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アウトライン
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番号 項目 説明時間の
目安

14-1 リレーショナルデータベースの特徴（総
まとめ）

20分

14-2 情報検索とデータベース，Access, MySQL 
を用いた実演・実習

8分

14-3 索引 5分

14-4 オープンデータ 2分

14-5 日時情報 3分

14-6 データウエアハウス 6分



14-2. 情報検索とデータベース，Access, 
MySQL を用いた実演・実習
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Excel の検索機能の例

• name 属性の値に「AD」を含むもの
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元データ

検索結果



SQL による検索機能の例

• name 属性の値に「AD」を含むもの
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元データ
（employee テーブル）

検索結果

SQL

SELECT * 
FROM employee 
WHERE name like '*AD*';



実演・実習用のデータベースファイル

•実演・実習用の Access データベースファイル

※ セレッソの利用者は，セレッソからダウンロー
ド可能

• 「コンテンツの有効化」のメッセージが出たとき
は、確認のうえ、次にすすむ

• つぎのような表示が出たときは、確認のうえ、
「はい」
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Accessを用いた実演・実習

①データベースファイルは、大学のセレッソよりダ
ウンロードできる

②次の SQL を実行

③結果を確認
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SELECT * 
FROM employee 
WHERE name like '*AD*';



Paiza.IOを用いた実演・実習

① URL は https://paiza.io/ja

②「コード作成を試してみる」をクリック

③「MySQL」を選ぶ

次ページへ続く
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https://paiza.io/ja


• 次の SQL を実行、結果を確認
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14-3. 索引（インデックス）
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索引（インデックス）とは

•各種データ処理の高速化のためのもの

• 本体となるデータに対して作成される
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データ本体索引（インデックス）

見出し語 場所

アセンブラ 35

データベース 110

マシンラーニ
ング

169



索引（インデックス）の作成

• SQL を用いて作成可能

• 作成時に、テーブル名と、属性名を指定

MySQL 

Access

テーブル employee の属性名 dep_id を用いた検索が

高速に。
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索引（インデックス）の仕組み
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メモリ ディスク
索引は、ディスク
から読み込まれる

索引は、データ本
体とは別れている



14-4. オープンデータ
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オープンデータ

• 政府等が保有するデータがデジタルで公開

データカタログサイト

https://www.data.go.jp/
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専門家の間でも、データの共有は当然

• Kaggle のデータセットのページ

https://www.kaggle.com/datasets

機械学習、データサイエンス、人工知能研究等のため
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14-5. 日時情報
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現在日時

• MySQL での現在日時の取得: now()

• Access での現在日時の取得: now()
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Paiza.IO での実行結果

Access での実行結果



• 多くのリレーショナルデータベース管理システム
（Access や MySQL など）では、now を用いて、
現在日時の取得ができる。

• 「日時」は、SQL では datetime
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日時



14-6. データウエアハウス
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データウエアハウスとは

• データの問い合わせ（クエリ）、特に、集計・集
約に向いたシステム

• レコード（行）の挿入は行える

• レコード（行）の更新、削除は原則行わない
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商品 価格 価格改定日

おせちA 12000 2019/11/10

おせちA 10000 2019/11/20

おせちB 5000 2019/11/10

氏
名

予約内
容

予約日 キャンセ
ル日

XX おせちA 2019/12/1

YY おせちB 2019/12/4

ZZ おせちB 2019/12/5 2019/12/6

ZZ おせちA 2019/12/6

予約テーブル
価格テーブル



データウエアハウスの特色

•過去データがシステム内に残り続ける

• レコード（行）の更新、削除を原因とする異状は
考えなくてよい （更新、削除を行わないから）

•正規形、正規化を考えなくてよい
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商品 価格 価格改定日

おせちA 12000 2019/11/10

おせちA 10000 2019/11/20

おせちB 5000 2019/11/10

氏
名

予約内
容

予約日 キャンセ
ル日

XX おせちA 2019/12/1

YY おせちB 2019/12/4

ZZ おせちB 2019/12/5 2019/12/6

ZZ おせちA 2019/12/6

予約テーブル
価格テーブル



データウエアハウスと、普通のデータベースの比較

• 普通のデータベース：最新情報の保持

• データウエアハウス：過去データをすべて残す
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商品 価格 価格改定日

おせちA 12000 2019/11/10

おせちA 10000 2019/11/20

おせちB 5000 2019/11/10

氏
名

予約内
容

予約日 キャンセ
ル日

XX おせちA 2019/12/1

YY おせちB 2019/12/4

ZZ おせちB 2019/12/5 2019/12/6

ZZ おせちA 2019/12/6

予約テーブル
価格テーブル

氏名 予約内容

XX おせちA

YY おせちB

ZZ おせちA

商品 価格

おせちA 10000

おせちB 5000

予約テーブル
価格テーブル



データウエアハウスの活用例①
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出典: Teradata 社 Web ページ
http://jpn.teradata.jp/library/nyumon/ins_1904.html

◆大量の商品が出品され、購入されるオー

クションサイト

・不正行動の監視

・出品者、購入者が「どうすればより満

足するか」の分析

eBay Web ページ
http://www.ebay.co.jp/出品、購入の状況を丸ごと記録



データウエアハウスの活用例②
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出典: Teradata 社 Web ページ
http://jpn.teradata.jp/library/nyumon/ins_1904.html

◆「空席で飛ばすくらいなら、安値でも売

りたい」と思っている航空会社

・満席になりそうか、空席はいくつにな

りそうかを的確に予測

・空席をぴったり埋めるために、ダイナ

ミックに値下げ／値上げ

予約、キャンセルの状況を丸ごと記録


