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日本データベース学会 10 年の歩み 
Ten Years of the Database Society of Japan 
 
 
増永 良文  
Yoshifumi MASUNAGA 
 
 
 2002年5月21日に創設された日本データベース学会（DBSJ）

は昨年に設立満 10 年を迎えた．筆者は創設者として，そして故

上林弥彦初代会長の跡を受け，2003 年 6 月から 9 年間にわたり

会長を務め，昨年 6 月 23 日の第 11 回 DBSJ 総会で，西尾章治

郎氏に第三代会長を託して会長職を退いた．DBSJを創設し，副

会長，会長と 10 年間にわたり DBSJ と共に歩んだ者の責任とし

て本稿を執筆する．本稿が単なる回想録に終わることなく，ここ

に記す DBSJ 創設の精神が本会会員に伝わり，このコミュニティ

のこれからの10年に花が開き続け，さらに発展することを願って

いる． 

 
More than ten years have passed since the Database 

Society of Japan (DBSJ) was founded on May 21, 2002. 
During this period, the author has been committed to 
serving the DBSJ as the founder and president 
(2003-2012) which was taken over from the first 
president, the late Prof. Yahiko Kambayashi, and 
subsequently handed over to Prof. Shojiro Nishio, the 
third president elected at the eleventh DBSJ General 
Assembly held on June 23, 2012. This article is written 
not as a memoir but as a note of encouragement to hand 
down the society-building spirit and to inspire DBSJ 
members so that the next ten years of this community 
will continue to flourish and become even more 
prosperous. 

 
1. はじめに 
1.1 DBSJ 設立前夜 

2002 年（平成 14 年）3 月 4 日～6 日に倉敷国際ホテルで

第 13 回データ工学ワークショップ（DEWS2002）が開催さ

れた．その初日の 3 月 4 日 19:20～22:20 にパネル討論会「日

本のデータベースコミュニティの今後」が横田一正（岡山県

大）の司会で開催された．パネリストは，上林弥彦（京都大），

喜連川優（東京大），清木康（慶應大），田中克己（京都大），

西尾章治郎（大阪大），増永良文（お茶大），吉川正俊（奈

良先端大）であった（敬称略）．午後 7 時 20 分開始とある

ように，各自倉敷の街に出て夕食をとり，一杯加減で集った

のであった．各自の持ち時間は「10 分」であった．私に順

番が巡ってきて，「我々は日本データベース学会を設立すべ

きである」と 40 分も演説したのだという．それ以来，「増

永の話は長い」ことで有名になってしまった．そのような想

いはずーっと心の中にあったようで，私が（社）情報処理学

会（以後，IPSJ）データベースシステム研究会（以後，DBS
研）の主査を務めていた 1994 年に第 100 回記念データベー
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スシステム研究会を開催したが，その挨拶でもそのように述

べた記録が残っている．だから，時折そんなことを周りに言

っていたのだろうが，「学会創ったら大変ですよ」が大方の

反応であった．しかし，倉敷の DEWS のパネル討論会の後

の反応は違っていた．パネルが終了して，上林さんに「日本

データベース学会を創りましょう」と念を押すと，それまで

この話には消極的であった彼が，「増永さんがそんなにいわ

はるんなら，創ったらええんとちがうか」と言った．「よし，

では創りましょう」と返事し，DBSJ 設立準備会を設置し，

その世話人代表を筆者（当時，お茶の水女子大学理学部情報

科学科）が務めることとした．IPSJ の定款などを手本に，

善は急げと，準備にひた走った． 
DBSJ 設立総会は 2002 年 5 月 21 日（火）午後 6 時より

（株）NTT データ本社（東京都江東区豊洲）を会場にして

執り行った．この時期を選んだのは，一つは日本学術会議の

第 20 期登録学術研究団体を目指して 2002 年 5 月末までに

DBSJ を立ち上げておく必要があったことと，もう一つは丁

度 5 月 21 日に第 127 回 DBS 研（主査，清木康氏）と第 67
回 FI 研の共催になる合同研究会がそこで開催されるので，

その終了後，設立総会を開催させていただくことにした，と

いうことである．そこでは，世話人代表である筆者より学会

設立にいたる経緯の説明，定款の承認，会長の選出，役員の

選出，初年度活動案等が審議され，任意団体としての日本デ

ータベース学会の設立が議決された．会長として上林弥彦氏

が，副会長として筆者が選出された． 
1.2 DBSJ 設立当初の理念 

DBSJ設立当時の我が国のデータベースコミュニティの状

況は，IPSJ にデータベースシステム研究会（DBS 研．当初，

データベース研究会として 1973 年設立，その後研究会名称

が変遷），（社）電子情報通信学会（以後，IEICE）にはデ

ータ工学研究会（1986 年設立．以後，DE 研），そして ACM 
SIGMOD 日本支部（1993 年設立．以後，SIGMOD-J）があ

った．ちなみに第 2 回 DASFAA 国際会議（DASFAA’91）
は 1991 年に東京で開催され，同年に我が国のデータベース

コミュニティのメーリングリストとして横田一正氏が運用

責任者となり dbjapan の運用を開始している． 
日本データベース学会を設立しないといけないという筆

者の強い想いは，1990 年代から 2000 年代にかけて，DBS
研，DE 研，SIGMOD-J を母体として，我が国のデータベー

スシステムに関する研究活動は興隆していたが，ややもする

と，「DBS 研は・・・」とか「DE 研は・・・」とかいう具

合に，本来ひとつのコミュニティであって然るべきなのに，

IPSJ と IEICE という巨大な学会をバックにした利益代表の

ような言動が見られており，それは我が国のデータベースコ

ミュニティにとっては大きな損失なのではないか，そのよう

な垣根は取り外されるべきではないか，という気持ちから来

ていた． 
ただ，DBS 研も，DE 研も，SIGMOD-J もそれぞれ我が

国のデータベースコミュニティにとって掛け替えのない活

動をしていたことも事実であった．たとえば， DBSJ 設立

の 2002 年 5 月時点で，DBS 研は「夏のデータベースワーク

ショップ」と秋には「DBWeb（旧 ADBS）」を，DE 研は

「DEWS」をそれぞれ通常の研究会開催とは別に開催してい

たし，SIGMOJ-J は産学連携を旨に，「大会」や講演会やチ

ュートリアルを開催していた．IPSJ では当時 DBS 研の主査

を務めていた田中克己氏や清木康氏が尽力して 1999 年に

TOD (Transactions on Databases)の創刊にこぎ着けていた．
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DBSJ を創設するにあたって，それらの活動を否定するつも

