示することも可能です）。 

 

 複数列を指定した並べ替え 

ORDER BY 句では、複数の列をカンマで区切って指定することもできます。これにより、1 つ目

の列で同じ値のデータがあった場合には、2 つ目の列を基準に並べ替えを行うことができます。 

「給与」列で昇順
（小→大）に並べ替え

「給与」列で降順
（大→小）に並べ替え



 

 

3. 次のように入力して、"給与の高い順" に並べ替えて、"同じ給与の社員がいた場合には、社員

番号の小さい順" に並べ替えるようにしてみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

ORDER BY 給与 DESC, 社員番号 

 

 

このようにカンマで区切って複数の列を指定すれば、1 つ目の列で同じ値だったとしても、2

つ目の列で並べ替えることができます。2 つ目の列の並べ替え順は、デフォルトでは昇順です。 

4. 次に、"同じ給与の社員がいた場合には、社員番号の大きい順" に並べ替えるようにしてみま

しょう。 

SELECT * FROM 社員 

ORDER BY 給与 DESC, 社員番号 DESC 

 

 

このように、2 つ目の列の並べ替え順を降順にしたい場合は、この列に対しても DESC キー

ワードを指定するようにします。 

Note： ORDER BY 句を指定しない場合の並べ替え順は保証されない 

SQL の世界では、ORDER BY 句を指定しない場合の並べ替え順は保証されません。どういった形で取得されるか

は、そのときの状況によって変化し、社員番号で並べ替えられるかもしれないし、給与で並べ替えられるかもしれ

ません。データが内部的に格納されている順番に出てくる場合もあります。また、WHERE 句の検索条件の付け方

によっても並べ替え順が変わったりします（どういったンデックスが使用されるかによって、並べ替え順が変化

します）。したがって、並べ替え順を保証したい場合は、必ず ORDER BY 句を使用するようにします。なお、

ンデックスについては、本自習書シリーズの「ンデックスの基礎とメンテナンス」で詳しく説明しています。 

「給与」の値が同じデータは
「社員番号」の昇順に並べ替え

られている

「給与」の値が同じデータは
「社員番号」の降順に並べ替え

られている



 

 

 

Note： ORDER BY 句には数値も指定できる 

ORDER BY 句では、列名の代わりに “数値” を指定して、次のように記述することもできます。 

SELECT 社員番号, 給与 FROM 社員 
 ORDER BY 2 DESC, 1 

 

数値には、SELECT へ列挙した列の順番（左から 1 から数えた番号）を指定するので、2 は「給与」列、1 は「社

員番号」列を指定したことになります。 

 

 



 

 

2.3 算術演算子： +、-、*、/ 

 算術演算子 

SQL では、算術演算子を利用して、数値データに対して演算を行うことができます。算術演算子

には、加算の「+」や減算の「-」、乗算の「*」、除算の「/」などがあります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように算術演算子の「*」を利用して、「給与」の値を「3倍」にした結果を取得してみま

しょう。 

SELECT 氏名, 給与 * 3 FROM 社員 

 

 

このように、算術演算子を利用することで、数値データに対して、演算を行えるようになりま

す。 

Note： NULL 値に対する演算結果は「NULL」 

NULL 値に対しては、何かしらの演算を行っても、結果は NULL 値になります。 

 

Note： 列に対する別名をつける： AS 

算術演算子を使って取得した列の名前は「（列名なし）」と表示されます。列名は、ORDER BY 句やゕプリケーシ

ョンからデータを取得する際に必要になるので、このままだと操作がしづらくなります。このような場合のために、

結果列に対して、新しい列名をつける機能として「AS」があります。これは、次のように利用します。 

（列名なし）と表示される

「給与」列の値に ×3 した
値を取得できる



 

 

 

このように、AS を使用すると、結果列に対して新しい列名を付け、ORDER BY 句やゕプリケーションから利用

できるようになります。 

また、AS は、既存の列に対して別名を付けたり、AS を省略して、次のように使用することもできます。 

 

 

AS で”新しい列名”を定義

新しい列名は ORDER BY
句で指定することもできる

新しい列名が表示される

AS は省略可能

既存の列に対する ”別名”
を付ける目的として
利用することも可能



 

 

2.4 文字列連結演算子： + 

 文字列連結演算子 

SQL では、「+」（文字列連結演算子）を利用すると、文字データを連結することができます。た

だし、これは SQL Server 独自の演算子で、SQL 規格（他のデータベース）では、「||」（縦線：

Vertical Line を 2 個）を使用して、文字データを連結します。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、社員の「氏名」列へ “さん” をつけて、表示してみましょう。 

SELECT 社員番号, 氏名 + 'さん' FROM 社員 

 

 

このように、「+」を利用すると、文字データを連結できるようになります。 

表示された結果には、氏名と “さん” の間に余分なスペースがありますが、これは、「氏名」

列のデータ型が Char(50) と定義されているためです。Char データ型では、指定したバ

ト数に満たない部分をスペースで埋めます（データ型については、本自習書シリーズの

「Transact SQL 入門」で詳しく説明しています）。 

Note： 余分なスペースを詰める関数 

Char データ型では、指定したバト数に満たない部分をスペースで埋めると説明しましたが、その余分なスペー

スを詰めることができる関数もあります。それが「RTRIM」関数です。この関数を使用すると、次のように余分

なスペースを詰められるようになります（RTRIM 関数については、本自習書シリーズの「Transact SQL 入門」

で説明しています）。 

 



 

 

2.5 重複データの排除： DISTINCT 

 重複データの排除 

SQL では、DISTINCT 句を利用して、重複したデータを取り除くことができます。これは、次の

ように利用します。 

SELECT DISTINCT 列名 FROM テーブル名 

 

DISTINCT の後に、重複したデータを取り除きたい列名を指定します。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、社員が所属する「部門番号」の重複値を取り除いて表示してみましょう。 

SELECT DISTINCT 部門番号 FROM 社員 

 

 

このように、DISTINCT を利用すると、重複値を取り除いて結果を取得できるようになりま

す。 

 

  

DISTINCT あり （重複値を排除）DISTINCT なしの場合

↓



 

 

SSTTEEPP  33..  WWHHEERREE  句句でで利利用用ででききるる演演算算子子  

WHERE 句でデータを絞り込む条件を記述するには、「演算子」を使用します。こ

の STEP では、SELECT ステートメントの WHERE 句で利用できる演算子とし

て、比較演算子や論理演算子、BETWEEN、IN、LIKE などの利用方法を説明しま

す。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 比較演算子： =、<、>、<=、>=、<> 

 論理演算子： AND、OR、NOT 

 BETWEEN 演算子 

 IN 演算子 

 NULL 値の検索： IS NULL 

 LIKE 演算子 



 

 

3.1 比較演算子： =、<、>、<=、>=、<> 

 比較演算子 

WHERE 句の条件式では、次の 6 つの比較演算子を利用することができます。 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、「<」を利用して、“給与が 50万円よりも少ない社員” を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 < 500000 

 

 

2. 次に、「>=」を利用して、“給与が 50万円以上の社員” を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 >= 500000 

 

 

比較演算子 意味

a = b a と b は等しい

a < b a は b より小さい

a > b a は b より大きい

a <= b a は b 以下

a >= b a は b 以上

a <> b a と b は等しくない



 

 

3.2 論理演算子： AND、OR、NOT 

 論理演算子 

WHERE 句では、複数の条件式を利用する場合には、「AND」や「OR」、「NOT」などの論理演算

子を利用する必要があります。 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、次のように「AND」を利用して、“給与が  50 万円以上で" かつ  "入社日が 

1997/04/01 以降” の社員を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 >= 500000 

   AND 入社日 >= '1997/04/01' 

 

 

両方の条件を満たしているデータのみを取得できたことを確認できます。 

2. 次に、「OR」を利用して、“給与が 50 万円以上” または ”入社日が 1997/04/01 以降” の

社員を検索してみましょう。  

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 >= 500000 

   OR 入社日 >= '1997/04/01' 

 

論理演算子 意味

AND すべての条件を満たしているデータを取得

OR どちらかの条件を満たしているデータを取得

NOT 条件を満たさないデータを取得

給与が 50 万円以上で、
かつ入社日が 1997/4/1 以降



 

 

 

今度はどちらかの条件を満たしているデータのみを取得できたことを確認できます。このよう

に、WHERE 句では、「AND」や「OR」を利用して複数の条件を指定できるようになります。 

Note： AND と OR の優先順位 

AND と OR が両方使われた場合は、どちらが優先されると思いますか？ 次の結果を見てみましょう。 

 

”入社日が 1997/04/01 以降、かつ社員番号が 1 “ の条件（AND）が先に処理され、その後に “または、給与

が 50万以上” の条件（OR）が処理されていることが確認できます。このように、AND と OR がある場合は、

AND が優先されます。 

■ OR を優先させたい場合 

AND と OR がある場合に、OR を優先させたい場合は、次のように、その条件をカッコで囲むようにします。 

 

このように OR を含む条件をカッコで囲むことで、その条件を先に処理できるようになります。また、カッコは、

OR だけでなく、先に処理させたい条件を囲むために利用できるので、覚えておくと役立ちます。 

給与が
50 万円以上

入社日が
1997/4/1 以降

OR と AND の
両方がある場合

カッコで囲む



 

 

3.3 BETWEEN 演算子による範囲検索 

 BETWEEN 演算子 

SQL では、BETWEEN 演算子を利用すると、“～以上 ～以下” という条件を簡単に記述できるよ

うになります。構文は、次のとおりです。 

SELECT 列名 1, 列名 2, … 

 FROM テーブル名 

  WHERE 列名 BETWEEN 値1 AND 値2 

 

これにより、値 1以上 ～ 値 2以下のデータを取得することができます。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、“給与が 50万円以上 ～70万円以下の社員” を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 BETWEEN 500000 AND 700000 

 

 

給与が 50 万円以上で、かつ 70 万円以下の社員を取得できたことを確認できます。 

この BETWEEN 演算子と同じ結果は、次のように論理演算子「AND」を利用して、取得す

ることもできます。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 >= 500000 

   AND 給与 <= 700000 

 



 

 

 

このように AND を利用するよりも、BETWEEN 演算子を利用した方が、～以上 ～以下と

いう条件を簡単に記述することができます。 

 



 

 

