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未来へつなぐ デジタルシリーズ 　刊行にあたって

デジタルという響きも，皆さんの生活の中で当たり前のように使われる世の中となりました．

20世紀後半からの科学・技術の進歩は，急速に進んでおりまだまだ収束を迎えることなく，日々

加速しています．そのようなこれからの 21世紀の科学・技術は，ますます少子高齢化へ向か

う社会の変化と地球環境の変化にどう向き合うかが問われています．このような新世紀をより

良く生きるためには，20世紀までの読み書き（国語），そろばん（算数）に加えて「デジタル」

（情報）に関する基礎と教養が本質的に大切となります．さらには，いかにして人と自然が「共

生」するかにむけた，新しい科学・技術のパラダイムを創生することも重要な鍵の 1つとなる

ことでしょう．そのために，これからますますデジタル化していく社会を支える未来の人材で

ある若い読者に向けて，その基本となるデジタル社会に関連する新たな教科書の創設を目指し

て本シリーズを企画しました．

本シリーズでは, デジタル社会において必要となるテーマが幅広く用意されています．読者

はこのシリーズを通して，現代における科学・技術・社会の構造が見えてくるでしょう．また，

実際に講義を担当している複数の大学教員による豊富な経験と深い討論に基づいた，いわば“み

んなの知恵”を随所に散りばめた「日本一の教科書」の創生を目指しています．読者はそうし

た深い洞察と経験が盛り込まれたこの「新しい教科書」を読み進めるうちに，自然とこれから

社会で自分が何をすればよいのかが身に付くことでしょう．さらに，そういった現場を熟知し

ている複数の大学教員の知識と経験に触れることで，読者の皆さんの視野が広がり，応用への

高い展開力もきっと身に付くことでしょう．

本シリーズを教員の皆さまが，高専，学部や大学院の講義を行う際に活用して頂くことを期

待し，祈念しております．また読者諸賢が，本シリーズの想いや得られた知識を後輩へとつな

ぎ，元気な日本へ向けそれを自らの課題に活かして頂ければ，関係者一同にとって望外の喜び

です．最後に，本シリーズ刊行にあたっては，編集委員・編集協力委員，監修者の想いや様々

な注文に応えてくださり，素晴らしい原稿を短期間にまとめていただいた執筆者の皆さま方に，

この場をお借りし篤くお礼を申し上げます．また，本シリーズの出版に際しては，遅筆な著者

を励まし辛抱強く支援していただいた共立出版のご協力に深く感謝いたします．

「未来を共に創っていきましょう．」

編集委員会

白鳥則郎

水野忠則

高橋 　修

岡田謙一
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はじめに

　＜背景：データベースと高度情報社会＞ 　

現代の高度情報社会において，データベースは，欠かすことのできない情報基盤技術の 1つ

といえよう．

これまでデータベースは，銀行の預金管理システムや製造業における在庫管理，販売店によ

る顧客管理など，企業向けの業務アプリケーションとして経済活動を支える役割を果たす一方

で，一般の消費者が直接データベースを利用する機会と言えば，銀行 ATMの利用や図書館の

蔵書検索など，ごく一部の場面に限られていた．これに対して，インターネットが一般家庭に

まで浸透した現代の情報社会では，一般の消費者が，データベースに支えられた WWW上の

様々なサービス（例えば，情報検索やオンラインショップ，航空チケットや宿泊予約，ソーシャ

ルネットワーク (SNS)など）を日常的に利用しており，データベースが活用される場面が飛躍

的に増加している．また，スマートフォンの普及により，これらのサービスがより手軽に利用

できるようになり，その利用は増加の一途をたどっている．

インターネットの発展と普及に伴い，データベースが管理すべき対象であるデータも著しく

変化している．例えば，ブログやニュース，ソーシャルネットワークなどをはじめとするサー

ビスにより，日々，膨大な量のデータがインターネットに蓄積され続けている．また，WWW

上のサービスの種類が増加するに従って，文章や音声，画像，映像，それらを組み合わせて構

造化した種々のデータなど，多種多様なデータが流通するようになっている．また，将来的に