りはなく，ただ，我が国のデータベースコミュニティは「ひ

とつ」なのだから，縄張り意識を捨てて，大同団結して，

1+1+1は3よりずっと大きな値になるということを実現しよ

うということであった．したがって，DBSJ の設立にあたっ

て，まず皆に説明したことは，「バーチャルな e-学会として

の DBSJ」であった．すなわち，バーチャル＝大同団結であ

る（Virtual の本来の意味は「実質的」（にそこにある）と

いうことである．往々にして仮想的と訳されるが誤解を招き

やすい．ちなみに，仮想敵国は imaginary enemy である）．

言うまでもなく，データベースはハードウェア，ソフトウェ

ア，ネットワーク，ヒューマンインタフェースなどと並んで

情報処理の基幹技術であり，IPSJ や IEICE からデータベー

スに関する研究活動が抜けてしまうことは一学会にとどま

らず，我が国の国益をも損なう愚挙であると認識するから両

研究会を廃止して DBSJ に一本化することは考えない．ただ，

DBSJ 創設の暁には，DBS 研と DE 研の役割はこれまでとは

変わり，両研究会はそれぞれ DBSJ から IPSJ と IEICE へ

の「橋頭保」としての機能を担うことになるとの認識を強く

持って頂きたいということであった．加えて，当時ウェブ時

代が到来したことが強く意識されており，世の中はサイバー

スペースの時代であるとのことから，DBSJ と既存の 3 組織

（つまり，DBS 研，DE 研，SIGMOD-J）はインターネッ

トで強く結ばれ，有機的に機能すればよいことを象徴して「e-
学会」とした．2002 年 5 月 21 日の設立総会で承認された定

款の第 4 条では DBSJ の目的を次のように謳っている． 
「本会は（社）情報処理学会データベースシステム研究会，

（社）電子情報通信学会データ工学研究会，ACM SIGMOD
日本支部と連携して，データベースに関する科学・技術の振

興をはかり，もって学術，文化，ならびに産業の発展に寄与

することを目的とする．」 
DBSJが具体的に展開した事業や改革については以下に紙

面の許す限り詳細に述べるが，図 1 に設立趣意書[1]に当時記

載された DBSJ の姿を示す．そこには，DBSJ のもとに我々

データベースコミュニティが有する資産が集結されるイメ

ージがデータベースの記号（ディスク装置）で表わされてい

る．本会のロゴマークであるが，2003 年 9 月 12 日開催の第

6 回 DBSJ 理事会で原案を披露し，その後，相良毅氏に手伝

ってもらい 2004 年 6 月 12 日に完成したが，それはこの精

神を表象するべくデザインされている． 
 

 
図 1 バーチャルな e-学会としての DBSJ 

Fig. 1. DBSJ as a Virtual e-Society 
 
1.3 DBSJ の会員制度 

DBSJ は上記のように既存の 3 組織が大同団結して創り上

げる組織なので，会員の在り方に腐心した．DBSJ を創ると

なったとき，「また，（年会費）一万円とられるのですか」

と言う人もいたし，何より 3 組織の会員として DBS 研ある

いは DE 研に登録している人たちは，すでに研究会の登録費

を支払って，我が国のデータベースコミュニティにコミット

しているわけであるから，そのような人たちからまた会費を

徴収するわけにはいかないと考えた．加えて，DBS 研や DE
研との差別化を図る必要があると考え，DBSJ には「産学連

携」を重視する認識を盛り込んだが，これは SIGMOD-J の

設立がそれを掲げた精神に抵触する．一方で，DBSJ が独立

した学会としてその活動を展開するには，会員の年会費を主

たる収入源としたい．その意味では，DBSJ 設立の趣旨に賛

同していただける企業に会員になってもらい応分の年会費

をいただきたい．ただ，すでに，SIGMOD-J に同様の趣旨

で「法人会員」がいる．名称の衝突を避けるために，企業の

会員を「維持会員」としたが，いうなればパイは同じで，法

人会員から維持会員への本格的な移行は DBSJ と

SIGMOD-J との一体運営を待つこととなった（4.1 節）． 
正会員の年会費については，当初，DBS 研と DE 研の登

録員, および SIGMOD-J の会員であれば無料，それ以外の

正会員は 3,000 円としたが，2003 年（平成 15 年）3 月 3 日

～5 日に石川県片山津温泉で開催された第 1 回 DBSJ 年次大

会（＝DEWS2003）で（覚書を交わした）全発表をビデオ

収録し，本会のウェブサイトからストリーミング配信したこ

とに伴い，正会員の種別を，DBS 研又は DE 研に登録して

いる会員，あるいは年会費 3000 円を支払っている会員を「正

会員（フルアクセス権付）」，そうでない正会員を「正会員

（フルアクセス権無）」とした．前者の特典は，その動画配

信を閲覧でき，DBSJ が主催・共催する行事への参加費が年

会費に十分見合うだけ割引になろうということである．なお，

学生会員と名誉会員の年会費は無料，維持会員の年会費は一

口 5 万円で何口でも可，何れも入会費は無料とした． 
1.4 DBSJ の会員数推移 

DBSJ の会員数推移を表 1 に示す．備考欄では注として若

干の補足説明をしている．会員数は毎年総会で報告してきた． 
表 1 設立以来 10 年の DBSJ の会員数推移 

Table 1. Ten Years of the Number of DBSJ Members 
調査年月日 正会員数 学生会員数 維持会員数 備考

2002.09.30 236 108 5 注 1）
2003.03.25 292 138 8 注 2）
2004,07.05 368 278 10 注 3）
2005.06.28 427 165 11 注 4）
2006.03.09 1085 274 12 注 5）
2007.06.28 1231 約 300 23 注 6）
2008.06 1380 約 300 23
2009.06 1510 約 300 19 注 7）
2010.06.25 1395 約 300 16
2011.06.10 1401 約 300 16
2012.06.15 1509 約 300 16 注 8）
注 1）維持会員 5 社は次の通り（口数は省略）：マイクロソフト，日

本オラクル，リコー，日立製作所，日本アイ・ビー・エム． 
注 2）292 人中 135 人が DBS 研登録者，48 人が DE 研登録者，186
人が SIGMOD-J 登録者，48 人が本会独自．292 人中 190 人がフル

アクセス権付（DBS 研．DE 研に共に登録している者がいるため）． 
注 3）368 人中 155 人が DBS 研登録者，55 人が DE 研登録者，215
人が SIGMOD-J 登録者，78 人が本会独自． 
注 4）学生会員数は卒業・修了者を削除した結果減少． 
注 5）DBSJ と SIGMOD-J の一体運営を開始し，SIGMOD-J の正

会員と学生会員がすべて DBSJ に移行し，名寄せを行った結果の数．  
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注 6）DBSJ と SIGMOD-J の一体運営に伴い，SIGMOD-J の法人

会員が DBSJ の維持会員にすべて移行した．学生は卒業・修了者を

掴みにくく概数． 
注 7）その前後の正会員数を見ると，この値は 1390 程度であろう． 
注 8）この時点での維持会員 16 社は次の通り（口数は省略）：日本

