
 

 
 

 1.リレーショナル・データベース 

 
 
 

1.1 データベースとファイル・システム 

 パソコンをはじめとして，コンピュータ関連の図書や雑誌を見ると，データを格納

する場所の名称として，データベース，リレーショナル・データベースあるいは ISAM
ファイルなど，いろいろな用語が使われている。そして場合によっては，これらの用

語を本来の意味とは異なって用いられていることがある。このように用語の意味を混

乱させている原因は，ベンダー各社が自分のところで販売しているデータベース製品

の機能を正確に伝えずに，キャッチフレーズとして安易に使用しているからである。

また，雑誌などでも正しく表現していない文章が見受けられる。そのために，データ

ベース機能を持っている製品であるのか，単なる開発言語製品であるのかが不明なの

である。 
 今の時代は，データベースとして汎用性(言い換えれば，オープン性)を持っている

かどうかが，重要になってきている。 
 データベースが発展し，身近になってきた今，まず最初に上記の用語が示している

内容を明確に知っておく必要がある。このことにより，単に使いやすさという表面的

なことだけではなく，将来を含めて必要となる機能を備えているかどうか，という最

適なデータベースを選択する目を養うことができるのである。最初の選択を誤ると，

汎用性(オープン性)のない，発展性に乏しいシステムになってしまう恐れがあるから

注意したい。 
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1. リレーショナル・データベース 

1.1.1 データベースの歴史 

 リレーショナル・データベースは，もともとは汎用大型機(メインフレーム)のデー

タベース・システムとして実用化された。リレーショナル・データベースが発表され

た 1980 年ごろは，コンピュータの主流であったメインフレーム機におけるビジネス・

データは，従来からあった「ファイル」という形式のデータと，第三世代コンピュー

タと言われる新しい設計技術に基づいたコンピュータ用に開発された階層型データ

ベースやネットワーク型データベースが主流であった。 
 データベースというと，現在はリレーショナル・データベース(relational database)
が中心的な存在である。しかし，リレーショナル・データベースが出現するまでには

段階的な発展があった(図 1.1)。 
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1.3 リレーショナル理論に基づくことの利点と Access での実現 

 データベース・システムが登場する以前の時代では，プログラムで扱うデータ処理

全体を，ユーザがアプリケーション・プログラムでコントロールしていた。ここでは，

単なるデータの集まりであるデータ・ファイルを扱っていた。「ファイル・システム

(file system)」という表現をすることもあるが，特別な管理手法を持っていない。パ

ソコンでいえばフラット・ファイルである。ここでは，利用者が自分の処理目的に応

じてデータ・ファイルを作り，それに対してそれぞれ固有のプログラムを作成し，管

理もそれぞれが行っていた。 
 プログラムとデータとが一体化していて，データはプログラムに依存していた。す

なわち，プログラムとデータとをまとめて管理/保守していた。作成するプログラマー

の技術力に依存するところが多かったのである。 
 例えば，パソコン上で Visual Basic を使用してプログラムを作成した場合，ディス

ク上に作成するデータの形式，すなわち各フィールドの形式(文字か数値か日付形式か，

など)や長さ，さらにそのフィールドに付ける名前やその格納方法は，プログラムを作

成する人が決定していると思う。そのために，他のユーザがそのファイルを使用する

場合に，そのファイルに関する詳細情報を知らないと，プログラムが書けないのであ

る。 
 もともと，データベースという言葉は「多目的に共同で使用するデータの集合」と

いう意味である。このような意味から，データが少量であったり，部門内あるいは個

人使用に近い利用方法であった場合には，ファイル・システムで十分であり，プログ

ラムとデータの一体化は問題にならなかった。 
 その後，社会的な発展と経済的な成長を背景として，本社と支店あるいは日本と外

国というように，遠隔地との間でデータをやりとりする必要性が生じてきた。そして，

これが具体化できるようになったのは，通信網の発達とそれを制御するネットワーク

管理製品が発展し，実用化されてきたためである。その結果，ユーザが大規模なデー

タを取り扱うようになってきた。そのため，1 つのデータを複数の人が同時にアクセ

スするようになり，データに対する統一的なコントロールが必要になってきた。ここ

にデータベースという考え方が出てきた。 
 汎用機におけるデータベースとしての最初のものは「階層型(あるいは階層構造型)
データベース」であり，「ネットワーク型データベース」である。どちらも，ポイン