3.4 IN 演算子による複数値の検索 

 IN 演算子 

SQL では、IN 演算子を利用すると、“A または B または C” というように、"複数の値を指定し

た条件" を簡単に記述できるようになります。構文は、次のとおりです。 

SELECT 列名 1, 列名 2, … 

 FROM テーブル名 

  WHERE 列名 IN (値1, 値2, 値3, …) 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、“給与が 30 万円または 70 万円” の社員を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 IN (300000, 700000) 

 

 

給与が 30 万円または 70 万円の社員を取得できたことを確認できます。 

この IN 演算子と同じ結果は、論理演算子「OR」を利用して、次のように取得することもで

きます。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 = 300000 

    OR 給与 = 700000 

 

 

このように、OR を利用するよりも、IN 演算子を利用した方が複数の値を指定した条件を簡



 

 

単に記述することができます。 

 文字データに対する IN 演算子の利用 

2. 次に、IN 演算子を利用して、"山田 一郎" さんと "鈴木 太郎" さんを検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 氏名 IN('山田 一郎','鈴木 太郎') 

 

 

このように、IN 演算子は、文字データに対しても利用することができます。 

 



 

 

3.5 IS NULL 演算子による NULL 値の検索 

 IS NULL 演算子 

NULL 値は、Step3 で説明しますが、”0” でもスペース（空白）でもない特殊な値なので、比較

演算子やの「=」や「>」などを利用して検索することはできません。NULL 値を検索したい場合

には、「IS NULL」演算子を使用する必要があります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、“給与が NULL 値の社員” を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 IS NULL 

 

 

このように、NULL 値を検索したい場合は、IS NULL 演算子を利用するようにします。 

Note： 複数条件指定時の NULL の検索 

NULL 値は、前述の「IN」演算子の中では利用することができません。「IN」演算子を利用する場合は、別途条件

式を記述する必要があります。たとえば、“給与が 30 万円または 70 万円または NULL” のデータを検索したい場

合は、次のように記述しなければなりません。 

 

SELECT * FROM 社員 
 WHERE 給与 IN (300000,700000) 
    OR 給与 IS NULL 
 

 

 



 

 

3.6 LIKE 演算子による文字列検索 

 LIKE 演算子 

SQL では、LIKE 演算子を利用すると、文字データをワルドカード検索できるようになります。

ワルドカードには、「%」と「_」があり、それぞれ次のように利用できます。 

 % は、“0文字以上の任意の文字列” 

 _ は、”任意の 1文字” 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、LIKE 演算子で % を利用して、「氏名」が「田」で始まる社員を検索してみましょ

う。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 氏名 LIKE '田% ' 

 

 

このように、“田%” のように最後に「%」をつければ、先頭が ”田” で始まる社員を検索する

ことができます。 

 キーワード検索 

2. 次に、氏名に「田」というキーワード（文字）を含んだ社員を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 氏名 LIKE '%田%' 

 

 

先頭が 「田」で始まる
データ

「田」を含んだデータ

先頭に % を追加



 

 

このように、最後の「%」に加えて、先頭にも「%」を指定すれば、特定のキーワードを含ん

だ文字データを検索できるようになります。 

3. 次に、"氏名に「田」または「郎」を含む社員" を検索してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 氏名 LIKE '%田%' 

    OR 氏名 LIKE '%郎%' 

 

 

このように、OR 演算子を利用して、複数の LIKE 条件を指定すれば、複数のキーワードを

含んだデータを検索できるようになります。 

Note： キーワード検索はパフォーマンスが悪いことに注意 

先頭に % を指定したキーワード検索は、ンデックスを利用したピンポント検索が行われず、全件検索が実行

されてしまうので、非常にパフォーマンスが悪くなります（特にデータ量が多い場合は、非常に低速になります）。

また、OR 演算子を利用して、複数のキーワードを指定した場合は、さらに低速になります（2 個のキーワードな

ら 2 倍、3 個なら 3 倍へと、実行時間が長くなっていきます）。 

したがって、キーワード検索は、なるべく避けるようにし、複数のキーワード検索もできる限り避けるように、ゕ

プリケーションのンターフェースを工夫することをお勧めします。また、それらの検索実行には、実行時間が長

くかかることをゕプリケーションへ明記することにより、ユーザーに簡単に実行されないような工夫をしておくこ

とも重要です。なお、ンデックスについては、本自習書シリーズの「ンデックスの基礎とメンテナンス」で詳

しく説明しています。 

 

Note： 「%」や「_」が入った文字を LIKE で検索するには 

「果汁 100%ジュース」という商品データがある場合に、これを “100%” というキーワードで検索したい場合

があるとします。しかし、「%」はワルドカード文字なので “100%” をそのまま使った場合は、”100 個” 

や ”1000 台” などの商品データも検索対象になってしまいます。そこで、「%」をワルドカードとしてではなく、

検索文字の一部として利用する方法があります。これは、次のように ESCAPE 句を使用します。 

SELECT * FROM 商品 WHERE 商品名 LIKE '果汁 100\%%' ESCAPE '\' 

「ESCAPE '\'」と記述すると、”\ マークがあった場合に、次の文字をワイルドカードとはみなさない” とするこ

とができます。したがって、「100\%」と記述すれば「100%」という文字を検索キーワードにすることができ

ます。また、「100\%%」の最後の % は、ワルドカード文字なので、”100%ジュース” や ”100%オレンジ” 

などを検索できるようになります。 

「田」を含んだデータ 「郎」を含んだデータ



 

 

なお、\ マークは、「エスケープ文字」とも呼ばれます（\ マーク以外をエスケープ文字にすることもできますが、

一般的には \ マークを利用します）。エスケープ（escape）は「逃げる、避ける」という意味の英単語なので、

エスケープ文字は「ワルドカードになるのを避ける（例外にする）」という意味です。 

 

 _（任意の 1 文字）の利用 

4. 次に、ワルド カードの「_」を利用して、"氏名の 2番目の文字が「田」の社員" を検索し

てみましょう。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 氏名 LIKE '_田%' 

 

 

このように、_ は、任意の 1 文字のワルド カードとして利用することができます。 

  



 

 

SSTTEEPP  44..  デデーータタのの追追加加  //  更更新新  //  削削除除  

この STEP では、「テーブルの作成」と「データの追加」、「データの更新」、「デー

タの削除」について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 テーブルの作成： CREATE TABLE ステートメント 

 データの追加： INSERT ステートメント 

 データの更新： UPDATE ステートメント 

 データの削除： DELETE ステートメント 

 



 

 

4.1 テーブルの作成： CREATE TABLE ステートメント 

 テーブルの作成 

SQL では、CREATE TABLE というステートメントを利用して、テーブルを作成することができ

ます。構文は、次のとおりです。 

CREATE TABLE テーブル名 

( 列名1 データ型［NOT］NULL, 

 列名2 データ型［NOT］NULL, … ) 

 

このように、テーブルを作成するには、「列の名前」と「データ型」、「NULL 値を許可するかどう

か」などを設定する必要があります。 

 データ型 

テーブルに作成する列は、それぞれ格納するデータの種類（データ型）を指定する必要があります。

データ型には、いろいろな種類がありますが、最も基本となるのは、次の 3 種類です。 

 

このほかのデータ型については、本自習書シリーズの「Transact-SQL 入門」で詳しく説明してい

ます。 

 NULL 値を許可するかどうか 

テーブルの作成時には、列ごとに NULL（ヌルやナルと読みます）を許可するかどうかを設定す

る必要があります。NULL は「不確定な値」という意味で、データを追加するときには、入力する

値がない場合など、データの追加時ではなく、後から（データの更新時に）値を入力したい場合に

は、NULL 値を許可しておくようにします。NULL 値を許可しない場合は、データを追加するとき

に、必ず値を入力しなければなりません。データ型のあとに、"NULL" と記述すると "NULL 値

を許可する" ことになり、"NOT NULL" と記述すると、"NULL 値を許可しない" ことになりま

す。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、「sampleDB」データベースの中へ「社員 2」という名前のテーブルを

作成してみましょう。 

格納できるデータの種類 データ型

整数（integer） int

文字列（character） char

日付 date



 

 

USE sampleDB 

CREATE TABLE 社員2 

( 社員番号 int NOT NULL, 

 氏名 char(50) NOT NULL, 

 給与 int NULL, 

 入社日 date NULL ) 

 

 

結果ウゖンドウへ「コマンドは正常に完了しました」というメッセージが表示されれば、テー

ブルの作成が成功しています。 

Note： char(50) とは？ 

char データ型の場合は、格納する文字データの最大バト数を「char(50)」のように指定する必要があります。

50 と指定した場合は、50 バト（全角文字だと 25 文字分）までの文字データを格納することができます。 

 

 



 

 

4.2 データの追加： INSERT ステートメント 

 データの追加 

SQL では、INSERT というステートメントを利用して、テーブルへデータを追加することができ

ます。構文は、次のとおりです。 

INSERT INTO テーブル名 (列名1, 列名2, …) 

 VALUES (値 1, 値 2, …) 

  または 

INSERT INTO テーブル名 

 VALUES (値 1, 値 2, …) 

 

INSERT INTO に続けてテーブル名を記述して、カッコ内へ列名を列挙し、VALUES に続くカッ

コ内へ、追加したい値をカンマで区切って記述します。列名を省略する場合は、テーブル作成時の

列を定義した順番に値を記述する必要があります。なお、INTO は省略することも可能です。 

 Let's Try 

それでは、「社員 2」テーブルへデータを追加してみましょう。 

1. 「社員 2」テーブルは、「社員番号、氏名、給与、入社日」の順に定義しているので、この順

番に沿って、値をカンマで区切って指定してみましょう。 

INSERT INTO 社員2 

 VALUES (1, '鈴木 一郎', 500000, '1998/04/01') 

 

 

実行後、結果ウゖンドウへ「1 行処理されました」と表示されれば、データの追加が成功して

います。 

Note： データの追加は行単位 

リレーショナル データベースの世界では、データの追加は「行単位」で行い、Excel のように「セル単位」ではあ

りません。したがって、新しい行を追加するには、すべての列の値を指定する必要があります。 

 



 

 

 列名を指定したデータの INSERT 

2. 続いて、さらに「社員 2」テーブルへデータを追加してみましょう。今度は、INSERT ステー

トメント内へ列名を記述して、その順番に沿って値を記述してみます。 

INSERT INTO 社員2 (社員番号, 氏名, 給与, 入社日) 

 VALUES (2, '小田 良夫', 300000, '1999/04/01') 

 

 