は，IoT（Internet of Things:「物」のインターネット）という概念により提唱されているよ

うに，各種センサやカメラなどをネットワークに接続し，これらの機器から生み出されるデー

タを，ネットワークを介して活用することも考えられている．このようにして生まれてくる膨

大かつ多様なデータは「ビッグデータ」と呼ばれ，近年では，これらを活用するための新たな

仕組みが活発に研究，開発されている．その中には，「ビッグデータ」を扱うための新しいデー

タベース技術の研究開発も含まれている．

　＜本書の対象者：文系・理系を問わず熱意ある初学者＞ 　

本書は，このような情報社会の基盤として今や欠かすことできない技術であるデータベース

の役割と仕組みを総合的に学べるように，これまでのデータベースにおいて中心的な役割を果

たしてきたリレーショナルデータベースとその基礎理論に加えて，これからのビッグデータ時

代を支えるであろう新しいデータベース技術についても詳しく解説する．
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また本書は，大学理系学部の学生を主な対象としており，学ぶべき内容を正確に，かつ丁寧

に解説することを心掛けた．また，より深く学ぼうとする学生にとって必要となる詳細な解説

も加え，この一冊で一通りの関連知識を学べるように配慮した．一方で，基本的な事柄に関し

ては，文理問わず，初学者が十分読み進められるよう，できるかぎり難解な表現を避け，基本

的な内容から丁寧に解説することを心掛けたつもりである．部分的には難しく感じられる箇所

もあるかもしれないが，理系学生のみならず，文系学生や，現在ならびに今後のデータベース

技術に興味のある一般の方々にも，是非，手に取って一読頂ければと願うところである．

　＜本書の構成：15回からなる講義の教科書＞ 　

本書の構成は以下の通りである．まず，第 1章でデータベースとは何か，その目的と役割，

ならびに基本的な仕組みを概観するとともに，これまでのデータベースの発展の歴史を確認す

る．また，第 2章では，データベースを学ぶにあたって必要となる基本的な数学の基礎を確認す

る．特に，データベースはデータの集合であることから，これを扱うための集合論や論理演算，

グラフなどの数学的基礎が重要である．続く第 3章から第 8章までは，これまでのデータベー

スの中で最も普及し，現在も依然として重要性が高く，中心的に利用されているリレーショナ

ルデータベースの基礎を学習する．具体的には，リレーショナルデータベースの基礎となるリ

レーショナルデータモデルの定義と理論，リレーショナルデータベースを操作する言語である

SQL，ならびにデータベースの設計方法を学ぶ．また，第 9章から第 11章までは，データベー

ス管理システムの役割と機能，およびデータの物理的な格納方法について学習する．さらに，第

12章から第 14章までは，現在，急速に発展しつつあり，今後のデータベースで重要な役割を

担うであろう，「ビッグデータ」時代の，より多様で大量なデータを扱う技術を確認する．具体

的には，XMLに代表される半構造データ，画像や音声，動画などのマルチメディアデータ，な

らびに，これらの膨大なデータを効率的かつ高速に扱う技術として注目を集めている NOSQL

データベースを学ぶ．最後に，第 15章では，従来のデータベースのようにデータセンターなど

の拠点に設置された専用のサーバシステムでデータを管理するのではなく，ネットワークに接

続された多数の端末によりデータを分散管理することで，データをネットワーク全体で管理す

る P2P方式のデータ管理も紹介する．P2Pは，NOSQLデータベースの基盤技術の 1つであ

るだけでなく，新たなデータ管理の様式を提起する次世代のデータ管理方式でもある．

　＜謝辞＞ 　

最後に，本書の原稿に対して丁寧かつ有益なコメントをいただいた編集委員の水野忠則先生，

高橋 修先生，岡田謙一先生の各先生方，ならびに，本書の完成まで辛抱強く支援していただい

た共立出版の島田 誠氏に，この場を借りて心より御礼申し上げる．

2014年 8月

編者 　白鳥則郎 　

幹事 　三石 　大，吉廣卓哉 　
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第1章
情報社会とデータベース