ターによってレコードを関連付けているという点では，類似している。 
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1. リレーショナル・データベース 

 データベースの出現によりデータの大容量化と共同使用に対処できるようになり，

ファイル・システムが持っていた問題点が解消できたのである。この時代におけるデー

タベースの特徴は，次の 2 点である。 
 
 ① アプリケーションがそれぞれ独立していて，1 つのアプリケーションの中では

マスター・ファイルなどの共有を行ったが，アプリケーションをまたがってデー

タベースを共有することは行われていなかった。 
 ② 一度作成したデータベースに対して，データ構造や処理の方法を変更すること

は少なかった。したがって，一度作成したプログラムに対する大きな変更(保守作

業)も行われなかった。ビジネス上からの要求により，変更が必要になった場合に

は，根本から設計をし，システム全体を作り直すような改造作業あるいは再構築

になった。 
 
 これらにはいずれも，いずれも次のような問題点があった。 
 
 ① ファイルやデータの構造を，プログラム情報の一部として定義しなければなら

なかった。この結果，データ構造を変更すると，何本ものプログラムを変更する

必要が生じてきた。プログラムの書き換えは非常に煩雑な作業であるとともに，

誤りを引き起こす恐れを内在していた。 
 ② ハードウェアはそれぞれ固有の OS を持っており，その特定の OS の下でしか

データベース・ソフトウェアが稼働しなかったため，他社の機械に変更して使用

する場合に，稼働環境(プラットフォーム)が変わると，プログラムを必ず書き直

す必要があった。場合によっては，現在使用されているデータベースが別のメー

カーの OS ではサポートされていないため，データベース・システムそのものを

移行(コンバージョン)しなければならない事態も発生した。 
 
 一方，パソコンの世界においてデータベースという名称が使われたのは，「カード

型データベース」である。これは，「ある事象に関連した情報を 1 枚のカードに記入

する」ような形式で管理する，という考え方をしている。そして，この範疇に属する

製品はほとんど例外なく，「カード型データベース」と自称しているが，それらすべ

てがデータベース機能を持っているとは限らない点に注意してほしい。 
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1.3 リレーショナル理論に基づくことの利点と Access での実現 

 そして，大型のメインフレームであってもパソコンであっても，この時代のデータ

ベース製品の特徴は，データベースというデータ部分とそれを処理するプログラム部

分とが，製品として完全に一体化している点である。その結果，新しい製品が発売さ

れたので，それに乗り換えようとしたときに，データの互換性は全くない。一部の製

品では，コンバージョン(移行)機能を備えていたが，それを持っていない場合には，

ユーザが多くの時間を費やしてデータのコンバージョン作業をするか，前のデータを

捨てざるを得ない。 
 しかし，社会・経済環境の変化が激しく，ビジネスのスピードが速くなった 1980
年代は，データを使用する方法が変化してきた。その結果，データベース自身に対す

