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序 章
 
とデータモデリングの位置付け 

EA(Enterprise Architecture)への関心や情報化，ネットワーク化の進展

業の情報システムを統合的に管理・統制するために，データ環境を再整

，重要になってきた。 

使用されるデータ資源を管理・統制することを情報資源管理(IRM：

Resource Management)と呼ぶ，現在，IRM は，様々な組織でこれを推

1 つの手法である EA，モデルベース開発方法論などへの具体的な取り

実現されつつある。また，企業の情報システム部門でも，様々な観点か

化する努力がなされている。 

理へ導くため，企業の持つデータ資源を情報システムの対象物と見なし

方法をデータ中心設計方法論(Data Oriented Design Methodology)，あ

方法論(Data Oriented Approach Methodology)と呼んでいる。一方，プ

ては，従来から正しく設計するという考え方は定着していた。例えば，

ラミング，構造化設計，構造化分析といった手法である。情報化が進展

一段と複雑化すると，プロセスだけに着目していても統合化された管理

い。様々な要求に従って開発・導入した業務とシステムを統合化する方

る。 

の分野では，オクジェクト指向設計・プログラミングはかなり取り組み

る。小規模な分野や中規模までのプロジェクト内では問題解決の手段と

雑で大規模な対象に対しては，さらに他の面の考慮が必要になる。 
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 EA の考え方は，大規模な領域に対して，プロセスとデータを統合的に適切なアー

キテクチャとして再定義しようという試みである。いわゆる複雑な情報資源を，モデ

ルにより「みえる化」することを示す。 

 私は，DOA 手法についても OO 手法についても過去多くのプロジェクトを通して

取り組んできたが，「どちらの手法が正しいか」と「どちらの手法が良いものか」い

うことは問題にしていない。問題は，対象領域に適合した適切なモデル化手法を採用

することである。 

 多くの理論家や技術者が，良かれと思い，一般には普及できないほどの緻密な手法

を開発し適用したが，失敗に終わっている。失敗の理由は，利用者が理解できないも

のであったり，適用分野を誤ってしまったためだ。実行しなければならないことは，

領域の定義と適切なモデル化手法の選択である。モデルの選択は，利用者が理解でき

ることと，開発時だけではなく保守運用段階で管理可能なレベルであることが必要条

件である。 

 モデル化手法には，UML に代表されるオブジェクト指向のモデリング手法もある

し，組織図や業務機能階層を示す箱を階層的に繋げて使うで一般の人に馴染みのある

デコンポジションダイヤグラム，組織の中でのプロセスの実行順序を示す業務フロー

図などがある。一般的な能力の人が創り上げたモデルを，長期的に維持拡張可能であ

ることが重要である。 

 DOA とは，簡単に言えば，データの整理整頓技術である。一般論で言うと，複雑

で構成要素が多いものに対処する方法として，対象物の種類を見極めたうえで，整理・

整頓することは必要であり，有効であることが証明されている。 

 DOA(Data Oriented Approach)とは，データを企業の人・物・金と同等の第 4 の

資源と見なし，システムの開発や管理を実行するアプローチ全般を指す。 

 方法論とは，企業やプロジェクト組織が，情報システムを効率良く，かつ安全で確

実に構築・運用するための体系化された技術である。方法論は，組織の標準技法とし

て，必要不可欠な要件である。方法論の構成要素は，システム開発ライフサイクル全

体の枠組であるフレームワークと，開発や管理を実行するための手順(工程)，作成す

る標準文書とタスクを実行するための複数の技法から成り立っている(「第 1 章 ER モ

デルと情報資源管理」を参照)。 

 データ明確にし，設計を推進するために必要不可欠な技術要素がデータモデリング

である。データモデリングとは，企業が管理対象としているデータの収集，分析を行
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い，整理統合を行って，管理しやすい形にモデル化(データ分析とも呼ぶ)することを