□ 学習のポイント� �
現在，データベースは，インターネット上のオンラインショップや学校の教務システムなど，一般の利

用者が直接利用する各種サービスのほか，企業における顧客管理や流通管理，マーケティングなど，様々

な場面で活用され，情報社会に欠かすことのできない情報技術の 1 つとなっている．

そこで第 1章では，まず，現在の情報社会において，どのようにデータベースが活用されているのか，

データベースアプリケーションの利用事例を確認し，情報社会におけるデータベースの役割を確認する．

そのうえで，ファイルシステムとの比較からデータベースの必要性を確認するとともに，データベースを

管理するためのソフトウェアであるデータベース管理システムと，これによるデータベース管理の仕組み

を概観し，データベース管理システムの役割を理解する．また，データベースにおけるデータの組織化や

操作方法を規定するデータモデルの観点からデータベースの種類を分類し，その違いを理解する．最後

に，これまでのデータベースの発展の歴史を確認し，現代社会の情報化とデータベースの発展の経緯を理

解する．

• データベースの利用事例を確認し，情報社会におけるデータベースの役割を理解する．
• ファイルシステムと比較したデータベースの必要性を理解するとともに，データベース管理システム
によるデータベース管理の仕組みを理解する．

• データモデルに基づくデータベースの種類と違いを理解する．
• コンピュータや通信技術の発達とこれによる社会の情報化に伴うデータベースの歴史を確認し，デー
タベースの発展の経緯を理解する．

� �

□ キーワード� �
情報社会，データベース，データベースアプリケーション，ファイルシステム，ストレージシステム，

データベース管理システム，3層スキーマ構造，データ独立性，データモデル，ネットワーク型データベー

ス，階層型データベース，リレーショナルデータベース，オブジェクト指向データベース，半構造データ

ベース，NOSQLデータベース
� �
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2 ◆ 第 1 章 情報社会とデータベース

1.1 データベースの目的と役割

近年，データベースという用語を耳にする機会は多い．それだけ，データベースは現代の社会

に浸透した情報技術の 1つといえよう．では，データベースとはどのような技術であり，デー

タベースを利用して何ができるのだろうか．

データベースとは，簡単にいえば，コンピュータを利用して大量のデータをまとめ，様々な用

途に活用できるよう，保存，管理されたデータの集まりである．しかし，データベースは様々

な情報サービスの基盤として利用されている一方，一般の利用者が，直接，データベースを目

にする機会は少なく，情報社会の中でデータベースがどのように活用されているのか，また，

データベースがどのような仕組みや技術により実現されているのかを知る機会も少ない．

そこで本節では，データベースの具体的な利用例を紹介し，情報社会におけるデータベース

の役割を確認するとともに，データベースと同様，コンピュータ上でデータを保存する仕組み

であるファイルと比較し，なぜ，データベースが必要となるのかを技術的な側面から確認する．

そのうえで，データベースを管理し，利用するためのソフトウェアである，データベース管理

システムの役割を概観し，データベースを支える技術の概要を学ぶ．

1.1.1 情報社会におけるデータベース

現代の情報社会では，図 1.1に示すように様々な情報サービスがネットワークを介して提供

されており，データベースは，その情報基盤を担うものとなっている．すなわち，データベー

スは，その利用を意識するか否かによらず，日常生活における重要なインフラとして欠かすこ

とのできないものとなっている．

例えば，Amazonや楽天をはじめとするオンラインショップなどは，Web上のデータベース

学校

流通データベース
財務データベース

学生データベース
教務データベース

成績管理学習管理

受発注

製造業

オンラインショップ

オンラインショッピング

WebサーバWebサーバ

WebサーバWebサーバ

顧客データベース
在庫データベース 基幹システム基幹システム

口座データ
ベース
口座データ
ベース

ERPシステム

教務システム教務システム
データベース
管理システム
データベース
管理システム

データベース
管理システム
データベース
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図 1.1 情報社会における各種サービスとデータベース．
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アプリケーション (database application)の典型といえよう．このようなオンラインショップ