オラクル，日立製作所，リコー，日本アイ・ビー・エム，NTT，富

士通，東芝，ビーコンＩＴ，DTS，NTT データ，日本電気，三菱電

機，SRA OSS, Inc.日本支社，日本 SQI ，特許庁，ブライセン． 
少々，プライベートな記事になるが，記しておきたい思い

出がある．2002年5月にDBSJを設立して間もなく，会員名

簿を整備し始めたとき，誰を会員番号「1」番にするかが問

題になった．初代会長を1番にするか，設立準備会世話人代

表を1番にするかである．上林さんに電話して，どうしよう

と話すと，「それは初代会長やろ」という．片や，「いや，

設立準備会世話人代表でしょう」といってお互い譲る気配が

ない．時は経ち7月下旬に，別の用事で電話していたときに，

「ところで，上林さん，あれどうする．2番でいいですか？」

と切り出すと意外な返事が返ってきた．「2番はいやや，3
番にして」．同時に國井秀子氏を2番にすることが決まった． 
 
2. 始動した DBSJ 
2.1 第 1 回 DBSJ 理事会開催 

2002 年 5 月 21 日に産声をあげた DBSJ の第 1 回理事会

は同年 10 月 1 日（火）午後 6 時～8 時 15 分にお茶の水女子

大学理学部 3 号館 2 階会議室で執り行われた．そこでは，思

わぬハプニングが待ち受けていた．台風が東京を直撃したの

である．当時の議事録をあたってみれば次のような記録が残

っている（議事録冒頭部分．議事録文責：増永）． 
「前日まで全く認識がなく，今日は天気が悪いなと思いつつ大学

にきたら，齊藤豊理事からのメールで台風接近を知った．特別に大

型らしい．．田中克己理事（京大）からも連絡が入る．慌てて研究

室の TV をつけて情報収集，その結果台風 21 号は夜 9 時ごろに，東

海－関東に上陸の模様と知る．しかし，曇天ながら東京は全く平穏，

本日は理事会を開催するのですか，しないのですか，については｢開

催します｣と皆様に，メールを発信．嵐の前の静けさとは，このこと

を言うのですね．実感しました．相次いで，吉川正俊理事（名大），

西尾章治郎理事（阪大）とも連絡が取れて，東京に行くのはいける

が，帰って来れないと．．．ということで，急遽欠席．そのうち，

12 時ごろに上林弥彦会長から電話が入る，東京にいて今からお茶大

に来られるという．12 時半ごろから 2 時 15 分ごろまで，今夕の理

事会に関して急遽会談．あとを任されて，上林会長は今ならまだ動

いている新幹線で一路京都へ． 
当初，14 名の出席者のはずが，上林，田中，吉川，西尾と関西勢

が欠席となり，10 名開催か．午後 3 時ごろ，富士通の今村浩一氏（藤

田眞彦理事の代理）から電話が入り，富士通沼津工場は全員退社命

令が出されて，本日は無理と連絡有．石川博理事から理事会には出

席したいが，自宅の川崎市には既に警報が 4 つ出ており，自宅に急

ぐので，理事会は無理との連絡有．芳西崇氏（吉田孝理事の代理）

から夕刻，今日は理事会はあるのですね？と確認の電話．そろそろ

外は暴風雨の様相を呈している．それでも，午後 6 時には，不気味

な雨風の中，ずぶ濡れになりながら喜連川優理事，坂上秀昭理事，

芳西崇氏，白田由香利理事，齊藤豊理事，少し遅れて岩田修理事，

そして小生の 7 名がお茶大理学部会議室に集結，予定通り午後 6 時

より，理事会を開催した．福田剛志理事からは遅れると事前に連絡

をもらっていたが，所用を終わられたときは暴風雨の中で東急線の

中央林間で，それからお茶大を目指してもどうなるか分からないと

のことで，断念されたとのこと．それは的確な判断． 
そのような中，会議は一種異様な雰囲気の中で執り行われ，大げ

さに言えば，鬼気迫るものがありました．2 時間 15 分，気が付けば

午後 8 時 15 分で，これ以上会議をやっていてはヤバイと直感，皆決

死の思いで帰路についた．あとで，TV を見れば，丁度そのころ，台

風は川崎市に上陸していた．（今回，ご出席くださった皆様，大丈

夫だったでしょうか．．心配しておりました．） 
「雨降って地固まる」って言うけれど，これは降りすぎ．風も余

計．でも，その中，お集まりいただいた面々，本当に日本のデータ

ベースの行方を案じて，馳せ参じた．台風は足早に去りましたが，

あまり邪魔しちゃいけないと台風も思ったのかも．．．」 
当日の理事会では，DBSJ とマイクロソフトの共催プログ

ラムの選考結果，各種委員会の設置と運営，DBSJ 論文誌

「DBSJ Letters」の創刊号の刊行などが審議され，DBSJ
の 9 月 30 日時点の収支報告，ならびに会員状況報告がなさ

れた． 
なお，2002 年 5 月 21 日の DBSJ 設立総会で選出された役

員は表 2 の通りであり，初年度の DBSJ の運営に献身した． 
表 2  DBSJ の設立総会で選出された役員 

Table 2. DBSJ Officers Elected at the 1st DBSJ Assembly 
会長 上林弥彦 
副会長 増永良文，國井秀子 
理事 清木康（DBS 研主査），吉川正俊（DE 研委

員長），喜連川優（SIGMOD-J 支部長），石

川博，岩田修，齊藤豊，坂上秀昭，白田由香利，

田中克己，西尾章治郎，福田剛志，藤田眞彦，

吉田孝，横田一正 
監事 牧之内顕文，真名垣昌夫 
 
2.2 第 1 回 DBSJ 年次大会 

DBSJ 設立の 2002 年当時，学会が日本学術会議の登録学

術研究団体として認められる条件の一つに，年次大会を開催

していること，という項目があった．そのために，2002 年

度の年次大会を開催する必要があり，2003 年 3 月 3 日～5
日に石川県片山津温泉で開催された本来はDE研単独主催の

DEWS2003（第 14 回データ工学ワークショップ）に DBSJ
が共催させていただき，第 1 回 DBSJ 年次大会と位置付けて

もらった．そのような経緯があり，DEWS （現 DEIM）は

今でも DBSJ の年次大会を兼ねている．DEWS2003（＝第 1
回 DBSJ 年次大会）への DBSJ の貢献は，当時（株）リコ

ーが開発していた MPMeister を使用して，飯沢篤志氏らの

協力のもと，同意を得たすべての発表をビデオ収録し，DBSJ
のウェブサイトからストリーム配信し始めたことを挙げら

れる．これは 2003 年 4 月 28 日付の日本経済新聞朝刊で「学

会の映像ネット配信 日本データベース学会説明資料も収録」

と採り上げられた．正会員（フルアクセス権付），維持会員，

学生会員はこのストリーム配信を受信できる．なお，2011
年 2 月 27 日～3 月 1 日に修善寺で開催された DEIM2011 よ

り，収録は通常のビデオを用いて行われるようになったが，

MPMeister を用いたビデオ収録は長らく，京都大学（田中

研），大阪大学（西尾研），筑波大学（北川研），東京工業

大学（横田研），お茶の水女子大学（増永研・渡辺研）の学

生・院生の協力により撮影隊が編成され執り行われたことを

記して，深く謝意を表したい． 
なお，年次大会開催の必要性のもととなった日本学術会議

の登録学術研究団体の制度は撤廃され，2005年 10月から「協

力学術研究団体」制度に変わった．その時点で申請をし，

DBSJ は協力学術研究団体として認められている．また，本

会は 2003 年 7 月 23 日に特許庁より発明の新規性喪失の例

外規定（特許法第 30 条）の指定を受けている． 
2.3 第 2 期 DBSJ の運営体制 
総会は定款の改定や役員の選出など DBSJ の最高の意思
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決定機関であるが，理事会は，DBSJ を運営するための最高