意味する。 

 本書では，データモデリングのことを，データ収集からモデル化までの一連の作業

全体を示すこととする。また，データモデリングは，対象分野のビジネスを理解しな

がら，データを管理しやすい一定のルールに従う形式に整理する作業も示す。 

 データモデリングの手順，各技法の概要については，「第 2 章 ER 手法によるビ

ジネスモデリングの進め方」で述べ，各技法の詳細の適用方法については，第 3 章か

ら第 6 章で述べる。 

 さらに「第 7 章 データモデリング・ワークショップ」では，具体的な事例に基づ

いて述べることにする。 

 企業が情報資源管理を進め，データを効率良く管理統制するためには，企業内で統

一され共有化されたシステム化方法論が非常に重要である。この方法論を構成する分

析技法の中で，データ分析の技法は中心的な役割を果たす。なぜならば，データ分析

なくしては情報システムの共通の基盤となるインフラストラクチャ(情報資源管理で

の管理の対象，つまりデータ基盤が情報システムのインフラストラクチャである)を構

築できないからである。 

 図 1 に示すように，正しく整備され統制の取れたデータは，企業の資源として様々

な部門で利用される。データは，部門ごとではなく，企業の共通のインフラストラク

チャとして維持管理すべきである。データ基盤構築のためのデータ分析がいかに重要

であるかが分かるであろう。 

 

データ基盤データ基盤

経営計画

販売

生産

研究開発

マーケティング

購買

物流

会計

総務

人事

サービス

データ基盤データ基盤
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生産

研究開発

マーケティング
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図 1 資源としてのデータ 
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 データ分析とは，もともと，Backman が CODASYL 委員会(Conference on Data 

Systems Languages)からデータベース向けに正式な要求を受けて検討したことに端

を発する技法である。この委員会の結果，バックマン・ダイヤグラムと呼ぶ図式が考

案された。さらに Codds らは，数学の集合理論を応用して第 3 正規形(Third Normal 

Form)のテクニックを発表した(1971 年)。第 3 正規形のテクニックについては，本

書第 4 章で詳述する。 

 ここで紹介する技法は，Backman や Codds の技法を基礎とした実用的なデータ分

析技法であり，データモデルとして ER(Entity Relationship)モデルを採用している。 

 本書では，システム・エンジニア，システム分析者のみならず，ユーザ部門でコン

ピュータ経験の浅い方でも理解できるよう，理論的な説明や専門的な解説は避け，で

きる限り実務での適用を主眼において構成するように心がけたつもりである。 

 

DOA(データ中心アプローチ)出現の背景 

 これまで説明した DOA(データ中心アプローチ)の考え方が，どのような背景から

出現したかを，コンピュータ技術の変遷から考察する。 

 世の中にコンピュータが発明され導入されて以来，コンピュータ技術は急激な発展

を遂げている。これに伴い，多くの企業がコンピュータ・システムを導入し，利用し

てきた。現在，多くの企業では，合理化のための手段としてコンピュータ・システム

を位置付ける時期は終わり，次の段階の適用範囲を考察する時期に入りつつある。 

 例えば，最近よく耳にする，「全社で統合化したシステムを実現したい」「EUC

の推進を図りたい」「全社ネットワークを介した情報提供を目的とするイントラネッ

トを構築したい」などの要求達成には，全社的なデータのインフラストラクチャが絶

対に必要である。なぜならば，これらのシステムに要求されるデータには，一貫性・

柔軟性・安全性が同時に求められるからである。さらには，企業間ネットワークをベー

スとした企業間での共有化が可能なデータインフラストラクチャの整備についても，

重要性が増してきている。 

 合理化という目標をもとに，部門対応のアプリケーション・システムを導入するに

つれ，利用部門からは，さらに高度な追加要求が上がってきている。なぜなら，ユー

ザは，経験的に情報が業務遂行のために有効であることを知り，高度なニーズへと発

展させたからである。 
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 一方，情報システム部門は，合理化と納期短縮のために，開発の生産性に最も重点