る要求にも大きな変化が起きざるを得なかった。その 1 つは，データ処理の融通性で

ある。例えば，ビジネスの規模が大きくなったり新規ビジネスを開拓するために，組

織変更を頻繁に行う必要が出てきた。組織変更を行うたびに，データ構造や関連情報

を変更しなければならないので，データベースもそれに対処しなければならなくなっ

てきた。データ間の関連付けはポインターで固定化され，関連付けの変更がプログラ

ムの変更を必要とする今までのデータベースでは，このような環境の急速な変化に対

処しにくくなってきたのである。 
 第 2 は，データを全社的に共有し，有効活用していくという考え方が必要になって

きたという点である。このことが結果的には，変化に対応できるシステムを構築する

ことにもなってくるのである。 
 このような環境を打破するため，データベースの構築およびプログラム作業を軽減

する新しい技術としてリレーショナル・データベースが登場してきたのである。 
 コンピュータの世界では，ハードウェア，ソフトウェア，利用技術など各方面で驚

異的な発展を遂げてきた時代でもある。その中で，パーソナル・コンピュータ(以下パ

ソコンと略す)の出現は，データ処理を一般の人たちの間にも普及させた功績として，

非常に大きな意義がある。 
 当然の趨勢として，パソコンの能力が増大するにつれ，パソコンの世界にもリレー

ショナル・データベースが使用されるようになってきた。 
 しかし，マイクロソフト社の Microsoft Access が発表されるまでは，本当の意味で

のパソコン用リレーショナル・データベースは存在しなかった。ここでいう「本当の

意味」とは何を指していうのか，また，それはどのような利点があるのだろうか。 
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1. リレーショナル・データベース 

1.1.2 データベース・システム 

 「データベース」という言葉には，広い意味と狭い意味の 2 つが考えられる。広義

には「データの集まり」という意味であり，一般的な記事などではこの意味で用いら

れることが多い。例えば，先に述べた商用データベース・サービスなどは，この範疇

に入る。狭い意味では，「データベース・システム」で取り扱うデータを表す。 
 
(1) データベース・システムの構成要素 

 データベースは，広義でも狭義でもデータの集まりである。しかし，単にデータが

集まっただけでは，ファイル・システムと同じように，統制の取れないものになる。

データをコントロールする機能を持っているものがデータベースである。 
 データベースと呼ばれるためには，次のような構成要素(機能)が必要になってくる

(図 1.2)。 
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1.3 リレーショナル理論に基づくことの利点と Access での実現 

 ① データベース 
 運用の対象となる実際のデータが格納されているデータの集まりをいう。以下

に述べるような条件(機能)が必須になる。データベースという場合には，単にデー

タだけの集合体ではない。 
 
 ② データ・ディクショナリー/システム登録簿/システム・カタログ 

 製品によって，いろいろな呼び方がある。 
 後で説明するデータベース管理システムという点から，重要になってくるもの

である。データベースを管理/コントロールするために必要な情報を含んだ「シス

テム管理情報」のことである。データ項目の名前や属性，値の範囲，キー値，イ

ンデックスなどの情報である。システム管理機能を備えていることによって，デー

タベースということができる。 
 ユーザがデータ処理(問い合わせや更新操作)の要求を出したときに，データ

ベース管理システムがこれらのシステム管理情報を使って，データをアクセスし，

データベースを管理してくれる。したがって，ユーザはその情報について詳しく

知る必要はない。 
 
 ③ ログ・ファイル 

 データベースに何らかの障害が発生したときに，元の正常な状態に復旧させる

のに必要な情報を記録しておくファイルである。一般的には，更新をかけたとき

に，関連するレコードとトランザクションに関する履歴情報を格納しておく。 
 パソコン専用のデータベースでは，この機能を備えているものはほとんどない。

最近は，ORACLE や DB2 ユニバーサル・データベースなど，メーンフレームや

サーバ系のリレーショナル・データベース製品が，パーソナル版として，ネット

ワークに接続しないでパソコン単体として利用できるようになってきた。これら

はメーンフレームやサーバ版とほとんど同じ機能を備えているので，ログを取る

ことができる。したがって，パソコン専用の Access などよりも障害対策の面で

優れている。 
 
 ④ データベース管理システム(DBMS：Database Management System) 
   利用者とデータベースとの間のインタフェースとなる基幹部分。 
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1. リレーショナル・データベース 

(2) データベース管理システム 

 データベース管理の中核となるのが，DBMS である。すなわち，DBMS(データベー

ス管理システム：Database Management System)は利用者(あるいはプログラム)と
データベース間のインタフェースとなり，次に述べるような管理機能を備えた製品の