では，商品情報や顧客情報をデータベース化して管理し，顧客からの注文があると即座に在庫

を確認し，その発送手続きを行う．もし，在庫がない場合には，製造業者などのサプライヤー

に追加発注を行うとともに，顧客への発送予約手続きを行う．また，オンラインショップで商

品が販売された場合，クレジットカードカード会社を通じてオンライン決済が行われ，預金口

座から引き落としが行われるが，これらの口座情報も銀行の基幹システムでデータベースとし

て管理されている．

大学などで利用される教務システムもデータベースアプリケーションの 1つである．教務シ

ステムでは，各学生の個人情報や開講されている授業科目情報，学生の履修情報などがデータ

ベース化され，履修登録や成績管理に利用されている．また，近年は，講義映像や学習コンテ

ンツをデータベース化した eラーニングシステムと連携し，学生の学習支援に活用する大学も

多い．

一般の利用者が直接目に触れる場面以外でも，データベースは様々に活用されている．例え

ば，スーパーやコンビニエンスストアで利用される POSシステムでは，チェーン店の各店舗

での商品販売時に，時間帯や顧客の種別を併せて登録し，中央のデータベースに集約すること

で，店舗や時間帯による流通を確認し，商品の在庫管理やマーケティングに役立てている．ま

た，メンバーズカードを利用し，会員登録された顧客の購入履歴をデータベース化することで，

その後の商品販売に活用する CRM (Customer Relationship Management)システムも広く

利用されている．製造業などでは ERP (Enterprise Resource Planning)システムと呼ばれる

システムを利用し，製品の在庫管理だけでなく，その部材や販売，さらには人事など，その企

業に関するあらゆる情報をデータベース化して一元管理し，経営の効率化や製品展開に活用し

ている．

このように，現代の情報社会では，コンピュータシステムを利用して多様な情報がデータベー

ス化され，日常の様々な場面で活用されている．

1.1.2 データ管理におけるファイルシステムの課題

個人がコンピュータシステム上でアプリケーションを利用し，データをハードディスクなど

のストレージシステム（storage system; 外部記憶装置，二次記憶装置とも呼ばれる）に保存

する場合，ファイルとして保存することが多い．これに対し，前述のオンラインショップや企

業向けシステムなど，規模が大きく，大量のデータを複数の利用者が利用する情報サービスや

システムでは，データをデータベース化して管理することが多い．では，なぜ，ファイルでは

なく，データベースを利用する必要があるのだろうか．一般に，ファイルを利用してデータを

保存した場合，(1)目的のデータがどこにあるのかを発見することが難しい，(2)異なるアプリ

ケーション間でのデータ共有が難しい，(3)複数の利用者に対するアクセス権限の管理を十分に

行えない，(4)共有利用されるデータへの同時アクセスの制御を十分に行えない，(5)何らかの

障害が発生し，データの一部が失われた場合，その回復が難しい，といった課題がある．以下，
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これらの課題について説明する．