を置いた方法で，過去何年にもわたって多くのシステムを導入した。次々と作られた

システムの保守費用・工数は，ますます増加しつつあることから，システムの統合化

された維持管理の必要性が高まってきている。 

 ここで，コンピュータ技術の発展段階と重点課題(図 2)に従って，DOA について解

説する。 
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図 2 コンピュータ技術の発展段階と重点技術 

 21



序 章 

(1) 導入期 

 コンピュータが開発された「1. 導入期」においては，ユーザ側に，コンピュータ化

の利点を認めさせることに主眼が置かれ，直接的な効果が得られる分野から導入が行

われていた。この段階のコンピュータ・システムは，アセンブラを中心とした生産性

の低い言語により開発された。また，ハードウェアも処理速度，記憶容量が限られた

ものであり，企業内での使用は局所的な形にとどまった。 

 

(2) 成長期 

 次の「2. 成長期」においては，コンピュータ・システムの利点が企業に認められ，

利用部門の需要が急激に拡大した時期である。したがってこの段階では，短期間に数

多くのアプリケーション・システムを導入するための開発効率を主眼に置いた開発技

術により，多くのシステム開発が実施された。 

 この時期においての主な開発技術の改良は，第 3 世代のプログラミング言語の出現

と，複数の作業者が開発可能なプログラミング環境の改良である。具体的には，アセ

ンブラに比べると格段に生産性の高い COBOL，PL/I などの第 3 世代言語の出現によ

り，8 倍から 10 倍のプログラミングにおける生産性の向上が達成された。さらに，エ

ディタの改良を含むホスト・コンピュータ上のプログラミング開発環境の大幅な改良

は，多くの開発者が，同時に開発作業を実施することを可能にした。この結果，企業

の管理するソフトウェア資源が急激に増大した。 

 

(3) 統制/統合期 

 「3. 統制/統合期」は，一言で言えば，現存するアプリケーション・システム(ソフ

トウェア資源)の整理統合を行い，成長期のもたらした矛盾を解決する時期であると言

える。現在，多くの企業が，この統制/統合期を迎えたり，経験している。 

 この統制/統合期における企業の情報システムに関する最も重要な課題は，プロジェ

クトごとに，個別に必要な要件や開発を考えるのではなく，全社的な見地から，情報

システムの一貫性，柔軟性，安全性を確保することにある。 

 つまり，情報システムの統制・統合のためのインフラストラクチャ構築が課題であ

り，データ基盤確立のための基本技術がデータモデリングである。データ資源をその

企業で共通化することが，統制/統合期を乗り切る鍵である。また，この時期の問題を

克服することは，次の「4．成熟期」の準備を行っていることでもある。 

 22



序 章 

(4) 成熟期 

 「4. 成熟期」は，データの統合化の効果が大きく現れ効率化が実現する時期である。

企業内では情報の一貫性，安全性の管理が完全に行われ，利用部門が自ら必要なデー

タを取り出し(EUC：エンドユーザ・コンピューティング)，情報システム部門はイン

フォメーション・センター化する。インフォメーション・センターとは，企業内のあ

らゆる情報を維持管理する部門であり，ルーチン化された定型業務以外のデータ照会，

報告書作成などは，エンドユーザ(利用者)自身が行うことになる。したがって，成熟

期の完全な情報資源管理実現に向けて避けて通れないのは，データの統合化である。 

 成熟期への発展段階で重要な実現手段(技術)は，以下のものである。 

 

• リレーショナル・データベース 

• データ・ディクショナリまたはリポジトリー 

• 生産性の高いジェネレータまたは開発ツール 

 