中心部分である。 
 DBMS がデータ・アクセスに関するコントロールをするので(あるいは十分な管理

機能を持った DBMS を利用することによって)，ユーザはデータを簡単に，そして安

心して使用することができる。言い換えれば，DBMS が存在することによって，アプ

リケーションを構築する際に多くのメリットを受けることができる。 
 
データベース管理システムの必要性 
 情報を共同利用したりシステムが大規模になってくると，データに対して何の管理

もせず，自由に使わせると種々の問題が発生する。そのために，「データを管理」す

るものとして，その名のとおり，データベースおよび構成要素を管理するシステムが

必要になってくる。 
 従来のファイル・システムでは，少し高度なファイル管理をしようとすると，すべ

てのユーザが管理ルーチンを作成しなければならず，非常に負担となっていたし，高

度な技術を持っていないと実現不可能であった。 
 しかし，時代の進歩とともに，総合的なデータ管理が必要になってきた。ユーザ作

成のプログラムでは管理できないほど要件が複雑になってきたのである。そこで，専

門家であるソフトウェア・ベンダーがシステム管理の部分に関してユーザの要件を実

現したものが，DBMS(データベース管理システム)である。 
 それまで一部の人の道具でしかなかったパソコンが，個人使用から，企業の情報化

に不可欠なものになるとともに，ネットワークなどを通じたグループ使用に移りつつ

ある今，データそのものもグループ間の共通資産になってきたのである。ここにおい

て，データの管理ということが重要になってくるのは明らかである。 
 パソコンにおいても，ビジネスで使用する限りは，使いやすさの一面でしかないユー

ザ・インタフェースのような表面的な機能だけではなく，データベース管理システム

による管理機能を備えたデータベース・システムを選択していく必要がある。 
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1.3 リレーショナル理論に基づくことの利点と Access での実現 

データベース管理システムの機能 
 データベース管理システムが持つべき代表的な機能を説明する。もちろんこれがす

べてではなく，逆に，これだけでは現在の DBMS としては機能不足だろう。しかし，

最低限これだけは備えていなければならない。 
 

• データの重複の排除と整合性 
• データの独立 
• 並行処理 
• 安全保護 
• エラーからの回復 

 
 ① データの重複の排除と整合性 

 同じデータ要素が複数のファイルに格納されていて，それぞれが複数のアプリ

ケーション・プログラムで処理される場合がある。 
 データが重複して存在していても，個人的な使用の場合はそれほど問題になら

ない。「名刺管理」と「宛名印刷」という 2 つのアプリケーションがあった場合，

「名刺管理」の一部の情報を「宛名印刷」に移して年賀状を印刷するような処理

を，われわれは日常行っている。扱うデータ量が少ないから，住所が変更になっ

た人の情報は，一方のデータを他方にコピーして同一情報にすることにより，整

合性を簡単に取ることができ，関連するどのアプリケーションを修正すればよい

かがすぐに分かる。 
 ところがビジネスで使用する場合は，このように簡単には解決できない。ビジ

ネス・データは多くの場合，次のような特徴を持っているので，データ全体を一

元管理していかなければならない。 
 

• データベースの種類が多様である 
• 扱うデータ量が多い 
• 多くの人がそのデータに携わる 
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1. リレーショナル・データベース 