 NULL 値の追加 

次に、NULL 値を許可した列（給与と入社日）へ、NULL 値を追加してみましょう。 

3. NULL 値を追加したい場合には、次のように NULL というキーワードを引用符で囲まずに記

述します。 

INSERT INTO 社員2 

 VALUES (3, '浅田 ゆかり', NULL, NULL) 

 

 

 追加したデータの確認 

4. 最後に、SELECT ステートメントを実行して、追加したデータを確認しておきましょう。 

SELECT * FROM 社員2 

 

 

社員 2 テーブルへ追加した 3 件のデータが表示されたことを確認できます。 



 

 

4.3 データの更新： UPDATE ステートメント 

 データの更新 

SQL では、UPDATE というステートメントを利用して、テーブル内のデータを更新することがで

きます。構文は、次のとおりです。 

UPDATE テーブル名 

 SET 更新したい列名 = 更新したい値 

  WHERE 更新したい行の条件 

 

UPDATE に続けてテーブル名、SET 句へ更新したい列の名前と更新後の値、WHERE 句へ更新

したい行を指定する条件を記述します。WHERE 句では、Step3 で説明したすべての演算子（比

較演算子や BETWEEN、IN、LIKE など）を利用することができます。 

WHERE 句を省略した場合は、すべての行が更新対象になってしまうことに注意する必要がありま

す。 

 Let's Try 

それでは、データの更新を行ってみましょう。 

1. 次のように入力して、「社員 2」テーブルの「社員番号」が「2」番の給与を 40 万円へ更新

してみましょう。 

UPDATE 社員2 

 SET 給与 = 400000 

  WHERE 社員番号 = 2 

 

 

結果ウゖンドウへ「1 行処理されました」と表示されれば、更新が成功しています。 

2. SELECT ステートメントを実行して、データが正しく更新されたことを確認しておきましょ

う。 

SELECT * FROM 社員2 

 



 

 

 

社員番号が「2」の「小田良夫」さんの給与が 40 万円へ更新されていることを確認できます。 

3. 次に、WHERE 句を省略してデータを更新してみましょう。 

UPDATE 社員2 

 SET 給与 = 990000 

 

 

今度は、「3 行処理されました」と表示され、全データ（3 行）が更新対象となってしまった

ことが分かります。 

4. SELECT ステートメントを実行して、結果を確認してみましょう。 

SELECT * FROM 社員2 

 

 

このように、UPDATE ステートメントでは、WHERE 句を省略すると、すべてのデータが更

新対象になってしまうことに注意する必要があります。 

 

全データが更新されて
しまう



 

 

4.4 データの削除： DELETE ステートメント 

 データの削除 

SQL では、DELETE というステートメントを利用して、テーブル内のデータを削除することがで

きます。構文は、次のとおりです。 

DELETE FROM テーブル名 

 WHERE 削除したい行の条件 

 

DELETE FROM に続けてテーブル名、WHERE句へ削除したい行の条件を記述します。WHERE 

句では、UPDATE ステートメントのときと同様、Step3 で説明したすべての演算子を利用するこ

とができます。 

また、WHERE 句を省略した場合には、すべての行が削除対象になってしまうことにも注意する必

要があります。 

 Let's Try 

それでは、データの削除を行ってみましょう。 

1. 次のように入力して、「社員 2」テーブルから「社員番号」が「2」番のデータを削除してみま

しょう。 

DELETE FROM 社員2 

 WHERE 社員番号 = 2 

 

 

結果ウゖンドウへ「1 行処理されました」と表示されれば、削除が成功しています。 

2. SELECT ステートメントを実行して、データが削除されていることを確認しておきましょう。 

SELECT * FROM 社員2 

 

 



 

 

 WHERE 句を省略した場合の全データの削除 

3. 次に、WHERE 句を省略して、データを削除してみましょう。 

DELETE FROM 社員2 

 

 

今度は、「2 行処理されました」と表示され、全データ（2 行）が削除されてしまったことが

分かります。 

4. SELECT ステートメントを実行して、データが削除されていることを確認しておきましょう。 

SELECT * FROM 社員2 

 

 

このように、DELETE ステートメントで WHERE 句を省略した場合は、すべてのデータが削

除対象となってしまうので、注意する必要があります。 

Note： 高速な全データの削除が行える「TRUNCATE TABLE」 

テーブル内のすべてのデータを削除したい場合には、DELETE ステートメントで WHERE 句を省略するよりも、

TRUNCATE TABLE というステートメントを利用したほうが高速に実行することができます。これは、次のよう

に利用します。 

 

「コマンドは正常に完了しました」と表示されれば、全データの削除が完了しています。高速な理由は、トランザ

クション ログへ記録する変更履歴を少なくしているからになりますが、トランザクション ログについては、本自

習書シリーズの「バックゕップと復元」で詳しく説明しています。 

 

  



 

 

SSTTEEPP  55..  集集計計関関数数ととテテーーブブルルのの結結合合  

この STEP では、合計や平均の計算など、集計を行うための「SUM」や「AVG」、

「MAX」、「MIN」、「COUNT」などの集計関数と、「GROUP BY」によるグルー

プ化、複数のテーブルからデータを取得するための「INNER JOIN」や「OUTER 

JOIN」などの結合演算について説明します。いずれも実際のゕプリケーション開

発時やデータベースを管理・保守する際によく利用する構文になるので、確実にマ

スターしておくことをお勧めします。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 集計関数： SUM、AVG、MAX、MIN、COUNT 

 グループ化： GROUP BY 

 内部結合： INNER JOIN 

 GROUP BY 句と結合演算 

 外部結合： OUTER JOIN 

 



 

 

5.1 集計関数： SUM、AVG、MAX、MIN、COUNT 

 集計関数 

SQL では、集計関数を利用して、合計や平均の計算など、集計値を計算することができます。集

計関数には、主に次の 5 つの関数があります。 

 

 合計（SUM）の取得 

1. まずは、SUM 関数を利用して、「社員」テーブルから、“社員全員の給与の合計金額” を取得

してみましょう。 

SELECT SUM(給与) FROM 社員 

 

 

このように、SUM 関数のカッコ内へ列名を記述すると、その列の合計値を計算できるように

なります。 

 平均（AVG）の取得 

2. 次に、AVG 関数を利用して、“給与の平均金額” を取得してみましょう。 

SELECT AVG(給与) FROM 社員 

 

 

集計関数 意味

SUM 合計を取得

AVG 平均を取得

MAX 最大値を取得

MIN 最小値を取得

COUNT 行数をカウントする

社員の給与合計
250万円

社員の平均給与
50万円



 

 

このように、AVG 関数を利用すると、平均値を取得することができます。 

Note： 集計関数では NULL 値が無視される 

SUM と AVG、MAX、MIN 関数では、NULL 値が無視されます。AVG 関数の実行結果を、もう一度確認してみ

ます。 

 

「社員」テーブルの内容は、次のようになっています。 

 

このように、AVG 関数の結果は、NULL 値が無視されて計算されていることが分かります。もし、社員数で給与

の平均を計算したい場合には、NULL 値のデータの社員も含める必要があるので、数値が入る列には、NULL 値の

取り扱いに注意して、NULL 値を許可するかどうかをよく考えて、運用前にきちんとルールを作っておく必要があ

ります。 

なお、NULL 値があった場合に、それを別の値（0 など）へ変換して集計関数で処理させる方法もあります。これ

は「ISNULL」という関数を使って、次のように記述することができます。 

 

ISNULL 関数の第 2 引数には、NULL 値だった場合に変換したい値を指定します。ここでは、0 を指定している

ので、給与の平均を 41,666 万円として計算することができています。なお、ISNULL 関数は、Oracle では、「NVL」

という関数に相当します。 

 

 最大値（MAX）と最小値（MIN） 

3. 次に、MAX 関数と MIN 関数を利用して、“給与の最大値と最小値” を取得してみましょう。 

SELECT MAX(給与), MIN(給与) FROM 社員 

 

社員の平均給与
50万円

社員数は 6人なのに、AVG (給与) は、
合計値 / 5 で計算され、50万円になる。
もし、NULL 値のところが、0 なら、

合計値 / 6 で計算され、
平均は、41.666万円になる。



 

 

 

 行数のカウント 

4. 次に、COUNT 関数を利用して、「社員」テーブルの行数をカウントしてみましょう。 

SELECT COUNT(*) FROM 社員 

 

 

結果は、「6」が返り、社員テーブルの行数（6 件）を取得できたことを確認できます。 

5. COUNT 関数のカッコ内へ、列名を指定した場合は、NULL 値を除いたデータ件数をカウント

することもできます。これを「給与」列で試してみましょう。 

SELECT COUNT(給与) FROM 社員 

 

 

「給与」列には NULL 値が 1 件（浅田さん）あるので、この値が無視されて、5 件とカウン

トされています。このように、COUNT 関数で、列名を指定した場合には、前述の Note と

同様、NULL 値を無視してカウントすることができます。 

 

 

最大値（松田さん） 最小値（鈴木さん）



 

 

5.2 グループ化： GROUP BY 句 

 GROUP BY 句でグループ化 

集計関数は、GROUP BY 句と一緒に利用することで、グループごとの集計値を計算できるように

なります。これは、次のように利用します。 

SELECT 列名 1, 列名 2, … 

 FROM テーブル名 

  WHERE 検索する行の条件  

   GROUP BY 列名 1, 列名 2, ･･･［ HAVING 絞込み条件 ］ 

 

GROUP BY 句でグループ化を行う列を指定し、HAVING 句で絞り込みを行う条件を指定すること

ができます。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように GROUP BY 句を記述して、“部門ごとの給与の平均値” を取得してみましょう。 

SELECT 部門番号, AVG(給与) FROM 社員 

 GROUP BY 部門番号 

 

 

部門番号 ”20” は、給与が NULL 値の「浅田 あさみ」さんしかいないので、結果が NULL 値

になっています。 

2. そこで、次のように、部門番号 ”20” の社員を 2 人追加してみましょう。 

INSERT INTO 社員 VALUES (7, '大久保 光', 250000, '2006/04/01', 20) 

INSERT INTO 社員 VALUES (8, '小笠原 翔', 300000, '2006/04/01', 20) 

 

部門ごとの
給与の平均値



 

 

 

3. 社員データを追加後に、もう一度 “部門ごとの給与の平均値” を取得してみましょう。 

 