 リレーショナル・データベースは，現在最も普及しているデータベース管理システ

ムであり，様々なアクセス要求に対して，柔軟性，一貫性の点で優れている。

DB2(IBM)，DB/400(IBM)などのハードウェアメーカーのものや，ORACLE(Oracle 

Corp.)，SQL Server(Microsoft)などのベンダー提供の製品が代表例である。 

 データ・ディクショナリは，企業の使用するすべてのデータ項目を載せたカタログ

であり，データの名称，構造，用法についての情報が得られる。 

 生産性の高いジェネレータの，強力な対話型プログラムの生成機能，データベース

照会機能，レポート作成機能をできるだけ使用し，アプリケーション開発を行う。利

用部門が何を望んでいるかを徹底して分析することで，従来のプログラミングを行わ

なくても目的は達成できることが多い。 

 ここで述べる技術要素は，現在普及している開発ツールの基本要素となっている。

開発ツールを導入し利用することの意味は，ここで述べている技術要素を，統制の取

れた形で，さらに効率的に，有効に使用することに他ならない。 

 また，この時期は，情報システム活動のすべてにおいて，徹底的な効率化を図るこ

とが目標になる。ここでの効率化の意味は，単に費用のことを示しているのではない。

時間的な価値が非常に重要視されることである。ビジネスでの活動は，顧客に最も高

いレベルのサービスを，最も少ない費用で最も短い時間で提供できるように再構築し
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なければならない。BPR，EUC，RAD，ERP パッケージなどへの関心は，この目標

を満たすための手段であると言える。 

 

(5) 成熟期からポスト成熟期へ 

 成熟期は，別の見方をすれば，次の新しい情報社会への掛け橋であると言える(図

3)。2 つの時代の変わり目にあるために，一見矛盾した現象が次々と起こっているよ

うに見える。整理をしてみれば，図に示したように，大きな流れは，企業中心の情報

社会から個人中心の情報社会への移り変りの間にあると言えるのではないだろうか。

急速な勢いでパソコンや携帯電話が，会社の中だけではなく，個人に普及している。

この現象は，企業ではなく個人が，個人の意志で導入している点が重要なことである。

インターネットの普及は，個人中心の情報社会の到来を予見する事実である。企業中

心の情報システム視点で，個人中心の情報システムを考えるべきではない。 

 様々な，ニーズを持った情報の利用者がデータベース，ネットワークを介して利用

するようになるということは，複雑さと難易度の高いシステム化計画力や企画力が，

システムの開発者に求められることになる。多様で複雑なシステムを実現するために

は，創造力とマネジメント力を併せ持ち，統合化方法論を使いこなせる人材を創出す

ることが必須である。 

 

成長期

導入期

統制/統合期
成熟期

導入期

統制/統合期

成長期

成熟期

企業中心の
　情報社会

個人・小集団中心の
　情報社会

情報システムの
　社会インフラ化

成長期

導入期

統制/統合期
成熟期

導入期

統制/統合期

成長期

成熟期

企業中心の
　情報社会

個人・小集団中心の
　情報社会

情報システムの
　社会インフラ化

 

図 3 新しい情報社会への移行 
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(6) 情報システムの表現手段と発展段階 

 ここで，別の角度からコンピュータ技術の変遷を考えてみることにする。 

 図 4(1)，図 4(2)は，ビジネス，プロセス，データ，コンピュータの 4 つの分野が，

情報技術の発展とともにどのように変化してきたかを表現している。4 つの分野に対

応する情報システムの開発管理に必要な概念が，各領域に示されている。 

 

 
ビジネス

アクティビティ
イベント

構造化分析 データモデリング

論理設計(上半分の領域) 

コンピュータ

物理設計(下半分の領域) 

データ

(1)

B

A

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

導入期 成長期 統制/統合期 成熟期

(2)

アクセス・プロフィール

エンテイティ・タイプ
データ項目
リレーションシップ

システム
プログラム
モジュール

ファイル
レコード
フィールド，スキーマ

構造化設計
構造化プログラミング

プロセス

ビジネス

アクティビティ
イベント

構造化分析 データモデリング

論理設計(上半分の領域) 

