
de-14. 主キー，参照整合性制
約、外部キーの演習
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SQL のキーワード

• テーブル定義

create table

• 主キー

primary key

• 参照整合性制約，外部キー

foreign key (外部キー), references (参照)
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アウトライン
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番号 項目

14-1 準備

14-2 テーブル定義，主キー

14-3 参照整合性制約，外部キー

14-4 SQL で参照整合性制約，外部キーを扱う

14-5 主キーの分析

各自、資料を読み返したり、課題に取り組んだりも行う



• データベース生成 → テーブル定義 → テーブル生
成の順になる
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コンピュータ
データベースの形を登録
（テーブル定義）

データベースの中身を作る
（テーブル生成）



テーブルと属性
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テーブル

「ID」と「商品名」と「単
価」の属性

テーブル名：商品

ID 商品名 単価

1 みかん 50

2 りんご 100

3 メロン 500



属性のデータ型
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Accessの主なデータ
型

SQL のキーワー
ド

NULL 空値

短いテキスト CHAR 文字列

長いテキスト TEXT 文字列

数値 INTEGER, REAL 整数や浮動小数
点数

日付／時刻 DATETIME 日付や時刻など

Yes／No BIT, BOOL ブール値

※ 整数は INTEGER, 浮動小数点数（小数付きの
数）は REAL
※ 短いテキストは半角 255文字分までが目安
それ以上になる可能性があるときは長いテキスト



ID 名前 単価

1 みかん 50

2 りんご 100

3 りんご 150

主キー
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通し番号、学生番号のように、１つのテーブルの中で

同じ値が２回以上出ないと前もって分かっている属性

主キー



参照整合性制約のイメージ
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テーブルのデータを別のテーブルから参照するとき，
制約がつく場合がある

メニューから
お選びください

枝豆はないんですか？



ID 名前 単価

1 みかん 50

2 りんご 100

3 りんご 150
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主キーと参照と参照整合性制約

◇ テーブル名：メニュー
ID 購入者 商品ID 数量

1 X 1 10

2 Y 2 5

◇ テーブル名：購入

テーブル「購入」の商品IDの値は、

テーブル「商品」のID（主キー）

を参照する

DDDD参照

DDDD主キー

DDDD

参照整合性制約

ここの値は，メニュー
のIDから選ぶ



テーブル定義
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テーブル定義では、

・テーブル名

・属性の属性名

・属性のデータ型

などを設定して、テーブルを定義する



14-1. 準備
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実習

① ウェブブラウザを起動する

② 次の URL を開く

https://paiza.io/

③ もし，表示が英語になっていたら，日本語に切り
替える
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https://paiza.io/


④ 「コード作成を試してみる」をクリック

⑤ 「MySQL」を選ぶ（左上のボタンをクリックするとproductsが出る）
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14

プログラムの
編集画面

実行ボタン

プログラムを
書き換えること
ができる



14-2. テーブル定義，主キー
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ID name price

1 orange 50

2 apple 100

3 apple 150

主キー
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通し番号、学生番号のように、１つのテーブルの中で

同じ値が２回以上出ないと前もって分かっている属性

主キー



ID name price

1 orange 50

2 apple 100

3 apple 150
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テーブル定義の例

テーブル名：products

DDDD主キー

create table products (
ID integer primary key, 
name text, 
price integer

) engine = InnoDB;

MySQL でのテーブル定義の例

「engine = InnoDB」は，MySQLで参照整合
性制約の機能を使う時に必要



①テーブル定義

実行
エラーメッセージが出ないことを確認．表示はない．
※ エラーメッセージが出たときは、SQLを修正してから、
再度実行する（以下同様）
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②行の挿入 次を書き加える

実行
エラーメッセージが出ないことを確認．表示はない．
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③確認表示 次を書き加える（今後も使うのでプログラムは消
さない）