まず，(1)の目的のデータの発見が難しいという課題については，利用者がパーソナルコン

ピュータ (PC)などを利用してデータ管理をする場面を思い浮かべるとよいだろう．一般に，利

用者が PC上でデータを保存する場合，ファイルとして保存する．ファイルとは，コンピュー

タシステム上でデータを保存，管理する単位であり，コンピュータシステムの OS（オペレー

ティングシステム，基本ソフトとも呼ぶ）で提供される基本機能の 1つであるファイルシステ

ムにより実現される．アプリケーションは，このファイルシステムを利用し，任意のデータを

ファイルに保存することができる．また，各利用者は，自分が管理するデータが記録されたファ

イルをディレクトリ（フォルダとも呼ぶ）を用いて整理し，管理することもできる．しかし，ど

のデータを，どのディレクトリにある，どのファイルに保存するのかは利用者自身に任されて

いるため，ファイルやディレクトリが増えてくると，その管理が煩わしく，結果的に目的のデー

タを発見することも難しくなる．

また，(2)の異なるアプリケーション間でのデータ共有が難しいという課題は，アプリケー

ションごとに独自のファイル形式でデータを保存することによる．すなわち，何らかのアプリ

ケーションを利用してデータを作成し，保存する場合，そのアプリケーション独自のファイル

形式で保存されるため，ほかのアプリケーションからは利用できないことが多い1)．このため，

たとえ内容的には同じ情報を示すデータであっても，異なるアプリケーションから利用するた

めには，それぞれ別のファイルに保存する必要がある．その結果，これらのアプリケーション

間でデータを共有できず，一方のデータを更新した際には，手作業でもう一方のデータも更新

する必要があり，場合によってはデータの整合性を維持できないことにもなる．

(3)のアクセス権限管理に関する課題は，複数の利用者がファイルを共有利用する際の課題

である．通常，ファイルシステムでは，ファイルごとに特定の利用者やグループに対して読み

込み権限や書き込み権限などのアクセス権限を設定できるが，ファイル内の個々のデータに対

する詳細なアクセス権限を設定することはできない．しかし，ファイルによっては，そのファ

イルにアクセス可能な利用者全員が自由に読み書きできるデータや，特定の利用者のみ閲覧や

変更を可能とすべきデータをまとめて保存しておきたいことも多い．このようなファイルを複

数の利用者で共有してしまうと，誤ってデータを書き換えてしまったり，本来は閲覧権限のな

い利用者に情報が漏洩してしまったりなど，セキュリティ上の問題となる．

(4)の同時アクセス制御に関する課題も，利用者間でファイルを共有利用する際の課題であ

る．例えば，アクセス権限が適切に設定できている場合であっても，複数の利用者が同じファイ

ルを同時に開いてデータを更新しようとすると，先に保存したファイルを後から保存するファ

イルにより上書きしてしまい，先に更新したデータが失われてしまうことになる．通常，この

ような問題を回避するために，誰かがファイルを利用している間は，一時的に，ほかの利用者

1)単純なテキストデータや汎用的なマルチメディアデータなどは異なるアプリケーションで共通に利用できる場合もある．
また，オフィスソフトやグラフィックツールなど，関連するアプリケーション間でデータを共有し，相互に利用できる
よう設計されている場合もある．
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による更新を禁止することが多いが，その場合も，1つのファイルに記録されているすべての