今度は、部門番号 ”20” は、大久保さん（25 万円）と小笠原さん（30 万円）の平均なので、

27.5 万円と計算されたことを確認できます（NULL 値の浅田さんのデータは無視されていま

す）。 

 COUNT 関数でグループごとに集計 

4. 次に、COUNT 関数を利用して、“部門ごとの社員数” を取得してみましょう。 

SELECT 部門番号, COUNT(*) FROM 社員 

 GROUP BY 部門番号 

 

 

部門番号 ”10” は 5 人、”20” は 3 人という結果を取得できます。このように、GROUP BY 

句は、COUNT 関数と一緒に利用することもできます。 



 

 

 HAVING 句で絞り込み 

HAVING 句を利用すると、集計関数で計算した集計結果に対して、絞り込みを行うことができま

す。 

5. 次のように HAVING 句を利用して、“社員数が 5人以上の部門番号” を検索してみましょう。 

SELECT 部門番号, COUNT(*) FROM 社員 

GROUP BY 部門番号 HAVING COUNT(*) >= 5 

 

 

このように、HAVING 句を利用すると、集計結果に対して絞り込みが行えるので便利です。 

Note： WHERE 句と HAVING 句の絞り込みの違い 

WHERE 句と HAVING 句は、取得するデータの絞り込みができるという点では同じですが、WHERE 句が、集計

演算をする前に絞り込みを行うのに対して、HAVING 句では、集計を行った結果に対して絞り込みを行うので、

取得結果の意味が大きく異なります。集計の前か後か、目的に応じて使い分けるようにしましょう。 

 

 



 

 

5.3 複数テーブルの結合 

 複数テーブルの結合 

SQL では、1 つのテーブルからだけではなく、複数のテーブルを結合して、結果を取得すること

ができます。 

たとえば、今まで使用してきた「社員」テーブルでは、社員の「部門番号」を確認することはでき

ても、「部門名」を確認することはできませんでした。しかし、「部門」テーブルと結合することで、

社員が所属する「部門名」を取得できるようになります。 

 リレーション シップ 

「社員」テーブルと「部門」テーブルには、次のような関係があります。 

 

「社員」テーブルの「部門番号」から「部門」テーブルの「部門番号」を参照することで、部門に

関する情報（部門名）を取得できるようになります。このようなテーブル同士の関係は、リレーシ

ョン シップと呼ばれます。 

また、「部門番号」のように、リレーション シップのある列のことを結合キー列といいます。 

 結合の種類 

テーブルの結合には、内部結合（Inner Join）と外部結合（Outer Join）、自己結合（Self Join）

の 3 つの種類があります。以降では、これらについて説明します。 

 

社員テーブル 部門テーブル

リレーション シップ

主キー

主キー

外部キー



 

 

5.4 内部結合： INNER JOIN 

 内部結合 

内部結合は、リレーション シップをたどって関連情報を取得できる結合です。構文は、次のとお

りです。 

SELECT 選択リスト  

FROM テーブル名1 INNER JOIN テーブル名2  

    ON テーブル名 1.結合キー列 = テーブル名 2.結合キー列 

 

FROM 句のテーブル名の後に、INNERT JOIN を記述して、結合したいテーブルを指定し、ON 句

の後に結合キー列を「=」で指定します。INNER JOIN の INNER は、省略することもできます。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 「社員」テーブルと「部門」テーブルを内部結合してみましょう。 

SELECT * 

FROM 社員 INNER JOIN 部門 

ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 

 

INNER JOIN で「社員」と「部門」テーブルを指定し、ON 句で「部門番号」列を指定する

ことで、社員と部門を結合できています。 

内部結合では、ON 句で「=」演算子を利用しているように、「社員」テーブルと「部門」テ

ーブルで「部門番号」が等しいものを取得しています。したがって、この結合は「等結合」や

「等価結合」とも呼ばれています。 

部門テーブル社員テーブル



 

 

 選択リストで列名を指定 

2. 次に、社員テーブルと部門テーブルを結合して、「氏名」列と「部門名」列のみを取得してみ

ましょう。 

SELECT 氏名, 部門名 

 FROM 社員 INNER JOIN 部門 

  ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 

 

このように、選択リストへ「氏名」と「部門名」を指定すると、その列のデータのみを取得す

ることができます。 

3. 次に、上の結果に加えて、"部門番号" を取得してみましょう。 

SELECT 氏名, 部門番号, 部門名 

 FROM 社員 INNER JOIN 部門 

ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 

 

この結果は、「列名 ‘部門番号’ があいまいです」とエラーになります。SQL Server にとって

は、「部門番号」列が、「社員」テーブルの列なのか「部門」テーブルの列なのかを区別するこ

とができないので、このエラーが発生しています。 

 テーブル名.列名 

結合するテーブルに同じ列名がある場合には、「部門.部門番号」のようにテーブル名の後に「.」

（ドット）を付けて列名を指定するようにします。したがって、部門番号を取得するには、次



 

 

のように記述します。 

SELECT 氏名, 部門.部門番号, 部門名 

 FROM 社員INNER JOIN 部門 

ON 社員.部門番号= 部門.部門番号 

 

 

今度は、正しく結果を取得することができました。このように、同じ列名がある場合には、「テ

ーブル名.列名」と指定しなければなりません。なお、「テーブル名.＊」のように、列名のと

ころへ「*」を指定した場合は、そのテーブルのすべての列を取得できるようになります。 

Note： テーブル名に対する別名 

テーブル名が長い場合には、テーブル名を何度も記述するのが面倒な場合があります。このような場合に、テーブ

ル名に対して別名をつけることができます。これは、列名に対して別名を付けたときと同じように「AS」を利用し

て、次のように記述することができます。 

SELECT s.氏名, b.部門番号, b.部門名 

 FROM 社員 AS s INNER JOIN 部門 AS b 
   ON s.部門番号 = b.部門番号 

これは、「社員」テーブルに対して「s」、部門に対して「b」という別名をつけています。また、「AS」は省略して

もよいので、次のように記述することもできます。 

SELECT s.氏名, b.部門番号, b.部門名 

 FROM 社員 s INNER JOIN 部門 b 
   ON s.部門番号 = b.部門番号 

なお、別名を利用している場合は、ON 句の中や列名を列挙するときにも、別名を利用しなければならないことに

注意する必要があります。たとえば、次の記述はエラーとなってしまいます。 

 

「社員」の別名に「s」を指定してい
るので、sを使わないとエラーになる

「マルチ パート識別子」は、「テーブル名.列名」のこと



 

 

このような失敗は、意外と多いので、気をつけるようにしましょう。また、今回の別名は、入力しやすくするため

に「s」や「b」を利用しましたが、保守性（後から SQL を見直す場合や他者が SQL を見た場合）を考えると、で

きる限り分かりやすい別名をつけておくことをお勧めします。省略しすぎないで、意味が推測できるような名前に

しておくことをお勧めします。 

 

Note： クエリ デザイナで結合演算を GUI 生成 

Management Studio では、「クエリ デザイナ」という機能を利用すると、GUI 操作だけで結合演算を行う 

SELECT ステートメントを生成させることもできます。「クエリ デザナ」を起動するには、次のように「クエリ 

エデゖタ」上の任意の場所を右クリックして、［エディタでクエリをデザイン］をクリックします。 

 

これにより、［テーブルの追加］ダゕログが表示されるので、［Ctrl］キーを押しながら、「社員」と「部門」を選

択し、［追加］ボタンをクリックします。追加後、［閉じる］ボタンをクリックすると「クエリ デザナ」画面が

表示されます。ここで、取得したい列をチェックすれば、それらが選択リストに追加された SELECT ステートメ

ントが自動生成されるようになります。 

 

[エデゖタでクエリをデザン] を
クリック。これは、「クエリデザナ

で編集」の誤訳です。

1

[Ctll］キーを押しながら
［社員］と［部門］を選択して、

［追加］ボタンをクリック

2

取得したい列を
チェック

3

生成された SQL
4



 

 

5.5 GROUP BY 句と結合 

 GROUP BY 句と結合 

続いて、GROUP BY 句と結合を組み合わせて、より実践的な集計演算を行ってみましょう。 

 Let's Try 

1. まずは、「部門名」ごとの所属人数を取得してみましょう。 

SELECT 部門名, COUNT(*) 

 FROM 社員 INNER JOIN 部門 

   ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 GROUP BY 部門名 

 

 

社員テーブルだけでは、部門名を取得することができませんでしたが、部門テーブルと結合す

ることで、部門名を取得し、部門名ごとの集計ができるようになっています。 

2. 次に、上の結果に加えて、部門番号も取得してみましょう。 

SELECT 部門.部門番号, 部門名, COUNT(*) 

 FROM 社員 INNER JOIN 部門 

   ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 GROUP BY 部門名 

 

 

結果はエラーになります。GROUP BY 句では、選択リストへ指定できる列が、GROUP BY へ

指定した列のみという制約があります。したがって、部門番号を取得したい場合には、次のよ



 

 

うに GROUP BY 句にも、部門番号を記述しなければなりません。 

SELECT 部門.部門番号, 部門名, COUNT(*) 

 FROM 社員 INNER JOIN 部門 

   ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 GROUP BY 部門.部門番号, 部門名 

 

 

今度は、部門番号を正しく取得することができました。このように GROUP BY 句で複数の

列を取得したい場合には、その列も GROUP BY 句へ含めるようにしなければなりません。 

Note： GROUP BY 句で複数列を指定するときの冗長回避 

GROUP BY 句で複数列を指定する場合は、記述が冗長になるので、これを回避する方法として、MAX 関数また

は MIN 関数を利用する方法があります。たとえば、上記のクエリを MAX 関数を利用すると、次のように記述す

ることができます。 

 

GROUP BY 句では、「部門番号」列のみを取得し、MAX 関数で「部門名」を指定すれば、GROUP BY 句へ「部

門名」を記述しなくて済みます。「部門名」のように「部門番号」列に従属した列（部門テーブル内の列）であれ

ば、MAX 関数や MIN 関数を使っても、値は１つしかなく、最大値も最小値もその値しかないので、このような

利用方法で結果を取得することができます。 

 



 

 

5.6 外部結合： OUTER JOIN 

 外部結合 

内部結合では、結合するテーブル同士で、対応するデータ（等しいデータ）のみを取得するのに対

して、外部結合では、対応するデータがなくても（結合するテーブルの片方にしか存在しないデー

タの場合にも）、値を取得できるようになります。構文は、次のとおりです。 

SELECT 選択リスト  

FROM テーブル名1｛ LEFT ｜ RIGHT ｝OUTER JOIN テーブル名2 

    ON テーブル名1.結合キー列 = テーブル名2.結合キー列 

 