の意思決定機関である．その理事会は，上記の通り 2002 年

10 月 1 日に始動し，その後，2002 年度の理事会は 2003 年

1 月，同 3 月に第 2，3 回が開催され，それ以降は，毎年度 5
月，7 月，9 月，11 月，1 月，3 月と 2 ヶ月に一度開催され

てきた．ちなみに，2012 年 6 月 23 日に第 11 回 DBSJ 総会

が青山学院アスタジオで開催されて，DBSJ は設立満 10 年

を迎えたが，それまでに開催した理事会は 58 回を数えた． 
ここで，DBSJ の第二期運営体制について記しておく．

2002 年 5 月の DBSJ 設立総会で承認・制定された定款の第

21 条で「役員の任期は 1 年とする．ただし再選を妨げない．」

と謳っている．これには若干事情があって，当初任期は 2 年

とすることを考えたが，初代会長をお願いする上林弥彦氏が

2003年度からは IEICEの情報・システムソサイエティ（ISS）
の会長に就任することが決まっていた．そうすると上林氏に

は DBSJ と IEICE-ISS という二つのいわば利害が対立する

ような局面もあるかもしれない，そのような学会の二つの会

長を同時に務めてもらうことになるが，それは避けた方がよ

いとの認識に至り，では役員の任期を 2 年として上林会長が

途中 1 年で辞任するのか，そうではなく 1 年任期にしておい

て，自然な形で次期役員を選出するのか，どちらを選択する

か，ということとなった．我々は，後者を選択したというこ

とである．他の理由としては，1 年任期にしておけば，役員

の選考に自由度が増す，ということもあった． 
このような経緯で，2003 年 5 月 23 日（金）午後 5 時 30

分～午後 7 時まで，慶応義塾大学三田キャンパス北新館大ホ

ールで開催された第 2回日本データベース学会総会で表 3に

示される役員が選出され，DBSJ はこの体制で 2011 年度末

まで9年間運営されることとなった（理事・監事は適宜改選）． 
表 3 第 2 回 DBSJ 総会選出の DBSJ 役員 

Table 3. DBSJ Officers Elected at the 2nd DBSJ 
Assembly 

会長 増永良文 
副会長 田中克己，國井秀子 
理事 石川博（DBS 研主査），横田治夫（DE 研委

員長），北川博之（SIGMOD-J 支部長），岩

田修，上林弥彦，喜連川優，清木康，齊藤豊，

坂上秀昭，白田由香利，西尾章治郎，福田剛志，

藤田眞彦，吉川正俊，吉田孝，横田一正 
監事 牧之内顕文，真名垣昌夫 

 
2.4 評議会と総会 
総会は事業計画及び収支予算の承認，事業報告及び収支決

算の承認，役員の選出，定款の改定などを行う DBSJ の最高

の意思決定機関である．定款に基づき，毎年度終了後 4 ヶ月

以内にそれを開催してきた． 
一方，DBSJ は産学連携を強く謳っており，財政的にも多

くを維持会員の会費に依っている．そこで，DBSJ の運営に

あたり，学界のみならず産業界からも積極的に意見を聴き，

その運営に資したいと考え，このために評議会を設置した．

この設置は定款で謳われている．評議会の構成員は維持会員

で，毎年度 1～2 回開催されてきた． 
 
3. DBSJ の事業展開 

DBSJ はその定款[2]の第 5 条で，設立当初より，執り行う

事業を次のように規定している． 

第 5 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を

行う． 
1．学術研究論文誌の刊行 
2．学会誌(ニューズレター)の刊行 
3．学術的会合の開催 
4．国際協力の推進 
5．その他目的を達成するために必要な事業 

学術研究論文誌の刊行は DBSJ Letters の刊行に始まる

（3.1 節）．ニューズレターは DBSJ が e-society であること

を意識して，2008 年 10 月より横田一正氏らの貢献により

DBSJの年間アクティビティを定期的にdbjapanに配信する

形で刊行されている．学術的会合の開催は，我が国のデータ

ベースコミュニティである DBSJ，DBS 研，DE 研，そして

SIGMOD-J が一丸となり最も腐心したとことである（4.2
節）．国際協力の推進では中国データベース学会（CCF-DBS）
との定期的な交流を積極的に推進したことと，北川博之氏が

General Chair を務めた DASFAA2010 のつくば開催を本会

は共催団体として全面的に支援したこと．そのために，喜連

川優氏が General Co-char を務めた東京開催の ICDE2005
との関連で創設された「DBSJ 国際協力基金」から seed 
money を支出したことなどが特筆できる．DBSJ が組織する

国際会議の構想については 3.4 節で私見を述べる．その他目

的を達成するために必要な事業としては，産学連携推進プロ

グラムの実施（3.2 節），表彰制度の確立（3.3 節）を特に挙

げることができる．本会の使命に基づき，幾つか本会独自の

学術的会合が組織化されている（3.4 節）．これは縁の下の

力持ち的事業展開になるが本会のメーリングリスト

dbjapan の運用と本会ホームページの開発・維持・管理につ

いてもその概要を示しておく必要がある（3.5 節）．男女共

同参画学協会連絡会へのオブザーバ加入（2004 年 5 月 20 日

連絡会承認）も行っている． 
3.1 DBSJ 論文誌の刊行 
論文誌の刊行は学会の大きな使命である．しかし，DBSJ

は DBS 研，DE 研，そして SIGMOD-J と大同団結して成り

立つ学術団体である．DBS 研は固有の論文誌 TOD
（Transactions on Databases）を刊行する状況を IPSJ でよ

うやく整え，1999 年 1 月にそれを創刊している．一方，DE
研は IEICE で和文 D 分冊での特集に力を入れている状況で

あり，これらのアクティビティとは抵触しないことが求めら

れた．そのために考案した方式が，「座長推薦」方式であっ

た．これは，「日本データベース学会論文誌 編集方針と投

稿規程，査読プロセス,および論文様式」[3]で，次のように

定められている． 
「本学会が主催・共催する行事における発表から，当該セ

ッションの座長は，編集委員会からの依頼に基づき，論文誌

に掲載するに値すると判断する発表を選出して，それらを編

集委員会に推薦する．編集委員会は座長推薦を協議し，その

結果に基づき発表者に論文誌への投稿を促す．」 
また，TOD や D 分冊との競合を避ける意味で，論文誌の

名称は「日本データベース学会 Letters」（DBSJ Letters）
とし，論文長も A4 版で 4 ページとした（字数は TOD のよ

うな B5 版の論文誌なら 6 ページに相当）．加えて，論文の

評価基準は，信頼性は当然高くないといけないが，新規性，

有用性，完全性よりは速報性と萌芽性を高く評価することと

した．現在もこの基準は守られている．DBSJ Letters Vol.1, 
No.1 は 2002 年 7 月 17 日～19 日に日光国立公園・鬼怒川温

泉で開催された夏のデータベースワークショップでの発表
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から座長推薦された 17件の論文を収録して 2002年 10月 25
日に刊行された．その巻頭に筆者が著した DBSJ Letters 刊

