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今日のテーマ	

p  リレーショナルデータベースのリレーション構造を
学ぶ。	

p  リレーショナルな構造の表現方法を理解する。	

p  新たに追加したテーブルを、コード表として用いる。	



データのモデリング	

p データのモデル化とは？	
n  データ構造を表現する	

p  「項目」どうしがどんな関係にあるか。	

n  データの整合性制約を記述する	

p  「整合性」 -- 部分・部分を合わせても矛盾がないこと	

n  データを操作する方法	
p  自動的に計算されるものや入力が必要なものなど、区別する。	

p モデリングによって、スキーマを決める。	



実体型と関連型	

p Relation : 「関連」/Table（表のこと）	
n  呼び名は「関連」だが	

p  実体を表すもの	

p  関連を表すもの	

n  の、２種類がある。	

p 実体： Entity 
n  対象実世界（物理的な存在でないものもある）	

p 関連：Relation 
n  実体間の関連	



実体型とは	

p  Entity Type: 
n  実世界に物理的に存在するもの	

p  学生、教員、教室、ピザ（メニュー）、	

n  実世界で、他と「区別して識別」できるもの	

p  大学、授業科目、予約のフライト便、サークル、	

p  「識別される」実体	

n  大学の「建物」は物理的に存在するが、「大学」という組織
は必ずしも「建物」を必要としない。	



関連型とは	

p Relation Type 
n  二つの実体の関係を表すもの	

p  「履修」：学生が科目を履修する。	

p  「予約」：顧客がフライトを予約する。	

p  「注文」：客がピザを注文する。	

p  「レンタル」：客がDVDをレンタルする。	

n  一人の客が複数のDVDをレンタルできる。	

n  一人の客は複数のピザを注文できる。	

n  学生は、複数科目を履修できる。	



例題（対象実世界）：サークル活動	

速水治夫著「リレーショナルデータベースの実践的基礎」, コロナ社	
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サークル活動のER図	
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スキーマとは	

p Schema 
n  アプリケーションデータモデルを検討して得られたデータ

の構造	

n  これから扱いたいデータが、どのような関係になっている
か。	

p スキーマには、外部スキーマや概念スキーマなどが
ある。	



ANSI/X3/SPARC　３層スキーマアーキテクチャ	
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正規化	

p 第1正規形：	
n  「単純な値」で構成	

p 第2正規形：	

n  各属性が主キーに「完全関数従属」	

p 第3正規形：	

n  各属性が主キーに「非推移的関数従属」	



「正規形」の直観的理解	

p  数学的な理解は難しいが・・・直観的には	

p  学生のＡ君が、アパートを引っ越した。	

n  Ａ君は、学科事務窓口だけに届出をした。	

n  １か所に届け出ただけなのに、学科からの連絡も、
大学からの連絡も、ゼミからの連絡も、全部住所変
更が済んだ。	

p  データの更新が、必要な場所にすべて反映される
ようになっていること。	



正規化の結果と設計理念	

p  データの整合性を保つ手段	

n  データを一つの場所に記録して共有すること	

n  正規化は、その具体的な手法。	

p  One fact in one place. 
n  (一つの事実は一つの場所に記録) 

p  One fact in Only one place. 
n  (一つの事実は一つの場所だけに記録) 

p  このような設計思想で作られたのがデータベース	



今日の演習課題	

p  前回準備した「メモ」の分類コードを、メモ帳本体
に関連付けさせる。	

p  まず、「メモ帳」に、フィールドを追加する。	

n  データベース：migrationのバージョンを上げる。	

n  このフィールドにより、memosからcategoriesへ
のリレーション構造を記述する。	

p  「分類」コードをコードで入力できるように、ドロップ
ダウンのリストを、ＷＥＢ画面に追加する。	

n  今回は、１対多のリレーション構造	



メモ帳へのフィールド追加	
p  memosテーブルにフィールドを追加するための 

migration記述ファイルを用意する。	

rails generate migration AddCategoryIdToMemos 
category_id:integer 

p  categoryのbindというmigration記述の骨格を
生成する。	



Migrationの生成確認	
p  refreshして、 

2016…_add_category_id_to_memos.rb 
が生成されていることを確認する。 

class AddCategoryIdToMemos < ActiveRecord::Migration 
  def change 
    add_column :memos, :category_id, :integer 
  end 
end 