内部結合（INNER JOIN）との記述の違いは、LEFT または RIGHT を指定した OUTER JOIN で

ある点です。LEFT（左）を指定した OUTER JOIN は、「左外部結合」、RIGHT（右）を指定した 

OUTER JOIN は、「右外部結合」と呼ばれます。 

 RIGHT OUTER JOIN（右外部結合） 

1. まずは、OUTER JOIN の結果が分かりやすくなるように、「部門」テーブルへデータを 1 件

追加しておきましょう。次のように入力して、部門番号「30」の「情報システム部」を追加

します。 

INSERT INTO 部門 VALUES ( 30, '情報システム部' ) 

 

 

2. 新しく追加した情報システム部には、まだ所属する社員がいません。この状態で、次のように

「RIGHT OUTER JOIN」（右外部結合）を利用して、「社員」テーブルと「部門」テーブル

を結合してみましょう。 

SELECT 社員.*, 部門名 

 FROM 社員 RIGHT OUTER JOIN 部門 

   ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 



 

 

 

INNER JOIN（内部結合）では、部門番号が等しいデータのみを取得するので、所属社員のい

ない「情報システム部」を取得することはできません。これに対して、OUTER JOIN（外部

結合）では、対応するデータがない場合（結合するテーブルの片方にしか存在しないデータの

場合）にも、結果を取得できるようになります。この例では、JOIN の右側（RIGHT）に指定

した「部門」テーブルにしか存在しないデータの「情報システム部」を取得することができて

います。また、このデータは片方にしか存在しないので、残りのデータは NULL 値で表示さ

れています。 

 LEFT OUTER JOIN（左外部結合） 

1. 次に、「RIGHT OUTER JOIN」を「LEFT OUTER JOIN」へ変更して、社員テーブルと部門

テーブルを結合してみましょう。 

SELECT 社員.*, 部門名 

 FROM 社員 LEFT OUTER JOIN 部門 

   ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 

 

結果は、INNER JOIN（内部結合） の場合と同じになります。LEFT と指定した場合は、JOIN

外部結合だから
取得できた行



 

 

の左側（LEFT）に指定した「社員」テーブルにしか存在しないデータを取得できるようにな

りますが、社員テーブルにしか存在しないデータはないので、INNER JOIN と同じ結果にな

っています。 

2. 次に、結合するテーブルの左と右を入れ替えてみましょう。「社員」テーブルを右へ、「部門」

テーブルを左へ指定して結合してみます。 

SELECT 社員.*, 部門名 

 FROM 部門 LEFT OUTER JOIN 社員 

   ON 社員.部門番号 = 部門.部門番号 

 

 

今度は、JOIN の左側（LEFT） が「部門」テーブルになるので、「情報システム部」を取得

できたことを確認できます。 

このように RIGHT と LEFT の違いは、JOIN の左と右のどちらにテーブルを記述するかど

うかだけです。 

  



 

 

 

Note： 自己結合 

結合には、自分自身のテーブルと結合する「自己結合」もあります。たとえば、次のような emp（社員）テーブ

ルがあったとします。 

 

このテーブルには、上司の社員番号を格納している「上司社員番号」列があります。このような親子関係のあるデ

ータが同じテーブルに格納されている場合は、自己結合が役立ちます。自己結合を利用すれば、次のように上司の

氏名を取り出すことができます。 

 

自己結合では、同じテーブル（emp）を INNER JOIN で結合できます。このとき、1 つには別名を付ける必要が

あるので、ここでは「manager」と付けています。あとは、結合条件を「emp.上司社員番号=manager.社員番

号」とすれば、上司の氏名を取得できるようになります。 

自己結合では、次のように 1 つのテーブルを 2 つのテーブルのように見立てて、結合を行うことができます。 

 

 

  

emp テーブル emp テーブル（manager）



 

 

SSTTEEPP  66..  そそのの他他のの  SSQQLL--9922  規規格格  

この STEP では、今までの SQL 構文以外によく利用する ANSI SQL-92 規格へ

準拠した SQL 構文として「サブクエリ」と「UNION ALL」、「CASE 式」を説明

します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 サブクエリ（副問い合わせ） 

 UNION ALL 

 CASE 式 

 



 

 

6.1 サブクエリ（副問い合わせ） 

 サブクエリ（副問い合わせ） 

SQL では、SELECT ステートメントの中に SELECT ステートメントを記述して、入れ子にして

利用することができます。このようなクエリは、サブクエリ（副問い合わせ）と呼ばれています。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、”給与が最も高い社員” を検索してみましょう。これは、次のようにサブクエリを利

用して、WHERE 句の条件式へ給与の最大値（MAX(給与)）を与えることで、結果を取得す

ることができます。 

SELECT * FROM 社員 

 WHERE 給与 = (SELECT MAX(給与) FROM 社員) 

 

 

給与が最も高い社員（松田さん）を取得できたことを確認できます。 

このように SELECT ステートメントをカッコで囲むことで、SELECT ステートメントを入れ

子にすることができます。 

2. 次に、”平均給与よりも高い給与をもらっている社員” を取得してみましょう。 

SELECT * FROM 社員  

WHERE 給与 > (SELECT AVG(給与) FROM 社員) 

 

 

サブクエリとして、給与の平均値（AVG(給与)）を WHERE 句の条件式へ与えることで、"

平均給与よりも高い給与の社員" を取得することができます。 



 

 

Note： サブクエリの SELECT ステートメントの結果が複数件ある場合 

サブクエリでは、カッコ内の SELECT ステートメントの結果が複数件ある場合は、「=」や「>」などの比較演算

子を利用するとエラーになります。たとえば、次のように GROUP BY 句を使って、"部門ごとの給与の最大値

（MAX）" を取得し、その社員を取得するようにすると、結果はエラーになります。 

 

このエラーを回避するには、次のように、IN 演算子を利用することができますが、取得した結果は正しくありま

せん（余分なデータが取得されています）。 

 

“鈴木 太郎” さんの給与は 30 万円で部門番号 ”10” の中での最大給与ではありません。部門番号 ”10” の中での

最大給与は、“松田 裕太”さんの 70 万円です。一方、“小笠原 翔”さんは、部門番号 ”20“ の社員で、部門番号 “20” 

の中では最大給与の 30 万円です。このように、正しくない結果が返るのは、カッコ内のステートメントが返す値

が「70 万円と 30 万円」で、次のように解釈されてしまっているためです。 

SELECT * FROM 社員 
 WHERE 給与 IN (700000, 300000) 

したがって、これを解決するには、次のように SELECT ステートメントの結果を “テーブル” のように扱って、

内部結合するようにします。 

 

部門番号ごとの最大給与の結果に対して、「b」という名前を付けてテーブルのように扱っているところがポント

です。これを図解すると、次のようになります。 



 

 

 

部門番号ごとの最大給与の結果「b」と「社員」テーブルを結合することで、部門ごとの最大給与を取得している

社員を抽出できるようになります。このように SELECT ステートメントの結果をテーブルのように利用する方法

は、「インライン ビュー」とも呼ばれています。 

社員テーブル 部門番号ごとの最大給与

社員.部門番号 = b.部門番号
AND 社員.給与 = b.m_sal

この結果に対して
「b」 と名前を付けた

1 2 



 

 

6.2 UNION ALL 

 UNION ALL 

SQL では、UNION ALL を利用すると、複数の SELECT ステートメントの検索結果を連結でき

るようになります。構文は、次のとおりです。 

SELECT 文1 

UNION ALL 

SELECT 文 2 

UNION ALL 

SELECT 文 3 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 社員番号 1～3 の社員を、それぞれ別々の SELECT ステートメントで取得し、結果を 

UNION ALL で連結してみましょう。 

SELECT * FROM 社員 WHERE 社員番号 = 1 

 UNION ALL 

SELECT * FROM 社員 WHERE 社員番号 = 2 

 UNION ALL 

SELECT * FROM 社員 WHERE 社員番号 = 3 

 

 

この結果は、次の SELECT ステートメントを実行した場合と同じになります。 

SELECT * FROM 社員 WHERE 社員番号 IN(1, 2, 3) 

 



 

 

 

このように、UNION ALL 句を使用すると、2 つ以上の SELECT ステートメントの結果を連

結して 1 つの結果にすることができます。 

Note： UNION ALL と UNION 

UNION ALL 句は、単純に SELECT ステートメントの結果を連結するだけなので、結果に重複行があった場合に

もそのまま連結します。これに対して、結果に重複があった場合に、重複行を排除して連結することができる

「UNION 句」（ALL が付かないもの）があります。 

たとえば、UNION ALL 句を利用した場合の結果は、次のとおりです。 

 

これに対して、UNION 句を利用した場合の結果は、次のとおりです。 

 

このように、UNION 句では、重複行を削除した結果を取得することができます（その分、UNION ALL よりも、

UNION の方がパフォーマンス上のオーバーヘッドがあります）。 

 

Note： UNION ALL はデータ型と列数が同じであれば連結可能 

UNION ALL と UNION では、データ型と列数が同じであれば、列名が違っても、全く関係ないテーブル同士でも、

結果を連結することが可能です。したがって、次の SQL はエラーにはなりません。 

重複行



 

 

SELECT 社員番号, 氏名 FROM 社員 

 UNION ALL 
SELECT 部門番号, 部門名 FROM 部門 

 

社員番号と部門場号は、全く関係のないデータですが、UNION ALL や UNION は、単純な結果の ”連結” を行っ

ているだけなので、1 つの結果として取得することができます。 

 

 



 

 

6.3 CASE 式 

 CASE 式 

SQL では、CASE 式を利用すると、Visual Basic での「Select Case」や C 言語系と Java の

「Switch」と同じような複数の条件分岐を行えるようになります。構文は、次のとおりです。 

CASE［ 式 ］ 

WHEN 条件 1  

THEN 条件 1 を満たしている場合の値 

WHEN 条件 2  

THEN 条件 2 を満たしている場合の値 

ELSE 

すべての条件を満たしていない場合の値 

END 

 

CASE 式では、WHEN で記述した条件を満たしている場合の動作を、THEN の後へ記述します。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 次のように入力して、部門番号の値をもとに、部門名を表示するようにしてみましょう。部門

番号が "10" の場合は "総務部"、部門番号が "20" の場合は "営業部”、これ以外の場合は "

その他”と表示してみます。 

SELECT  

 CASE 部門番号 

   WHEN 10 THEN '総務部' 