行の目的と意図が掲載されている[4]． 
DBSJ Letters は 2002 年度に 2 号，その後は 2007 年度ま

では各年度 4 号刊行された．DBSJ Letters が定着するに従

い，自由投稿論文の要求が高まり，Vol.2, No.3 を全て自由投

稿としてそれを開始した．査読方式であるが，評価基準は上

述の通りであるが，「一気方式」と称して，査読結果は採録

か不採録のどちらかとすることとした．その結果，投稿して

から（採録されて）掲載されるまで 3 ヶ月という短いスパン

を実現し．DBSJ Letters の魅力の一つとなった．自由投稿

が多くなったが，その査読は厳格に行われた．定着するにつ

れて，論文長を 4 ページから 6 ページに増やしてほしいとい

う要求や，それにより論文誌としての格が一段と向上するこ

となどが期待されるという理由から，編集委員会の議を経て，

理事会の承認を受けて，2008 年度刊行から論文誌名を「日

本データベース学会論文誌」（DBSJ Journal）とし，論文

長も 6 ページとした．なお，2010 年度第 9 巻から年間 3 号

の刊行となったが，これは 2009 年度から我が国のデータベ

ースコミュニティの年間行事が，夏の iDB Forum，秋の

WebDB Forum，そして春の DEIM の 3 つに再編されたこと

と連動している．自由投稿論文数は増加し，1 本の投稿論文

に 3 人の査読者を割り当てるので，編集委員の負担は軽くは

なかった．表 4 に 2008 年度，つまり Journal へ移行した年

の日本データベース学会論文誌編集委員会メンバーを示す． 
表 4 DBSJ 論文誌編集委員会メンバー（2008 年度） 
Table 4. DBSJ Journal Editorial Board (Year 2008) 
編集委員長 増永良文 
編集委員 天笠俊之，有川正俊，有次正義，石川佳

治，鬼塚真，北上始，清木康，櫻井保志，

高須淳宏，土田正士，富井尚志，豊田正

史，中島伸介，中野美由紀，原隆浩，福

田剛志，宮崎純，森嶋厚行，森本康彦，

山名早人 
  
なお，論文誌を刊行するにあたり，それをどのように公開

するか，いささか議論したが，e-学会としての DBSJ は論文

誌すべてを DBSJ のウェブサイトから「無料」で一般公開す

ることとした．ただし，論文誌の購読を希望する図書館に応

えるためと，収録された論文の著者への論文別刷としてハー

ドコピーを配布するべく，冊子体版を用意している．ウェブ

公開版，冊子体版それぞれに ISSN を取得している． 
また，世界に向けて我が国の情報科学技術情報を合同で発

信するために IPSJ が幹事学会となって構成された編集会議

IMT（Information and Media Technologies）が 2005 年 10
月に設立されたが，本会は 2007 年度より IMT に参加し，

DBSJ 論文誌に収録された英文論文は合同アーカイブ IMT
に収録され，J-STAGE からウェブ公開されている． 
3.2 産学連携推進事業 
 DBSJ は設立当初から DBS 研と DE 研との差別化を図る