 例えば，販売データベースに顧客の氏名と住所があり，受注ファイルにも顧客

の氏名と住所が含まれているような設計をしたらどうであろう。このようなデー

タの重複は，データの整合性という点で問題になる。ある顧客の住所が変わった

ので，販売データベースにある顧客の住所は修正したが，受注ファイルその他の

住所情報も正しく変更したかを，十分に確認しなければならない。 
 データベース管理システムは，データとその格納場所(通常ディスク)に関する

集中管理を行う。したがって，その機能を利用して，例えば顧客マスターのよう

な専用データベースを作ることにより，データの重複を減らすことが可能である。

整合性の面からも問題がなくなる。 
 データの整合性を取る場合には，データベース管理システムの機能だけでは不

十分である。例えば，名前フィールドのデータ属性がカナを使用しているファイ

ルと漢字だけが使われているファイルがあったときに，整合性が取れていないこ

とになる。ファイルが多くなると関連情報増えてくるが，このような論理的なデー

タの整合性を保持することにも関心を払わなくてはならない。 
 別の例を挙げると，人事システムでは，社員が入社すると，人事ファイルや保

険ファイル，税務ファイルなど，社員情報を持っているファイルにデータを追加

しなければならない。しかし，プログラム個々がデータを管理している場合には，

関連するフィールドを変更するのは非常に手間がかかる。同一のデータ項目が複

数個のファイルに記憶されているからである。場合によっては，データ形式や長

さが同一でない場合があるかもしれない。 
 そして何よりも問題なのは，例えば社員番号といったように，ある特定の個人

に関しては，本来どのファイルにあっても同一の値を持っていなければならない

はずの情報の値が違っている可能性があるかもしれない，ということである。こ

れではデータの一貫性が欠けてしまい，ユーザはどれを信用してよいか分からな

くなってしまう。 
 このように，誤ったデータの重複を排除し，それに伴う整合性の検査をユーザ

が行うのは，ワークロードがかかる。したがって，DBMS がこの機能を果たして

くれることが望ましい。 
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1.3 リレーショナル理論に基づくことの利点と Access での実現 

 ② データの独立 
 上の例で住所フィールドの桁数(サイズ)を変更する必要があったときに，プロ

グラム内で桁数情報に関する処理をしなければならない場合には，そのファイル

をアクセスするすべてのプログラムを修正しなければならない。これは，非常に

ワークロードがかかる作業になる。 
 データベースの構造を変更しても，プログラムは変更しなくても済むような設

計にしておく必要がある。このようなデータとプログラムの独立機能を DBMS
が持っていることが重要であることが分かる。 

 
 ③ 並行処理 

 データベースという考え方が出てきたのは，複数のユーザやアプリケーショ

ン・プログラムから同一データをアクセスする，すなわちデータを共用する必要

性が背景になっている。このことは，複数のユーザやアプリケーション・プログ

ラムから，同一データベースに対して同時にアクセスする可能性があることも意

味している。 
 このような並行処理を実現するうえでの問題の 1 つは，同じフィールドに対し

て同時に変更の要求が出されたときの処置である。1 つのユーザやアプリケー

ション・プログラムが特定のデータを使用しているときに，他のユーザやプログ

ラムが同じフィールドを更新しようとした場合，同一データに関する書き換え(上
書き)が起きてしまう。このように，同時に複数のアクセスが起きるときに，デー

タの破壊やロックから保護するために排他制御の機能が必要になってくる。 
 
 ④ 安全保護 

 データベースを集中させ，複数のユーザやアプリケーション・プログラムから

共有してアクセスする場合，安全保護(セキュリティ)は不可欠な機能である。ユー

ザに必要なデータへアクセスできる方法を提供するとともに，権限を与えられて

いないデータに対しては，アクセスできない方策も考慮しておく必要がある。 
 データベース管理システムは，アクセスを要求してきたユーザに対して，アク

セス権限を持っているかどうかを制御するとともに，アクセスの種類(データの取

り出しだけが許可されているのか，変更までもできるのか)についてもコントロー

ルしている。 
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1. リレーショナル・データベース 

 ⑤ エラーからの回復 
 データの集中管理をサポートするために，ソフトウェアやハードウェアに障害

が起きたときに，データを回復(リカバリー)する機能が必要である。特にネット

ワークを使用し，データを広範囲で使用するようになると，エラーが起きたとき

に及ぼす影響の範囲も広くなるので，非常に重要な課題である。 
 回復を実現する一般的な方法は，データを定期的にコピーし，そのコピー後に

データベースに対してなされた変更情報をログとして記録しておくことである。

エラーが起きた場合には，まず「コピー」からデータを復元したあと，ログ上の

変更情報を使用して更新することにより，データベースを復旧できる。したがっ

て，データベース・システムの構成要素で述べたように，「ログ・ファイル」が

重要な位置を占めてくる。 
 データベース・レプリケーションも，エラー回復をサポートする機能である。

データベースのオブジェクトをコピーし，複数のコピー間で同期を取ることがで

きる。 
 
 以上挙げたような機能を，自分のプログラムでコントロールしたり，専用の管理プ

ログラムを作ることは大変である。言い換えれば，データベース管理システムを備え

ているデータベース製品を選択することがいかに重要であるかが分かると思う。 
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