   WHEN 20 THEN '営業部' 

   ELSE 'その他' 

 END 

 , * FROM 社員 

 

 



 

 

このように、CASE 式を使用すると、列の値をもとに、別の値を表示できるようになります。 

2. 次に、入社日の値をもとに、"2000 年以降に入社した社員" と "1990 年以降に入社した社

員"、"1980年以降に入社した社員"、"それ以外の社員" と表示されるようにしてみましょう。 

SELECT  

 CASE  

   WHEN 入社日 >= '2000/01/01' THEN '入社日が 2000 年以降' 

   WHEN 入社日 >= '1990/01/01' THEN '入社日が 1990年～ 2000年まで' 

   WHEN 入社日 >= '1980/01/01' THEN '入社日が 1980年～ 1990年まで' 

   ELSE 'その他' 

 END 

, * FROM 社員 ORDER BY 入社日 DESC 

 

 

このように、CASE 式では、WHEN の後に条件式を記述することもできます。 

Note： CASE 式は選択リスト以外でも利用可能 

CASE 式は、単独では使用することができませんが、ステートメント内であれば、ORDER BY 句や GROUP BY 句、

WHERE 句、UPDATE の SET 句などで利用することも可能です。 

 

  



 

 

SSTTEEPP  77..  実実践践編編：：３３つつ以以上上のの  

テテーーブブルルのの結結合合  

この STEP では、より実践的な SQL ステートメントの利用方法を説明します。3

つ以上のテーブルの結合をして、集計関数や GROUP BY 句を利用したさまざまな

集計結果を取得してみましょう。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 3 つ以上のテーブルの結合 

 売上の集計 

 WITH ROLLUP と WITH CUBE 

 クロス集計 

 PIVOT によるクロス集計 

 ビュー（仮想表） 

 



 

 

7.1 この STEP で使用するデータベース 

 この STEP で使用するデータベース 

こ の  STEP で は 、 サ ン プ ル  ス ク リ プ ト に 含 ま れ る 「 NorthwindJ 」 デ ー タ ベ ー ス

（NorthwindJ.mdf と NorthwindJ.ldf）を利用します。この STEP を始める前に、データベース

を SQL Server 2008 へゕタッチしておく必要があります。ゕタッチの手順は、次のとおりです。 

1. Management Studio のオブジェクト エクスプローラで、次のように［データベース］フォ

ルダを右クリックして［アタッチ］をクリックします。 

 

2. すると、次のように［データベースのゕタッチ］ダゕログが表示されるので、［追加］ボタ

ンをクリックします。 

 

サンプル スクリプトを解凍したフォルダを展開し、「NorthwindJ.mdf」フゔルを選択し

て［OK］ボタンをクリックします。 

3. これにより、次のように［データベースのゕタッチ］ダゕログへ戻るので、［OK］ボタンを

クリックします。 

[データベース] を右クリックします
1

[アタッチ] をクリックします
2

[追加] ボタンをクリックします
1

サンプル スクリプトを
解凍した場所を展開して

NorthwindJ.mdf を選択

2

[OK] ボタンをクリックします
3

↓



 

 

 

4. 以上でゕタッチが完了です。もし、エラーが出る場合は、SQL Server のサービス ゕカウン

トに対して、「NorthwindJ.mdf」フゔルへの NTFS ゕクセス権限が付与されているかどう

かを確認してみてください。 

 NorthwindJ データベースの構成 

NorthwindJ データベースは、Microsoft Access 2003 に付属のサンプル  データベース

「Norhwind」を SQL Server 上へゕップサズし、この自習書の手順を試すために、一部のデー

タを加工したものです。具体的なテーブル構成は次のようになっています。 

 

 

[OK] ボタンをクリックします
1



 

 

このデータベースは、商品の販売管理を題材とし、次のように「受注」テーブルと「受注明細」テ

ーブルの中へ受注データが格納されています。 

 

「受注」テーブルには、いつ受注したのかや、どの顧客（得意先）からの受注なのかなどの情報が

格納され、「受注明細」テーブルには、各注文の明細（どの商品がいくらで、何個受注したのかな

ど）が格納されています。 

商品に関するデータは、次のように「商品」テーブルと「商品区分」テーブルの中へ格納されてい

ます。 

 

「商品区分」テーブルは、商品を分類するためのテーブルで、“飲料” や “調味料” などが格納され

ています。 

 

受注テーブル

受注明細テーブル

受注日

受注時単価 受注数量商品コード

受注コード

リレーション シップ

商品テーブル 商品区分テーブル（商品分類）

商品コード 区分コード 区分名商品名

リレーション シップ



 

 

7.2 3 つ以上のテーブルの結合 

 3 つ以上のテーブルの結合 

3 つ以上のテーブルを結合するには、次のように記述します。 

SELECT 選択リスト FROM テーブル名1 

INNER JOIN テーブル名2 

ON テーブル名1.結合キー列 = テーブル名2.結合キー列 

INNER JOIN テーブル名3 

ON テーブル名x.結合キー列 = テーブル名3.結合キー列 

： 

WHERE 検索条件 

 

INNER JOIN と ON を結合したいテーブルの分だけ記述すれば、複数のテーブルを結合できる

ようになります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、2 つのテーブルから結合してみましょう。「商品」テーブルと「商品区分」テーブル

を結合して、次のようなデータになっていることを確認します。 

 

「商品区分」テーブルには、区分コード「1」の “飲料” や、区分コード「2」の “調味料” な

どが格納され、「商品」テーブルには、どの区分に属した商品なのかを識別するために「区分

コード」列へ値が格納されています。したがって、この 2 つのテーブルを結合するには、次

のように結合キー列へ「区分コード」を指定します。 

SELECT 区分名, 商品.* 

FROM 商品 

INNER JOIN 商品区分 

ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

 

商品テーブル 商品区分テーブル（商品分類）

商品コード 区分コード 区分名商品名

リレーション シップ



 

 

 

商品区分テーブルから「区分名」、商品テーブルからすべての列を取得できたことを確認でき

ます。 

2. 次に、商品の仕入先が格納されている「仕入先」テーブルとも結合してみましょう。このテー

ブルのデータは、次のようになっています。 

 

「仕入先」テーブルとは、「仕入先コード」で結合することができるので、次のように結合キ

ー列を指定します。 

SELECT 仕入先名, 区分名, 商品.* 

FROM 商品 

INNER JOIN 商品区分 

ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

INNER JOIN 仕入先 

ON 商品.仕入先コード = 仕入先.仕入先コード 

 

 

商品 仕入先

リレーション シップ



 

 

「区分名」列の隣へ「仕入先名」列を取得できたことを確認できます。 

このように 3 つ以上のテーブルを結合する場合には、INNER JOIN と ON 句をテーブルの分

だけ追加するようにします。 

 JOIN でテーブルを記述する順序 

複数のテーブルを内部結合する場合、JOIN を記述する順番は関係ありません。また、ON で

の結合キーも左右のどちらに記述してもかまわないので、前の手順の例は、次のように記述す

ることもできます。 

SELECT 仕入先名, 区分名, 商品.* 

FROM 仕入先 

INNER JOIN 商品 

ON 商品.仕入先コード = 仕入先.仕入先コード 

INNER JOIN 商品区分 

ON 商品区分.区分コード = 商品.区分コード 

 

 

このように、同じ結果を取得できます。 

Note： JOIN へ記述したテーブル順に処理させる ～FORCE ORDER～ 

複数のテーブルを結合する場合の内部的な処理（結合される順番）は、SQL Server が最速だと判断（予測）した

順番で行われます。しかし、内部処理を加味するような高度なチューニングでは、その判断を覆したい場合もあり

ます（SQL Server の判断は、あくまでも最速だと予測したものなので、本当に最速だとは限らないのです）。こ

ういった場合、JOIN へ記述したテーブルの順に、SQL Server に処理させることができます。これは SELECT ス

テートメントの最後に “OPTION (FORCE ORDER)” と指定することで実現できます。Force は「強制」という

意味です。 

以前に筆者が行った案件では、FORCE ORDER を指定し、テーブルの記述順を変更することで、8 秒かかってい

た処理を 3 秒に短縮させたことがあります。このときは、ンデックスの作成と結合ヒント（MERGE や LOOP な

ど、結合の内部的な処理方法）の変更も行いましたが、ここまで実行時間を短縮できたのは FORCE ORDER のお

かげでした。 

 

 



 

 

Note： クエリ デザイナで GUI 操作で複数テーブルの結合 

前述の Note で説明したように、Management Studio の「クエリ デザイナ」を利用すれば、GUI 操作で複数の

テーブルを結合することもできます。「クエリ デザナ」を起動するには、クエリ エデゖタ上で任意の場所を右

クリックして、［エディタでクエリをデザイン］をクリックします。 

 

なお、今回の NorthwindJ データベースのように FOREIGN KEY 制約が設定されている場合には、上記の操作で

問題ありませんが、もし FOREIGN KEY 制約を設定していない場合は、結合キー列がクエリ デザナには分から

ないので、外部キー列を主キー列へドラッグ＆ドロップして、明示的に結合キー（リレーション シップ）を指示

する必要があります。 

 

このようにドラッグ＆ドロップで指示したリレーション シップは、実際に FOREIGN KEY 制約が設定されるわけ

ではありません。FOREIGN KEY 制約は、結合には必須ではないので、ドラッグ＆ドロップで行っているのは、あ

くまでも結合キー列（ON 句）の指示のみです。 

[エディタでクエリをデザイン] 
をクリック

1

[Ctll］キーを押しながら
［商品］と［商品区分］［仕入れ先］

を選択して、［追加］をクリック

2

取得したい列を
チェック

3

生成された SQL
4

外部キー列を主キー列へ
ドラッグ＆ドロップ



 

 

 

 受注情報の取得 

3. 次に、受注に関する情報が格納されている「受注」テーブルと「受注明細」テーブルを結合し

てみましょう。それぞれのテーブルのデータは次のようになっています。 

 

「受注」テーブルと「受注明細」テーブルを結合するには、次のように「受注コード」列を結

合キーへ指定します。 

SELECT 受注明細.*, 受注.* 

 FROM 受注 

  INNER JOIN 受注明細 

    ON 受注.受注コード = 受注明細.受注コード 

 

 

受注テーブル

受注明細テーブル

受注日

受注時単価 受注数量商品コード

受注コード

リレーション シップ

「受注明細」テーブル 「受注」テーブル



 