ために産学協同を掲げた．しかし，SIGMOD-J はまさしく

産学協同を旗頭に，鋭意活動を行っていた．ただ，SIGMOD-J
は講演会やACM SIGMOD 国際会議報告を執り行っていた．

そこで，DBSJ では，それとは別の事業を展開することによ

り，我が国のデータベースコミュニティに資するために，「産

学連携推進プログラム」を考案した．早速，2002 年度から

日本データベース学会産学連携推進委員会（委員長は喜連川

優氏）を置き，DBSJ 創設（2002）年度に「日本データベー

ス学会・マイクロソフト株式会社共催データベース研究支援

プログラム」を実施し，2003 年度以降は「日本データベー

ス学会・日立製作所共催日立 HiRDB アカデミック支援プロ

グラム」を開始した．アカデミック支援プログラムは定着し，

引き続いて 2005 年度より「日本データベース学会・富士通

共催富士通 Shunsaku アカデミック支援プログラム」，2007
年度より「日本データベース学会・東芝ソリューション・東

芝共催東芝ソリューション TX1 アカデミック支援プログラ

ム」，2010 年度より「日本データベース学会・日立製作所

共催 uCSDP アカデミック支援プログラム」が開始され現在

に至っている．このプログラムにより，DBSJ 会員は申請し

選考されると，HiRDB，Shunsaku，TX1，uCSDP を無償

で教育や研究に使用できる． 
3.3 表彰事業 
 「学会創ったら，表彰せにゃあきまへん」と忠告をしてく

れたのは，西尾章治郎氏であった．早速 2002 年度に表彰委

員会（委員長，西尾章治郎氏）が設けられ，「日本データベ

ース学会功労賞規程｣ と「日本データベース学会論文賞規程」

が 2003 年 1 月開催の第 2 回 DBSJ 理事会で承認された．功

労賞は 2003 年 3 月に石川県片山津温泉で開催された第 1 回

DBSJ 年次大会（＝DEWS2003 ）で｢dbjapan の運用 10 年

に対する功績｣を称えて横田一正氏 に贈呈された．その後も

功労賞は DBSJ 年次大会（＝DEWS．現 DEIM）で授賞さ

れている．一方，論文賞は 2002 年度の創刊年は 2 号と刊行

号数が少なかったので2003年度の第2巻と合わせて選考し，

初めての DBSJ 論文賞は 2004 年 7 月 14 日に奥道後温泉で

開催された第3回DBSJ総会で豊田正史氏と喜連川優氏の共

著論文に授与された．論文賞選考委員会は論文誌編集委員会

が兼ねている．  
 2004 年（平成 16 年）2 月 6 日に，我が国のデータベース

コミュニティに激震が走った．DBSJ 初代会長であった上林

弥彦氏が脳内出血で急逝されてしまったのである[5]．当時の

DBSJ 会長として，筆者は恐怖におののきながら DBSJ のメ

ーリングリスト dbjapan と SIGMOD-J のメーリングリスト

sigmod-japan に訃報を流した．その後，ご遺族から 30 万円

が DBSJ に寄付され，その寄付金を生かすべく，「上林奨励

賞」を 2004 年 11 月 12 日の第 13 回理事会承認で設けた．

この賞は，「データベースに関する研究・技術に対して国際

的に優れた貢献を行った若手会員を奨励するため」である．

上林奨励賞は 2005 年 2 月 28 日～3 月 2 日に九十九島観光ホ

テル（佐世保市）で開催された第 4 回 DBSJ 年次大会（＝

DEWS2005）で石川佳治氏と有村博紀氏に初めて贈呈され，

その後毎年年次大会にて授賞式が執り行われている． 
 優れた業績をあげている本会維持会員に，功労賞に相当す

るような賞を授賞できないか検討してきた経緯があった．検

討の結果，2009 年度より「業績賞」を設けた．初めての業

績賞は日立製作所ソフトウェア事業部が受賞した． 
表彰事業を円滑に推進するために当初より表彰委員会が

設置されており，西尾章治郎氏，吉川正俊氏，清木康氏が委

員長を務めた．功労賞，上林奨励賞，業績賞，そして論文賞

の受賞者一覧は本会ホームページ（http://www.dbsj.org）に

掲載されている． 
3.4 研究推進事業 
 このコミュニティにおいて，いわゆる研究会は DBS 研と

DE 研で十分である．したがって，DBSJ にはそれらと抵触
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するような研究会は置かないことを旨としている．このよう