コンピュータ

物理設計(下半分の領域) 

データ

(1)

B

A

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

B

A

C

D

導入期 成長期 統制/統合期 成熟期

(2)

アクセス・プロフィール

エンテイティ・タイプ
データ項目
リレーションシップ

システム
プログラム
モジュール

ファイル
レコード
フィールド，スキーマ

構造化設計
構造化プログラミング

プロセス

 

図 4 情報システムの表現手段 
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 図 4(1)で，論理設計(上半分の領域)とは，実在するものやコンピュータ用語などに

とらわれることなく，あくまでも，ユーザ側から見た視点で意味内容を重視した設計

である。物理設計(下半分の領域)とは，コンピュータ上で実際に定義する設計である。

例えば，エンティティタイプという概念は，ビジネスとデータとの軸で表現されてい

る。論理設計上の概念であるが，コンピュータとデータの軸では，これに近い物理設

計上の概念であるファイルとかレコードが存在する。このように，とらえる軸によっ

て，情報システムにかかわる概念が異なることが分かる。 

 四角形の内側が，コンピュータ技術の発展段階における重要な概念を表す(図 4(1))。

つまり発展が進むに従って(図 4(2))，重点が，領域「プロセス/コンピュータ」から

「プロセス/ビジネス」「コンピュータ/データ」へと変わり，最後の段階で，領域「ビ

ジネス/データ」と変化していることが分かる。 

 これにより，「プロセス－データ」の軸より上側の領域が，今後のシステムの重点

になることを示す。「プロセス－データ」の軸の上半分は論理設計を示す。下半分は

物理設計である。統制/統合期，成熟期への変化によって，データ分析の扱う領域(つ

まり，エンティティ，データ項目，リレーションシップ)のある「ビジネス/データ」

の領域が，一層重要になる。 

 この変化の背景には，全社的システムの統合，情報システムの大規模化，DBMS の

普及，エンドユーザ中心の開発，エンドユーザ・コンピューティングの普及などがあ

る。結果として，最終的には，データ管理の効率化により，情報システム部門のイン

フォメーション・センター化が実現されると考えられる。 

 データ分析の考え方は，今後情報化の動向変化に対応する基礎となるものであり，

情報システムに携わる人にとって誰にでも必要とされる知識である。 

 

DOA は，一般的にはどのように理解されてきたか 

 DOA に関する世の中での扱いを年代別に整理してみると，おおよそ次のようにな

る。この間のハードウェア・ソフトウェアの進歩は著しいものであり，70 年代のシス

テムに比べて 90 年代のシステムは，複雑さ，カバーする領域や求められる信頼性・

セキュリティなど相当広範囲であり高いレベルが求められる。DOA は，必要・必然・

不可欠である。つまり，時代の要請で当たり前の世界になったと言える。 
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• 1970 年代 DOA の発想が誕生する。 

  RDB が開発される。DD の開発・普及が始まる。 

• 1980 年代 DOA に関する研究会や学会を通じ，必要性や効果について盛ん 

  に議論される。 

  DOA を支援する方法論とツールが発展する。 

  RDB 環境が急拡大する。 

• 1990 年代 DOA が常識化して本格的適用が始まる。 

• 2000 年以降 DOA と OO の対立と共存の時代。 

• 2005 年以降 EA や情報資源の観点からモデルベース開発手法として統合され 

  る。 

 

 現在 DOA は，一般的に認知されたと考えられる。つまり，一般的な企業では，

DOA(データ中心アプローチ)によりシステム開発を実施し管理することが必要であ

り，従来型の方法に比べて，費用の削減と期間の短縮の点で効果があると理解されて

いる。 

 しかし，実際に，企業が DOA によりシステム開発プロジェクトを具体的に進める

場合には，組織のカルチャーやマネージメントに対する変革，技術者のスキルアップ，

ユーザのプロジェクトへの参画など，様々な問題に取り組む必要がある。DOA は，

単に技術的な課題としてとらえるべきではない。むしろ，マネージメントと組織文化

の側面を重要視すべきである。 

 