 

4. 続いて、商品名が記述されている「商品」テーブルとも結合してみましょう。このテーブルと

結合するには、「商品コード」列を結合キーへ指定します。 

SELECT 受注明細.*, 商品名, 受注.* 

 FROM 受注 

  INNER JOIN 受注明細 

    ON 受注.受注コード = 受注明細.受注コード 

  INNER JOIN 商品 

    ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

 

 

商品テーブルを結合することで、受注明細データを商品名で区別できるようになったことを確

認できます。 

 

商品名を取得



 

 

7.3 売上集計 

 売上集計 

次に、集計関数（SUM や AVG、MAX など）とグループ化を行う GROUP BY 句を使って、

NorthwindJ データベースの売上集計を行ってみましょう。売上データは、前の手順で試したよう

に「受注明細」テーブルへ格納されているので、「単価」（受注時単価）と「数量」を掛け算すれば、

受注金額を計算できるようになります（正確には「割引」列も計算する必要がありますが、ここで

は省略します）。 

 Let's Try 

1. まずは、"すべての受注金額の合計" を取得してみましょう。 

SELECT SUM(単価 * 数量) FROM 受注明細 

 

 

単価と数量を乗算したものに対して SUM 関数で合計を計算し、受注金額の合計を求めてい

ます。結果は、2,982 万 1,530 円でした。 

2. 次に、GROUP BY 句を利用して、"商品ごとの受注金額の合計" を計算してみましょう。次

のように記述します。 

SELECT 商品コード, SUM(単価 * 数量) FROM 受注明細 

GROUP BY 商品コード 

 

 

商品コード「23」は 8 万 400 円、「46」は 12 万 5,000 円であったことを確認できます。 



 

 

3. 商品コードごとの合計では、どの商品なのかが分かりづらいので、次は、"商品名ごとの受注

金額" を取得してみましょう。これを取得するには、次のように「商品」テーブルと結合する

必要があります。 

SELECT 商品名, SUM(単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

GROUP BY 商品名 

 

 

しかし、結果はエラーになります。「単価」列は、「受注明細」テーブルにも、「商品」テーブ

ルにも存在するからです。しかし、この 2 つの列は、同じ名前の「単価」でも意味が異なりま

す。「受注明細」テーブルは “受注時” の単価、「商品」テーブルは “標準” の単価です。した

がって、受注金額を計算するには、「受注明細」テーブルの「単価」列を利用する必要があり

ます。 

SELECT 商品名, SUM(受注明細.単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

GROUP BY 商品名 

 

 

これで、商品名ごとに受注金額の合計を取得することができ、結果が分かりやすくなりました。 

 商品区分（商品分類）ごとの受注金額合計 

4. 次に、飲料や調味料、菓子類など、"商品区分名ごとの受注金額" を取得してみましょう。商



 

 

品区分名を取得するには、次のように「商品区分」テーブルを結合します。 

SELECT 区分名, SUM(受注明細.単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

GROUP BY 区分名 

 

 

「飲料」区分は 494 万 9,750 円、「加工食品」区分は 227 万 2,900 円と、区分ごとの受注

金額の合計を取得できたことを確認できます。 

Note： Reporting Services を利用したグラフの作成 

SQL Server に標準搭載される Reporting Services（レポート サーバー）機能を利用すると、上記のクエリを

もとに、次のようなグラフを簡単に作成することができます。 

 

Reporting Services の操作方法については、本自習書シリーズの「Reporting Services 入門」で、基礎からステ

ップ バ ステップ形式で簡単に試せるように説明しているので、ぜひチャレンジしてみてください。 



 

 

 年度ごとの受注金額合計 

5. 次に、"受注年ごとの受注金額" を計算してみましょう。受注日（年月日）は、「受注」テーブ

ルへ格納されていますが、「YEAR」という関数を利用することで、年月日のうちの「年」の

みを取得できるようになります。 

SELECT YEAR(受注日), SUM(受注明細.単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

GROUP BY YEAR(受注日) 

 

 

2007年は 868 万 2,930 円、2005年は 1,159 万 9,700 円と、年ごとの受注金額の合計を

取得できたことを確認できます。なお、YEAR 関数については、本自習書シリーズの「開発者

のための Transact-SQL 入門」で詳しく説明しています。 

 GROUP BY 句で複数の列を指定 

6. 次に、GROUP BY 句へ複数の列を指定して、"受注年ごと、かつ区分名ごとの受注金額" を取

得してみましょう。 

SELECT YEAR(受注日), 区分名, SUM(受注明細.単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

GROUP BY YEAR(受注日), 区分名 

ORDER BY YEAR(受注日), 区分名  

 



 

 

 

GROUP BY へ「区分名」列を指定するために、「商品」テーブルと「商品区分」テーブルを

結合しています。最後の ORDER BY 句は、結果を分かりやすくするために付けています。 

なお、この結果には、全体の合計とそれぞれの列の合計（区分ごとの合計と年ごとの合計）は

取得できていません。これを可能にするのが、次に説明する WITH ROLLUP と WITH CUBE 

です。 

Note： Reporting Services を利用したグラフ 

前述の Note で紹介した Reporting Services を利用すると、上記のクエリをもとに、次のような 2 次元グラ

フも簡単に作成することができます。 

 

2005年の飲料区分の
受注金額の合計
176万7,400円

2006年の飲料区分の
受注金額の合計
195万4,600円

2007年の飲料区分の
受注金額の合計
122万7,750円

2005年

2006年

2007年



 

 

7.4 WITH ROLLUP と WITH CUBE 

 WITH ROLLUP と WITH CUBE 

前述したように、GROUP BY 句で複数の列を指定した場合には、それらの列を組み合わせたグル

ープ化を行うことはできますが、“全体の合計” と “それぞれの集計結果” を取得することはでき

ません。 

これらを取得できるようにするのが「WITH ROLLUP」と「WITH CUBE」です。この２つは、

GROUP BY 句の後へ記述します。 

 Let's Try： WITH ROLLUP 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、「WITH ROLLUP」を利用して、前の Step で取得した "受注年ごと、かつ区分名

ごとの受注金額" に加えて、"全体の受注金額の合計" と "年ごとの合計" を取得してみまし

ょう。 

SELECT YEAR(受注日), 区分名, SUM(受注明細.単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

GROUP BY YEAR(受注日), 区分名 

WITH ROLLUP 

ORDER BY YEAR(受注日), 区分名 

 

 

全体の受注金額の合計

2005年の受注金額の合計

2007年の受注金額の合計

2006年の受注金額の合計



 

 

両方の列へ “NULL” と表示される結果が、全体の受注金額合計です。また、「区分名」列が 

“NULL” と表示される結果が、年ごとの受注金額の合計です。このように、WITH ROLLUP

を利用すると、全体の集計と GROUP BY 句の “1 つ目の列” でグループ化した集計結果を取

得できるようになります。 

 WITH CUBE 

WITH ROLLUP は、あくまでも 1 つ目の列の集計結果だけで、2 つ目の列「区分名」でグループ

化した集計結果を取得することができません。これを取得できるようにしたのが「WITH CUBE」

です。では、これを試してみましょう。 

2. 前の手順で記述した SQL の「ROLLUP」の部分を「CUBE」へ置き換えて、実行してみまし

ょう。 

SELECT YEAR(受注日), 区分名, SUM(受注明細.単価 * 数量) FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

GROUP BY YEAR(受注日), 区分名 

WITH CUBE 

ORDER BY YEAR(受注日), 区分名 

 

 

1 つ目の列に “NULL” と表示され、「区分名」列に “飲料” や “加工食品” と表示されるもの

が、区分ごとの受注金額の合計です。このように WITH CUBE を利用すると、複数列での集

計結果を取得できるようになります。 

 

 

WITH CUBE を指定

商品区分ごとの
受注金額の合計

全体の受注金額の合計

2005年の受注金額の合計



 

 

Note： CUBE（キューブ）= 立方体 

Cube は「立方体」という意味で、サコロやルービック キューブの形を思い浮かべると分かりやすいと思いま

す。GROUP BY 句で 2 つの列を指定した集計は、2 次元での集計（クロス集計）、次の図のように 3 つの列を指

定（年度と商品区分に加えて、支社ごとの集計も追加）した場合は、キューブの形で表現できるので、WITH CUBE 

というわけです。 

 

さて、実際の売上分析では、さらに得意先ごとの集計や担当社員ごとの集計を計算したり、3 次元よりも多くの次

元（4 次元や 5 次元以上）で分析をします。このような分析は、多次元（Multi Dimensional）分析と呼ばれ、

専用の製品（OLAP：Online Analytical Processing というカテゴリに分類される製品）が販売されています。OLAP 

製品を利用すると、独自の多次元データベースを構築して高速にデータ集計を行えるようになります。なお、SQL 

Server の場合は、無償で同梱される Analysis Services がその機能（OLAP 機能）を持ち、多次元データベー

スのことを「キューブ」と呼んで管理しています。Analysis Services を利用すると、次のような集計を簡単、か

つパフォーマンス良く行えるようになります。 

 

 

2 次元の集計 （クロス集計） 3 次元の集計 （キューブの形）

東京

大阪

北九州

支社

2005 2006 2007

年度

飲料

加工食品

菓子類

魚介類

商
品
区
分

売上金額

2005 2006 2007

年度

飲料

加工食品

菓子類

魚介類

商
品
区
分

売上金額

商品区分ごと、年度ごと、支社ごとの 3次元で売上分析

3 次元



 

 

 

 

 

GROUP BY 句による集計演算は、次元数が多くなればなるほど、指数関数的にパフォーマンスが劣化するので、

これを回避するものとして、Analysis Services などの専用の製品が存在しています。本格的な分析を行いたい場

合には、Analysis Services の利用を検討することをお勧めします（Analysis Services は、SQL Server に付属の

標準機能です）。Analysis Services については、本自習書シリーズの「Analysis Services 入門」で、基礎からス

テップ バ ステップ形式で簡単に試せるように説明していますので、ぜひチャレンジしてみてください。 

 

 

 

 

 

区分ごとの商品売上の推移（四半期単位）

商品区分ごとの商品売上トップ５

クロス集計、ABC 分析レポート



 

 