な認識のもとで，DBSJ は「ビジネスインテリジェンス研究

グループ」（BI 研）を 2003 年度に設置した（3 年ごとの更

新）．理由は産学連携を研究活動のレベルで推進するためで

ある．具体的には，日本オペレーションズ･リサーチ学会（マ

ーケティング･データ解析研究部会）や NTT データ技術開発

本部（事務局）らが共催して 1994 年より毎年開催してきた

「データ解析コンペティション」，およびビジネスインテリ

ジェンスに係る研究活動を支援するためである．BI 研のキ

ックオフを兼ねて 2003 年 3 月 3 日開催の第 1 回 DBSJ 年次

大会（＝DEWS2003）でパネル討論会を開催した． 
 徹底的にインタラクティブで，聴けば誰でも分かることを

旨とした「とことんわかるデータベース」チュートリアルを

企画し，2004 年 5 月の第 10 回 DBSJ 理事会で承認された．

北川博之氏と筆者の発想によるものである．第 1 回は 2004
年 12 月 20 日にお茶の水女子大学を会場に「とことんわかる

SQL99」を開催，第 2 回を 2006 年 4 月 24 日に東工大を会

場に日本 PostgreSQL ユーザー会の協賛を得て，「とことん

わかる PostgreSQL インサイド」を開催し，170 名の出席を

得て盛会であった．この企画は最近途絶えているが，会員の

期待度は高いと判断している． 
 SIGMOD-J と本会の一体運営については 4.1 節で記すが，

一体運営に伴い，SIGMOD-J が開催してきた「SIGMOD-J
大会」は装いも新たに「先端的データベースと Web 技術動

向講演会」となった．この講演会の企画と運営には

SIGMOD-J が責任を持ち，データベース分野の三大国際会

議である SIGMOD，VLDB，そして ICDE へ若手研究者を

派遣してその報告を柱にタイムリーな講演を企画すること

で，年 3 回開催されている．ちなみに「講演会」の初回は

2008年 6月 17日に東工大を会場に横田治夫支部長のもと開

催されている．上記国際会議への若手研究者派遣には一定の

出費を伴うが，そのための資金の捻出は SIGMOD-J と一体

運営を行う本会が責任を持つ． 
 さらに，本会の機構改革については 4.3 節で記すが，2009
年5月に設置された機構改革検討委員会が最初に行ったこと

は本会のミッションの見直しであった．そして，強く認識し

たことは，本会のミッションは本会創設当初定款第 4 条に定

めた本会の目的「データベースに関する・・・」を遥かに超

えていて，今や本会が掲げるべき目的は「データベース，メ

ディアコンテンツ，情報マネージメント，ソーシャルコンピ

ューティングに関する人材の育成と科学・技術の振興をはか

る」ことであると認識するに至り，2010 年 6 月に開催され

た第 10 回 DBSJ 総会で，そのように定款を改訂した．そし

て，この改訂と呼応して，本会総会開催をそのプログラムの

中に組み込む形で，2010 年度より本会主催で「ソーシャル

コンピューティングシンポジウム」（SoC）を開催すること

とした．DBS 研，DE 研はもちろん，IEICE WI2 研（土方

嘉徳委員長）の協賛もいただいている．ソーシャルコンピュ

ーティングは極めて学際的であるが故に，この分野で研究活

動を行おうとする者はホームグラウンドを求めている．

SoC2010 は手探り状態であったが，SoC2011 ，SoC2012 と

回を重ねるごとに盛会となり定着しつつある．我が国の国際

化がなかなか進まない現状に一種の焦燥感を抱いている会

員も少なくないと思うが，SoC をアジア・パシフィック諸国

を巻き込んだ国際会議，たとえば DBSJ Asia-Pacific 
Conference on Social Computing として発展させていくこ

とは，求められている方向性ではないか，と筆者は強く考え

ている． 
3.5 電子化事業と事務局 
 ウェブ時代の学会運営にあたって，ウェブサーバの運用と

会員を電子メールで結ぶメーリングリストは欠かせない．そ

れに加えて大事なことは，会員管理のためのきちんとしたデ

ータベースとそれ上のアプリケーションプログラムの開発

である．本会は設立当初より電子化委員会（現，電子広報委

員会）を置き，岡山県立大学の横田一正氏と国島丈生氏がそ

れらの運営にあたってきた．両氏の貢献は筆舌に尽くし難い

ほど大きい．ただ，会員管理については，年会費の自動請求

システムを検討してきたが，セキュリティの観点から現在の

http ベースのシステム構築についての見直しも含めて，再検

討されている．出来るだけ早期の決着が期待される． 

なお，ここで本会の事務局体制について一言述べておく．

設立以来，週 3 日～4 日，パートの事務職員を置いてきた（定

款で認められている）．主な職務は，庶務．会計，DBSJ 論

文誌の編集，そして会員管理（主として年会費請求）である．

この事務局業務の遂行上からも，上記の会員管理システムの

早急な構築が望まれている． 
 
4. 我が国のデータベースコミュニティのより良