データの更新できなくなってしまうといった課題が残る．

(5)の障害発生時のデータ回復も，大量のデータを扱うシステムの場合に大きな課題となる．

特に，重要なサービスを担うシステムの場合，何らかの障害が発生してデータの一部が失われ

てしまった際に，そのデータを回復できることが求められるだけでなく，迅速にシステムを復

旧し，サービスを再開できる必要がある．しかし，一般的なファイルシステムには，障害などに

より失われたデータを回復するための仕組みは備わっておらず，定期的にデータのバックアッ

プを作成する必要がある．また，障害が発生した際は，バックアップからのデータ復旧に多く

の時間を要するうえ，あくまで，バックアップを作成した時点のデータを回復できるにとどま

り，障害発生直前の状態を回復することはできない．

以上に示すファイルシステムの課題は，個人で 1台のコンピュータシステムを占有利用して

いる場合には，一人ひとりの利用者が気をつけることで対処可能な部分もあり，あまり大きな

問題とはならないかもしれない．しかし，企業内で使用する情報システムや，インターネット

上の各種情報サービスを提供するシステムなど，多数の利用者が大量のデータを共有利用する

システムの場合，個人レベルでの注意だけではこれらの課題に対応することは難しく，大きな

問題となる．これに対しデータベースでは，複数の利用者や異なるアプリケーションが共通に

利用する様々なデータをデータベースとして一元的に管理し，また，利用者やアプリケーショ

ンがデータベースにアクセスするための共通のインタフェースを提供することで，これらの課

題を解決する．すなわち，複数の利用者や異なるアプリケーションが大量のデータを安全に共

有し，その用途に応じて必要なデータを活用できるよう，データを一元管理することが，デー

タベースの目的である．

1.1.3 データベースとデータベース管理システム

データベースとは，複数の利用者がアプリケーションによらずデータを安全に共有し，用途

に応じて必要なデータを利用可能とするものであることを確認した．そのためにデータベース

では，データベース管理システム (DBMS: DataBase Management System)と呼ばれるソフ

トウェアにより多様なデータを整理，組織化し，これを様々な利用目的に共通に利用できるよ

う一元的に管理する．すなわち，データベースとは，複数のデータを多様な用途に利用できる

よう組織化したうえで一元的に管理されたデータの集合であり，また，データベース管理シス

テムは，そのための仕組みを提供するソフトウェアである．

それでは，データベース管理システムによりデータベースがどのように管理され，また，ア

プリケーションからどのように利用されるのかを簡単に見てみよう．図 1.2は，Web上のオン

ラインショップなど，データベースを利用したWebアプリケーションの典型的なシステム構成

例を示したものである．

この例では，(1)データベースを格納するストレージシステム，(2)データベース管理システ

ムが稼働するデータベースサーバ，(3)システム管理者用の専用アプリケーションが稼働する専
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図 1.2 データベースアプリケーションのシステム構成例．

用アプリケーション端末，(4)一般の利用者にサービスを提供するための Webアプリケーショ

ンが稼働するWebアプリケーションサーバ，および，(5)一般利用者がサービスを利用するた

めにWebブラウザを実行するスマートフォンや PCなどのクライアント端末群の 5種類の機

器類からシステムが構成されていることを示している．

通常，データベースは，大容量のストレージシステムに格納されるが，このストレージシス

テムは，ファイバーチャネルなどの専用線によりデータベースサーバに接続され（ストレージ

システムの詳細に関しては第 9章を参照されたい），その上で稼働するデータベース管理システ

ムにより管理される．また，データベース管理システムは，LAN回線で接続された専用アプリ

ケーションやWebアプリケーションからの問合せに基づき，データベース上のデータの検索

や，登録，更新，削除といったデータ操作を行う．すなわち，システム管理者や一般利用者な

どの各利用者はデータベースをそのまま利用するのではなく，それぞれの用途に応じたアプリ

ケーションを介して間接的にデータベース管理システムにアクセスし，データベースを利用す

ることとなる2)．

このように，データベース管理システムによりデータベースを管理し，また，各アプリケー

ションがデータベース管理システムを介してデータベースを利用することで，個別のアプリケー

ションに依存しない形でデータベースを一元管理できると同時に，異なる複数のアプリケーショ

ン間で共通するデータを共有し，利用することが可能となる．また，このとき，多数の利用者

が同時にデータベースを利用しようとしてアクセスした場合でも，これらのアクセスをデータ

ベース管理システムで適切に処理することでデータベースを安全に共有し，利用することがで

きる．このようなデータベース管理システムの役割や機能，同時実行制御の詳細に関しては第

9章および第 10章を参照されたい．

なお，データベース管理システムは，OSとアプリケーションの中間に位置し，各アプリケー

2)システム管理などのために，アプリケーションを介さず，直接，データベース管理システムを操作することもできる．ま
た，システム管理の場合でも，専用アプリケーションではなく，システム管理用のWeb アプリケーションを利用でき
る場合もある．
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ションにおけるデータ管理を担う役目を果たすことから，アプリケーションの効率的な実行を

補助するソフトウェアであるミドルウェアの 1つとされる．

1.1.4 ANSI/X3/SPARCの 3層スキーマ構造によるデータベース管理

ここで，データベース管理システムによりデータベースを管理するためのデータ構造の在り

方を表したモデルとして，米国の標準化団体の研究グループである ANSI/X3/SPARCにより

提案された 3層スキーマ構造を紹介する．ここでいうスキーマ (schema)とは，複数のデータ

を組織化して管理する際のデータの種類や形式，構造を意味する．この 3層スキーマ構造は広

く受け入れられ，現行の主要なリレーショナルデータベース管理システムのほとんどがこれを

実装している．

ANSI/X3/SPARCによる 3層スキーマ構造では，実世界の情報を示す様々なデータをデー

タベースとして一元管理するとともに，多様なアプリケーションから共通に利用できるように

するために，データベースの構造を内部レベル（ internal level; 内部層とも呼ぶ），概念レベル

（conceptual level; 概念層とも呼ぶ），外部レベル（external level; 外部層とも呼ぶ）の 3つの

抽象レベル（層）に分けて考える必要があり，また，各層のそれぞれにスキーマが必要である

ことを示している（図 1.3）．

内部レベルでは，物理的な記憶装置であるストレージシステムにデータベースを格納するた

実世界のデータ実世界のデータ

内部スキーマ内部スキーマ

記憶装置
(ストレージ)
記憶装置
（ストレージ）
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図 1.3 ANSI/X3/SPARC の 3 層スキーマ構造とデータ独立性．
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めのデータ構造を規定する．通常，データベースの実体は何らかの形式でストレージシステム