	



Migrationの種類	
p  http://guides.rubyonrails.org/migrations.html 
p  add_column 
p  add_index 
p  change_column 
p  change_table 
p  create_table 
p  drop_table 
p  remove_column 
p  remove_index 
p  rename_column 

見ての通りなので、 
説明は不要だと 
思います・・・	



今回のmigration 
p  MemosにcategoriesへのリンクIDを挿入。	

p  リレーションを設定する場合は、規約による名称
のルールがある。	

p  Convention over Configuration 

p  リレーションを示すフィールドは、リレーション先の
テーブル名の「単数形_id」とする。	

p  今回は、category_idとなる。	



Generate migrationでの指定	

p  1対1、1対多のリレーションのフィールドは、 
n  テーブル名(単数形)_id 

p で記述されるため、memosからCategoryへの 
リレーションは、memosテーブルに 
category_id 
というフィールドを追加します。 

p Memosテーブルへの追加なので、railsへのコマン
ド指定で、AddCategoryIdToMemosという
migration名を指定すると、次のようなmigration
ファイルが生成されます。 



テーブル間リレーションの種類	

n  1対1の例	
n  学生証番号　⇔　学生氏名	

n  1対多の例	

n  アドレス帳氏名　⇔　連絡先電話番号	

n  多対多の例	

n  レストランの客　⇔　注文料理	



1対多のリレーション	

l  「メモ」から「分類」は、どれか一つを選ぶ。	

l  「分類」から見ると、多数の「メモ」がある。	

 
l  Memoモデルには、	

belongs_to :category 
l  を設定し、Categoryモデルには	

has_many :memos 
l  を設定する。	



Accessibilityの変更	

p  controllers/memos_controller.rbの
memo_paramsメソッドに、:category_idを 
追加する。 

p この記述がないと、値が更新できない。 

p   # Never trust parameters from the scary internet, only allow the white list 
through. 

p      def memo_params 
p        params.require(:memo).permit(:title, :name, :category_id, :category) 
p      end 



モデルの修正	

class Category < ActiveRecord::Base 
has_many :memos 

end 

class Memo < ActiveRecord::Base 
  belongs_to :category 
end 



1対1、　多対多の場合	

l  1対1でも、どちらかが主となる。	
l  主となる方に　　has_one   
l  従となる方に　　belongs_to 

 考え方として、より「基本的」なテーブルを主とする。 
 
l  多対多の場合には、	

l  両方に、　　has_and_belongs_to_many 



単数形か、複数形か？	

 
l  belongs_to,  has_oneの場合には、単数	

l  has_many,  has_and_belongs_to_manyの
場合には、複数形	

 
l  rubyには、単数形と複数形を調べる機能がある。

（たまに、変換ミスしているらしい）	

 



Interactive Ruby	
p  irbとコマンド入力して、rubyのコマンドを試す。 

n  （1.8.7では、require ‘rubygems’が必要） 
n  1.9.2の環境では、require ‘active_support/all’から 

p 単数形と複数形を相互に変換する。 



Migrate実行の前に・・・	
p  デフォルト値を与えるようにします。 
p  リレーションを貼るデータが「空」だと、エラーを起こすためで

す。 
p  AddCategoryIdToMemosのMigrationファイルに、 

:default => 1 

p  を追加。	



エラーの回避	

p Memosのデータが登録済みです。 
n  Category_idのフィールドがnullだと、リレーションが「空

(null)」となり、実行時エラーになります。 
p これを回避するため、 

n  「 初にidを入力するように画面を作り替える」という方法
で、一昨年までの教材は書いてありました。 

n  今年は、:default値を与えて、列を追加した際に、自動
的に1という値が入るようにしました。 



モデルを修正したら、 
マイグレーションを実行する。	
rake  db:migrate 
 
 
 