■ER モデルとは何か 

ER モデルの歴史 

 ER モデルとは，Entity/Relationship Model の略称であり，ピーター・チェン(Peter 

Chen)により提唱された。ER モデルは，現在最も広く普及している意味データモデ

ルである。意味データモデルとは，リレーショナル・モデルやネットワーク・モデル

などのように，集合間の関係を数学的なルールを適用して表現するモデルとは異なり，

実世界の意味上の関係を中心に表現するものである。 

 チェンは，1976 年に発表した最初の論文の中で，次のようなことを述べている。 
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 『世の中に存在するあらゆるものは，具象的であれ抽象的であれ実体(ENTITY)と

関連(RELATIONSHIP)という 2 つの概念で表現することが可能である。』 

 

 この論文で述べられた新しい考え方は，たちまちのうちに多くの情報処理関係の研

究者やエンジニアに受け入れられ，今では企業の実務担当者から大学の研究者に至る

まで普及している。 

 ER モデルの特徴は，実体と関連という 2 つの単純な概念で成り立っていること，

および，データ構造を，ER ダイヤグラムと呼ぶダイヤグラムにより利用者に分かり

やすい視覚的な表現を提唱していることである。特にこのアイデアは，データベース

設計者に熱狂的に支持され，データベースの設計段階で重要な役割を果たしている。 

 本来，分析対象の複雑なデータ構造に対して，データモデルの持つ役割は，単純で，

分かりやすく，親しみやすく，物事(業務内容)の本質を表現することである。 

 ER モデルはこれらの要件を満たし，人間が本来持つ感性によく適合し，自然に受

け入れられるものであると言える。 

 ER モデルは，1976 年の論文発表以後数年の間に研究，開発が活発に行われるよう

になり，その後，多くの拡張，改良が行われ，最初に発表されたものより意味表現力

の格段の強化がされ，実務での十分な利用ができるところまで発展している。 

 ジェームスマーチンの方法論である IE(Information Engineering)が，80 年代中盤

に様々な CASE ツールに実装され世界中に普及したことは，ER モデルが，理論では

なく情報システムの具現化手段として有効であることを実証した。 

 

ER モデルの基本概念 

 本項では，ER モデルを理解するために必要な基本概念の説明を行う。 

 ある組織内において，プロジェクトへの従業員のアサインメントを決める場合を想

定し，ER モデルの説明を行うことにする。 

 図 5 は，集合の考え方を使って，プロジェクトへの担当のアサインメント(割り当て)

の関係を示している。部門(B)，従業員(J)，プロジェクト(P)，アサインメント(A)

のそれぞれは，次のような具体的な要素(レコード)で構成されている。 
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• 部門      B＝{ b1，b2，b3 } 

• 従業員     J＝{ j1，j2，j3，j4，j5，j6 } 

• プロジェクト  P＝{ p1，p2，p3，p4 } 

• アサインメント A＝{ a1，a2，a3，a4，a5，a6，a7 } 

 

 

b1

b2

b3
j1

j2

j3

j4

j5

j6

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

p1

p2

p3

p4

部門 (B) プロジェクト (B)

従業員 (J) アサインメント (J)
b1

b2

b3
j1

j2

j3

j4

j5

j6

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

p1

p2

p3

p4

部門 (B) プロジェクト (B)

従業員 (J) アサインメント (J)

 

図 5 集合と要素の関係－プロジェクトへのアサインメント 

 

 さらに，この関係図は以下の事実を表している。 

 