に格納されるが，このようにストレージ上に格納されたデータベースに対し，データの検索や

追加，更新，削除などの操作を効率良く実行できる必要があり，そのためのデータ構造が必要

となる．すなわち，ストレージ上に格納されるデータベースに対し，効率良く操作を行うため

のデータの配置方法や構造を規定するスキーマが必要であり，これを内部スキーマ (internal

schema)と呼ぶ．

一方，概念レベルでは，データベースで管理しようとする実世界上の概念，すなわちデータ

ベース化する情報全体を適切に表現するためのデータ構造を規定する．前述のように，データ

ベース管理システムでは，実世界の情報を示すデータをアプリケーションに依存しない形式で

保持しつつ，様々なアプリケーションからの検索や更新などの要求に応じて必要なデータ操作

を行う．このためには，データベースとして管理するデータが実世界におけるデータ間の関係

を適切に表現できるよう，これをモデル化（モデリング）するとともに，多様な目的に応じて汎

用的にデータ操作を行えるよう，データ構造を設計する必要がある．例えば，大学における教

員・学生名簿や，学生の履修状況をデータベース管理しようとする場合，「教員」，「学生」，「授

業科目」，「履修状況」などの各データについてデータ間の関係を適切に保ちつつ，学生が履修し

た授業科目やその担当教員を的確に検索できるデータ構造が必要となる．このように実世界の

概念を表現したデータ構造を論理的に規定したスキーマを概念スキーマ (conceptual schema)

と呼ぶ．なお，概念スキーマは，第 8章で述べるデータモデリングによって設計される．

また，外部レベルでは，概念レベルにおいて実世界上の概念全体を表現したデータベースに

対し，個別のアプリケーションの利用目的に応じた見え方（これをビューと呼ぶ）を規定する．

概念レベルにおける概念スキーマでは，アプリケーションによらずデータベースを共通に利用

できるよう，実世界の概念全体を表現するためのデータ構造を規定するが，個別のアプリケー

ションでは必ずしもデータベースとして管理されるデータすべてを扱う必要はない．逆に，各

アプリケーションで不要なデータを排除し，必要なデータのみをそれぞれのアプリケーション

で扱いやすいよう構造化して提供する方が，アプリケーションの開発や実行上も効率が良い．

また，セキュリティ上の理由から，特定のアプリケーションからは一部のデータへのアクセスを

制限したい場合もある．そのためには，各アプリケーションの利用目的に応じて必要なデータ

のみ取り出し，扱いやすいようデータ構造を規定することが必要となる．このような，個別の

アプリケーションを対象とし，その用途に応じてデータ構造を規定するスキーマを外部スキー

マ (external schema)と呼ぶ．

ここで，各レベルにおける 3つのスキーマは互いに独立していることが求められる．例えば，

何らかの理由により新たなデータを扱う必要が生じ，概念スキーマを変更する必要性が生じた

場合でも，概念スキーマと独立して外部スキーマを定義していれば，外部スキーマを変更する必

要がなく，これを利用するアプリケーションの修正も不要となる．逆に，アプリケーションの

仕様が変更された場合にも，概念スキーマは修正せず，外部スキーマのみを修正することで対

応できる．このような外部スキーマと概念スキーマとの独立性を論理的データ独立性 (logical
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data independence)と呼ぶ．同様に，内部スキーマとは独立に概念スキーマを用意できれば，