l  cd db 
l  sqlite3 development.sqlite3 
l  .schema memos　　で見てみると、	

category_id 
l  ができている。	



次の修正の前に	

p Categoryに、いくつかデータを登録して下さい。 
http://127.0.0.1:3000/categories 



修正の第一段階	

p これから、リレーションを貼って、メモの「分類」を 
表示したい。 

p その際に、登録された「分類名」で表示させたい。 



Memosでのcategory_idの編集	

p リストで編集できるようにSelectを追加する。 
p  app/views/memos/_form.html.erb 
に、 
 
 <div class="field"> 
    <%= f.label :category_id %><br /> 
    <%= f.select :category_id, Category.all.collect{ |c| [c.name, c.id]} %> 
  </div> 

p を追加する。（改行を入れる場所によってはエラー
になるので、できるだけ1行で） 



Selectの追加	



メモへのCategoryの登録	

p 画面に、Categoryの分類名が「選択」できるように 
なっていれば、OK	



app/views/memos/index.html.erb	

<th>Category</th> 
p と 
<td><%= memo.category.name %></td> 
p を追加する。	



リレーションを貼った値の表示	

l  Category_idには、値が保存されている。 
l  リレーション先のcategoryから、category_idを

キーとして、nameを検索表示出来る。 

memo.category_id 

memo.category.name 



エラーを誘発する編集	
p  memo.category_id　　は、 

単純に一つのフィールドの値を表示させるため、 
数値が設定されていなくても null のまま表示は 
成功します。 

p  もし、このフィールドに値が設定されていないと、 
memo.category.name　を表示させようとすると 
memo.category_id の値から、 memo.category のデータへとリン
クを辿ろうとし、null からのデータがないというエラーになります。 

p  修正前に、全部のmemoに、カテゴリーを割り当ててください。 
p  category_idを追加する前に登録したメモは、すべて編集が必要です。 

n  (2013年度まではこれが手作業でした。 
今年は、:default => 1を与えることで手作業を回避しました「。）	



views/memos/index.html.erbの修正	

l  列の表示として、1行修正。	
l  見出し行は追加済み	

l  修正するのは、項目の表示部分 
l  memo.category.name	

Memosから見ると、	
Categoryは一つだけなので、	

素直に、項目名を記述し、	
終的に表示したい 

列名を書く	



リレーションでの表示の完成形	

p  Idではなく、リレーション先の名称で表示された	



演習環境の発展課題	

p  レポート提出の対象ではありませんが・・・	

p  今回の演習は「メモ」に、「分類」をくくりつける	

p  準備作業でした。	

p  分類ばかりではなく、「相手先コード」（予め相手
先を登録して、メモ帳では、そのコードだけ入力す
る）ための、「相手先テーブル」を追加するとしたら、
どうなるか、などを考えてみて下さい。	

n  （演習の中での意味づけは、授業中説明します。）	



レポート課題	

p  今回も、レポート課題はお休みします。	

 
p  ただ、「 終課題」のデータベースのテーマは、考

えておいてください。	

p  自分の興味でデータベース化したいものを取り上
げ正規化された状態のスキーマをどう設計する
か・・	

 
 



終課題のDBの例	

l  植物のDB 
l  植物の名前、種まきの季節、写真、様々な分類	

l  トレーディングカードのDB 
l  カードの名前、種類、組合せ条件など・・・	

l  研究文献のデータベース	

l  文献名、著者、読んだ日、掲載雑誌名など	

l  実際作ってみると、結構難しいテーマもあったり、結
構簡単なテーマもあったり・・・	



今日の授業を休んだ人は・・・	

p  自分の演習環境上で、「分類」テーブルとのリレー
ションが張られたメモの画面を報告して下さい。	