実行
エラーメッセージが出ないことを確認．表示を確認．
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14-3. 参照整合性制約，
外部キー
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参照整合性制約のイメージ
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あるテーブルのある属性に格納できるデータには制約がつく
場合がある

メニューから
お選びください

枝豆はないんですか？



ID name price

1 orange 50

2 apple 100

3 apple 150
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参照整合性制約，外部キー

テーブル名：productsID cname pid num

1 X 1 10

2 Y 2 5

◇ テーブル名：sales

テーブル「sales」の pidの値は、必ず、

テーブル「products」のIDの中から選ぶ

DDDD参照整合性制約 DDDD主キー

DDDD
外部キー（参照整合性
制約の付いた属性）
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ID cname pid num

1 X 1 10

2 Y 2 5

3 X 22 10

◇ テーブル名：sales

DDDDD参照整合性制約

pidに「22」を入れることは、参照整合性制約に違反

ID name price

1 orange 50

2 apple 100

3 apple 150

テーブル名：products

DDDD
外部キー（参照整合性
制約の付いた属性）
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pidに「22」を入れることは、参照整合性制約に違反

であることを示すMySQL のメッセージ



まとめ

• 外部キー： 参照整合性制約の付いた属性

• 参照：外部キーが，別のテーブルの主キーなどを
参照すること

• 参照整合性制約：参照に不正な値が入るのを防ぐ
仕組み
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14-4. SQL で参照整合性制約，
外部キーを扱う
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ID name price

1 orange 50

2 apple 100

3 apple 150
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テーブル定義の例

テーブル名：productsID cname pid num

1 X 1 10

2 Y 2 5

テーブル名：sales

DDDD参照整合性制約

DDDD主キー

create table sales (
ID integer primary key, 
cname text, 
pid integer, 
num integer,
foreign key(pid) references products(ID)

) engine = InnoDB;

DDDD主キー

create table products (
ID integer primary key, 
name text, 
price integer

) engine = InnoDB;



④テーブル定義，行の挿入 次を書き加える

実行
エラーメッセージが出ないことを確認．表示はない．

主キー
primary key

参照整合性制約
foreign key, references
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⑤確認表示 次を書き加える

実行
エラーメッセージが出ないことを確認．表示を確認．
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⑥誤った行の挿入 次を書き加える
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実行
エラーメッセージが出て実行できないことを確認．

これは、データベースに不正なデータ（参照整合性制約
反するデータ）の混入を防ぐもの。正常動作



まとめ
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ID cname pid num

1 X 1 10

2 Y 2 5

3 X 22 10

テーブル名：sales

DDDDD参照整合性制約

pidに「22」を入れることは、参照整合性制約に違反

ID name price

1 orange 50

2 apple 100

3 apple 150

テーブル名：products

DDDD
外部キー（参照整合性
制約の付いた属性）



14-5. 主キーの分析
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テーブルの主キーと従属
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name price person

みかん 50 aa

みかん 50 bb

りんご 100 cc

メロン 500 aa

主キー
（name，person）

従属
name → price
（price は name に従属する）



射影
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主キーの列のみの射影

select name, person 
from T;

name person

みかん aa

みかん bb

りんご cc

メロン aa

name price person

みかん 50 aa

みかん 50 bb

りんご 100 cc

メロン 500 aa

主キー
（name，person）



行数のカウント
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主キーの列のみの射影を行い，
行数をカウント
select name, person, count(*) 
from T 
group by name, person;

name person

みかん aa 1

みかん bb 1

りんご cc 1

メロン aa 1

name price person

みかん 50 aa

みかん 50 bb

りんご 100 cc

メロン 500 aa

主キー
（name，person）



①いまの SQL は，使わないので消す
② テーブル定義，行の挿入 次を書き加える

実行
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③射影 次を書き加える

実行
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④行数のカウント 次を書き加える

実行 行数はすべて１．(name, person) が主キーなので
当然の結果．
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⑤ (name, price) について射影を行い行数をカウント
次を書き加える

実行 行数は，１以外の結果が出てくることがある．
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