概念スキーマの変更が内部スキーマに影響を与えることなく，それまで利用していたストレージ

上のデータをそのまま利用できる．また，物理的なデータの記録のためにどのような方式を採

用すればよいか，概念スキーマによらず自由に選択できる利点もある．このような概念スキー

マと内部スキーマとの独立性を物理的データ独立性 (physical data independence)と呼ぶ．

1.2 データモデルとデータベースの種類

現在，広く利用されるデータベースとしてリレーショナルデータベースを挙げることができ

るが，リレーショナルデータベース以外にも多様なデータベースがある．特に近年は，データ

ベースの用途の多様化に伴い，様々な種類のデータベースが活用されている．このようなデー

タベースの種類は，一般に，そのデータベースがどのようなデータモデルに基づいているかに

より分類することができる．

データモデルとは，データベースを構成するデータの種別やその組織化方法，および，その

操作方法の体系を定めたモデルである．すなわち，データモデルでは，まず，データベース化

しようとするデータにはどのような種類のデータがあるのかを規定する．次に，これらのデー

タをどのように整理し，構造化するのか，その組織化方法を規定する．その上で，目的とする

データの検索や，データの変更に伴うデータベースの更新など，データベースに対する操作方

法についても規定する．その結果，何らかのデータモデルに基づきデータベース管理システム

を設計することで，そのデータベース管理システムによるデータベースの管理方法や操作方法

の枠組みを規定することができる．また，データモデルは，ANSI/X3/SPARCの 3層スキー

マ構造における概念レベルにおいて実世界の情報をモデリングし，データベース化する際に，

概念スキーマをどのように定義したらよいか，その考え方を規定する役割もある．

以下に，データモデルの観点から分類した代表的なデータベースの種類を示す．

(1) ネットワーク型データベース

ネットワーク型データベースとは，1組のデータをレコードにより表現するとともに，複数

のレコード間をポインタにより紐付けることとで，データ間のネットワークを構成するデータ

ベースである．例えば，ネットワーク型データベースにより，大学の教員，担当授業科目，学

生，および各学生の授業科目履修状況の関連を図 1.4のように表現することができる．また，

このようなデータ間のネットワークによりデータを組織化し，管理するデータモデルをネット

ワーク型データモデルと呼ぶ．

このネットワーク型データベースは最も初期のデータベースの 1つであり，ストレージ上に保

存された大量のデータの中から目的のデータに効率的にアクセスできるよう開発されたもので

ある．もともとは，初の商用データベース管理システムであるゼネラル・エレクトリック (GE)

社の IDS (Integrated Data Store)におけるデータ管理方法を起源とするが，1969年に，事
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図 1.4 ネットワーク型データベース．

務処理用プログラミング言語の COBOLの仕様を策定した団体でもある米国の情報技術標準化

団体の CODASYLによりネットワークデータベースの標準仕様の原案が提案され，1971年に

は正式な仕様が規定されたことにより，その後，多数のデータベース管理システムに採用され

ることとなる．

なお，ネットワーク型データベースは，ネットワーク上でポインタを順番にたどることで目

的とするデータにアクセスすることができ，ちょうど，現在のウェブシステムでリンクをたど

るようなイメージと似ているが，ウェブシステムのような分散システムを対象とするものでは

なく，あくまで 1つのストレージシステム上に格納されているデータベースを対象としている．

(2) 階層型データベース

階層型データベースは，セグメント（この場合のセグメントとはレコードと同義）をノード

とし，セグメント間の親子関係に基づき，木構造を構成するデータベースである．例えば，大

学の組織構造や所属学生は，階層型データベースを利用して図 1.5のように表現することがで

きる．このように階層構造によりデータを組織化し，管理するデータモデルを階層型データモ

デルと呼ぶ．

データベース化しようとするデータの種類によっては，このような 1対Nの親子関係により

整理が可能なものも多い．また，目的とするデータにアクセスする際も，基本的に，親ノード

から子ノードをたどる形式によるシンプルな操作体系にできるという特徴がある．反面，デー

タによっては，N対Mの親子関係がある場合や，階層的な親子関係を定義できない場合も多

く，そのようなデータに階層型データベースを適用することは難しい．

この階層型データベースも，ネットワーク型データベースと同様，初期のデータベースの 1

つとしてストレージに保存された大量のデータを効率的に管理することを目的としたものであ

り，1968年に IBMからリリースされたデータベース管理システムである IMS (Information

Management System)が階層型データベースを実装した最初のデータベースであるとされる．