• 部門を構成しているレコード b1，b2，b3 のそれぞれに， 

   b1→従業員 j1，j2 

   b2→従業員 j3 

   b3→従業員 j4，j5，j6 

  が対応している。 

• また，従業員は，必ず部門に属する。 

• あるアサインメントは，従業員とプロジェクトで決まる。 

• 従業員は，2 つのプロジェクトにアサインされることがある。 

  (従業員 j3 は，プロジェクト p1 と p2 にアサインされている。) 
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 このように，集合と集合の間には具体的な対応関係が存在する。図 5 を ER ダイヤ

グラムを用いて表すと，図 6 のようになる。 

 

部門

プロジェクト従業員

アサインメント

部門

プロジェクト従業員

アサインメント

 

図 6 ER ダイヤグラムによる表現－プロジェクトへのアサインメント 

 

 

 ER モデルを理解するために必要な基本概念には，『エンティティ(実体)』と『リ

レーションシップ(関連)』の 2 つの概念がある。 

 

エンティティ(実体) 

 通常，データモデルの世界でエンティティ(実体)と言った場合，部門，従業員，プ

ロジェクトといった，組織が関心を持つデータを蓄積する対象物(集合)を示すことが

多い。 

 エンティティの示す本質的意味には 2 種類ある。1 つは，エンティティタイプ(実体

型)，もう 1 つは，エンティティ・オカレンス(実体実現値)である。 

 エンティティタイプとは，エンティティの種類(型)のことである。エンティティ・

オカレンスとは，エンティティに繰り返し発生するデータのことであり，エンティ

ティ・インスタンスと呼ばれることもある。図 5 で示せば，部門(B)，従業員(J)，ア

サインメント(A)，プロジェクト(P)が，エンティティタイプであり，b1，b2，b3，

j1，j2，j3...などがエンティティ・オカレンスである。 

 また，各エンティティには性質(プロパティ)がある。この性質を示すものが，属性(ア

トリビュート)である。各エンティティは，エンティティの性質を表す複数の属性で構

成されていると考えることができる。例えば，従業員というエンティティには，従業

員名，所属部署，年令，性別，などの属性がある。 
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リレーションシップ(関連) 

 エンティティ間の関係性をリレーションシップ(関連)と言う。各エンティティの間

には，オカレンスの発生に関連する制約がある。この制約を構造制約(Structual 

Constraint)と呼び，以下の 2 つの意味合いを持つ。 

 

• 基数制約またはカージナリティ(Cardinality Constraint) 

• 存在依存制約(Existence Dependency) 

 

 カージナリティ(基数制約)とは，各エンティティタイプが，関連する数値の最小値

と最大値に関する制約である。 

 例えば，部門と従業員の間には，必ず 1：N(多数)の対応関係がある。この関係は，

「部門には，複数の従業員が所属している」「従業員は，必ずいずれかの部門に所属

する」という 2 つの事柄が成立する意味である(図 5，図 6 の場合)。 

 また，存在依存制約とは，エンティティタイプ間の存在依存性についての制約であ

り，一方のエンティティ・オカレンスの存在が，他方のエンティティ・オカレンスの

存在に依存するかどうかの関係である。部門と従業員の例で言えば，部門を削除した

場合，従業員も共に削除する。従業員を追加する場合，必ず，部門も追加する。この

場合は，存在依存の関連であると言う。また，どの部門にも所属しない従業員を許す

場合，部分的な依存関連であると言う。 

 

 ER モデルを作成することは，対象範囲にあるエンティティを洗い出し，選択し，

共有化できる(誰が見ても理解できる)状態にすることと，そこで選択したエンティ

ティ間の関連を明確にすることに他ならない。このモデル化により対象範囲のデータ

の構造が明らかになる。 

 本節では，単純な例に従って，ER モデルの基本的な説明を行った。 

 エンティティ，リレーションシップの具体的な実務での適用方法については，第 3

章から第 5 章でさらに詳しく述べることにする。 
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