Note： GROUPING SETS 

SQL Server 2008 からは、WITH CUBE と同じように多次元での集計結果を取得できる関数として GROUPING SETS 

が追加されています。これは、SQL-2003 標準規格（2003 年に規格化された SQL 標準）で定義されているもので、

Oracle 10g で搭載されている GROUPING SETS とも同じように利用することができます。 

この GROUPING SETS は、GROUP BY 句とともに利用できる集計関数で、複数の集計値を連結（UNION ALL）する

場合や、WITH ROLLUP または CUBE を利用して複数項目の集計値を取得する場合の置き換えとして利用することが

できます。 

たとえば、前述の WITH CUBE で取得した、年ごと・商品区分ごとの合計を取得したものは、次のように記述すること

ができます。 

 

GROUPGING SETS については、本自習書シリーズの「注目の新機能をチ早く試してみよう！」で詳しく説明してい

ます。 

 



 

 

7.5 クロス集計 

 クロス集計 

WITH ROLLUP と WITH CUBE では、結果が縦に表示されてしまうので、これを次のように 2

次元（クロス集計）の形式でわかりやすく取得することも可能です。 

 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 年度を列として表示するには、次のように “CASE 式” を SUM 関数の中で利用します。 

SELECT  

  区分名 

 , SUM( CASE YEAR(受注日) 

         WHEN '2005' THEN 受注明細.単価 * 数量 ELSE 0 END) AS CY2005 

 , SUM( CASE YEAR(受注日) 

         WHEN '2006' THEN 受注明細.単価 * 数量 ELSE 0 END) AS CY2006 

 , SUM( CASE YEAR(受注日) 

         WHEN '2007' THEN 受注明細.単価 * 数量 ELSE 0 END) AS CY2007 

 , SUM( 受注明細.単価 * 数量 ) AS 総計 

FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

GROUP BY 区分名 

WITH ROLLUP 

 



 

 

 

YEAR (受注日) で取得した値を条件に、該当年のみを計算するようにすれば、クロス集計形

式で結果を取得できるようになります。 

 



 

 

7.6 PIVOT によるクロス集計 

 PIVOT によるクロス集計 

SQL Server 2005 からは、PIVOT 演算子が追加されて、前の Step のように CASE 式を利用

しなくてもクロス集計結果を取得できるようになりました。これは次のように利用します。 

SELECT * FROM 

 (SELECT 区分名, YEAR(受注日) AS 年 

        ,受注明細.単価 * 数量 AS 受注金額 

  FROM 受注明細 

   INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

    INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

     INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

  ) p 

PIVOT ( SUM(受注金額) FOR 年 IN (［2005］,［2006］,［2007］) ) AS pvt 

ORDER BY 区分名 

 

 

サブクエリとして集計対象となるデータを取得し、それに対して PIVOT 演算子で SUM 関数で

処理しています。「FOR ～ IN」の部分で列として表示したい値を列挙します。 

なお、PIVOT 演算子は、データベースの互換性レベルが “90”（SQL Server 2005）以上でないと

利用することができません。SQL Server 2000 のバックゕップを復元したり、SQL Server 2000 

から SQL Server 2008 へゕップグレードしたデータベースの互換性レベルは、デフォルトでは 

“80”（SQL Server 2000）に設定されているので、sp_dbcmptlevel を実行して、互換性レベル

を上げておく必要があります。互換性レベルを ”100“（SQL Server 2008）へ上げる場合には、次

のように実行します。 

sp_dbcmptlevel 'データベース名', '100' 



 

 

7.7 ビュー： CREATE VIEW 

 ビューとは 

SELECT ステートメントで結合するテーブルが増えてくると、記述が複雑になってきます。このよ

うな場合に、SELECT ステートメントを 1 つのパッケージとして保存できる機能があります。そ

れが「ビュー」（View）機能です。ビューを作成するには、CREATE VIEW ステートメントを利

用します。構文は、次のとおりです。 

CREATE VIEW ビュー名 

AS 

SELECT ステートメント 

 

CREATE VIEW に続けてビュー名を記述し、AS 以下へ SELECT ステートメントを記述するだ

けで、ビューを作成することができます。 

 Let's Try 

それでは、実際にビューを作成してみましょう。 

1. まずは、「受注」と「受注明細」、「商品」、「商品区分」テーブルを結合する SELECT ステー

トメントに対して、「受注商品一覧」という名前のビューを作成してみましょう。 

CREATE VIEW 受注商品一覧 

AS 

SELECT * FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード 

 

 

結果はエラーになります。ビューを作成する場合は、SELECT で取得する列に同じ名前の列が

存在しているとエラーになります（上の例では「*」ですべての列を取得しています）。したが

って、次のように特定の列のみを取得するように変更しなければなりません。 



 

 

CREATE VIEW 受注商品一覧 

AS 

SELECT 受注.受注コード, 受注日, 受注明細.単価, 数量, 商品名, 区分名 

FROM 受注明細 

INNER JOIN 受注 ON 受注明細.受注コード = 受注.受注コード 

INNER JOIN 商品 ON 受注明細.商品コード = 商品.商品コード 

INNER JOIN 商品区分 ON 商品.区分コード = 商品区分.区分コード  

 

 

結果ウゖンドウへ「コマンドは正常に完了しました」と表示されれば、ビューの作成が完了し

ています。このようにビューを作成する場合は、列名を指定することに注意してください（も

し、同じ列名を取得する場合には、AS を使って別名を付けて取得するようにします）。 

作成したビューは、次のようにオブジェクト エクスプローラの［ビュー］フォルダを展開す

ると確認することができます。 

 

 

Note： バッチの先頭ではない場合のエラー 

CREATE VIEW ステートメントは、バッチの先頭で実行しないと、次のエラーが発生します。 



 

 

 

バッチの区切りは、「go」コマンドで行えるので、CREATE VIEW ステートメントを実行する上へ「go」を追加す

れば、このエラーを回避することができます。 

 

バッチについては、本自習書シリーズの「Transact-SQL 入門」で詳しく説明しています。 

 

 ビューの参照 

2. 作成したビューを参照するには、テーブルを利用する場合と同じように SELECT ステートメ

ントの FROM 句で指定します。 

SELECT * FROM 受注商品一覧 ORDER BY 受注コード 

 

 

ビューの中で定義した SELECT ステートメントが実行されて、4 つのテーブルを JOIN した

結果を取得できたことを確認できます。 

3. 次に、GROUP BY 句を利用して、"区分ごとの受注金額の合計" を取得してみましょう。 

バッチの区切りとなる
「go」を記述する



 

 

SELECT 区分名, SUM(単価*数量) FROM 受注商品一覧 

 GROUP BY 区分名 ORDER BY 区分名 

 

 

わずか 2 行のステートメントだけで、区分ごとに受注金額の合計を取得できたことを確認で

きます。このように、ビューを利用すれば、複雑な JOIN を記述することなく、複数のテー

ブルをまたがったデータ取得を簡単に行えるようになります。なお、ビューは、テーブルと同

じように利用できるので “仮想表” とも呼ばれています。 

Note： ACCESS のクエリ機能に相当 

ビューは、Access の「クエリ」機能に相当します。ただし、Access のクエリとまったく同じというわけではあり

ません。Access のクエリには、“パラメータ化” を行う機能がありますが、ビューにはないからです。SQL Server 

でパラメータ化クエリを作成したい場合は、「ストゕド プロシージャ」機能を利用する必要があります。ストゕド 

プロシージャについては、本自習書シリーズの「開発者のための Transact-SQL 応用」で詳しく説明しています。 

 

Note： Management Studio でのビューの作成： ビュー デザイナ 

Management Studio の「ビュー デザイナ」機能を利用すると、Access でクエリを作成するのと同じような感

覚で、GUI 操作でビューを作成することができます。これは、次のように操作します。 

 

1 



 

 

 

Note： ビュー経由の更新 

ビューに対して、UPDATE や INSERT、DELETE など、更新系のステートメントを実行することも可能です。た

だし、ビュー内で GROUP BY や集計関数、DISTINCT 処理を行っていたり、演算結果を行っている列に対して

は、更新系のステートメントを実行することはできません。なお、このような場合に「INSTEAD OF トリガ」と

呼ばれるトリガを作成すると、ビューに対して更新系のステートメントが実行されたときに、別の処理を記述でき

るようになります（ビューのもとになっているテーブルを直接更新するようなステートメントを記述できるように

なります）。 

 

 Goal ! 

以上ですべての操作が完了です。最後までこの自習書の内容を試された皆さま、いかがでしたでし

ょうか？ 今回は「SQL 基礎の基礎」ということで、SQL の基本的な利用方法のみを説明しまし

たが、実際のゕプリケーションの開発には、Transact-SQL ステートメントを習得しておくことが

非常に重要になります。開発者の方は、本自習書シリーズの「Transact-SQL 入門」と「開発者の

ための Transact-SQL 応用」にも、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。 

 Transact-SQL 入門 

SQL Server を操作するための独自の言語「Transact-SQL」について、詳しく学ぶことがで

きる自習書です。データ型や照合順序、関数、変数など、SQL Server を利用したゕプリケー

ションを開発する上では必須となる機能を説明しています。また、SQL Server を運用管理す

る上でも Transact-SQL を学ぶことは重要なので、運用管理者にもお勧めの自習書となって

います。 

 開発者のための Transact-SQL 応用 

Transact-SQL の応用編です。動的 SQL や、ストゕド プロシージャ、トランザクション、

エラー処理といった、応用的な Transact-SQL の利用方法を学ぶことができます。 

このあとも、さらに順序立てて SQL Server を学びたいという方のために、以下の自習書を用意

していますので、ぜひチャレンジしてみてください。 

 データのコピーと現場で役立つ操作集 

データやテーブルを単純にコピーする方法や、CSV（カンマ区切り）フゔルへの出力 / 入

力、外部データに対するクエリの実行方法、一括ンポート時の MERGE ステートメント連

携など、現場で役立つ便利な操作方法について学ぶことができます。 

 ログイン認証とオブジェクト権限 

SQL Server のユーザー管理機能（認証モードやログン ゕカウント）と、オブジェクト（テ

ーブルなど）に対するゕクセス権限の基本について学ぶことができる、入門者向けの自習書で

す。 



 

 

 バックアップと復元 

SQL Server のバックゕップと復元機能について、詳しく学ぶことができる自習書です。より

実践的な運用管理手法を学ぶことができます。 

 監視ツールの基本操作 

SQL Server でのパフォーマンス監視およびトラブル シューテゖング ツールの利用方法を

学ぶことができる自習書です。パフォーマンス チューニングに従事される方や、日々の性能

監視の仕方を学びたい方に役立つ内容となっています。 
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