き姿を求めて 
 本章では，本会を創設した趣旨がそこにあるから特に力が

入った SIGMOS-J と DBSJ の一体運営の実現と我が国の一

貫したデータベースカレンダーの策定，そして DBSJ 自体の

機構改革について記す． 
4.1  SIGMOD-J との一体運営 

DBSJ を創設した時から，産学連携を標榜する本会と

SIGMOD-Jとの関係をどうするか，問題意識の中にあった．

まず，SIGMOD-J という組織について，その目的は支部規

約[6]に記載されているが．それを達成するために，支部大会，

講演会，チュートリアルを開催していた．  
さて，SIGMOD-J と DBSJ の関係をどうするかは理事会

でも慎重に意見交換されてきた．理事会の議事録を辿ると，

2004年 11月 12日の第 13回理事会で会長より初めて議題と

して提供された．最大の論点は SIGMOD-J は法人会員と称

し，DBSJ は（それとの衝突を避けるために）維持会員と称

したが，同じパイの企業の会員の協力をその運営にそれぞれ

必要としているので，お互いどうするか，であった．

SIGMOD-J は 1993 年 7 月に設立され，さまざまなイベント

を開催してきたが，特に「大会」はデータベースコミュニテ

ィでひとつの根付いた行事になっていた．したがって，

SIGMOD-J を解散するべきであると主張する人はいなかっ

た．模索されたのは「一体運営」である．SIGMOD-J は設

立以来，初代支部長を石井義興氏（1993～1995），2 代目を

増永良文（1995～1999），3 代目を喜連川優氏（1999～2003），
4 代目を北川博之氏（2003～2007），5 代目を横田治夫氏

（2007～2011），6 代目を川越恭二氏（2011～）が務めて

いるが，一体運営の話は，北川博之氏が支部長となって具体

化した，論点は，両学会の会員資格の統合，メーリングリス

トの統合（これは本会電子化委員会と SIGMOD-J との最後

は人海戦術となった大変な作業の結果，2006 年 2 月 2 日に

sigmod-japan は dbjapan に統合された），入会手続きの一

元化であった．そのための審議を両学会ともそれぞれ十分に

行い，本会は 2005 年 7 月 8 日の第 17 回理事会で一体運営

を承認し，同年 7 月 14 日に奥入瀬渓流グランドホテルで開
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催された第 4 回日本データベース学会総会で増永良文・北川

博之連名の「日本データベース学会と ACM SIGMOD 日本

支部の一体運営について―会長・支部長見解―」を報告して，

一体運営がスタートした．それを受けて，2005 年度と 2006
年度の 2 年間の時限で DBSJ に副会長（SIGMOD-J 担当）

が新設され SIGMOD-J 支部長の北川博之氏が就任した．ま

た，それまでの SIGMOD-J の評議会に代わり，DBSJ 会長，

副会長 3 名，産学連携推進委員会委員長と DBSJ 維持会員

12 社，SIGMOD-J 法人会員 17 社からなる「評議会」を新

設し，主として法人会員から維持会員への移行と学会活動に

ついて企業の視点で高所大所から意見をいただく機関とし

て発足した．第 1 回 DBSJ 評議会は 2006 年 10 月 27 日に東

工大で開催された．法人会員から維持会員への移行は法人会

員それぞれの事情が伴うが，できれば 2007 年度に間に合う

ように移行手続きを完了してもらえるよう依頼した．法人会

員の対応は素早くて，両学会は 2007 年度から完全一体運営

を開始した（開始時の維持会員数は 23）．なお，SIGMOD-J
がそれまで開催してきた「大会」は DBSJ との一体運営を開

始してからは，「先端的データベースと Web 技術動向講演

会」に名称変更となった．その活動は 3.4 節で述べた通りで

あるが，講演会に「ACM SIGMOD 日本支部大会」の名称

は併記されており，ちなみに，2012 年 12 月に開催された第

15 回先端的データベースと Web 技術動向講演会は ACM 
SIGMOD 日本支部第 52 回支部大会となっている． 
4.2 我が国のデータベースカレンダーの策定 
 DBSJ を創設した時から，我が国のデータベースイベント

を関係者全員の総意で再検討して，一貫性のある我が国のデ

ータベースカレンダーを策定したい，という強い気持を持っ

ていた．上記のように 2006 年度には SIGMOD-J と DBSJ
との一体運営も軌道に乗った．そこで，2006 年 11 月 30 日

～12 月 1 日に京都大学で開催された DBWeb2006 の会議終

了後，「第 1 回 DBSJ 将来検討委員会（仮称）」の開催を，

会長名で，DBSJ 副会長（学界，SIGMOD-J 担当），DBS
研現主査，DBS 研次期主査，DE 研現委員長，DE 研次期委

員長，DBS 研主査経験者，DE 研委員長経験者として，田中

克己（DBSJ 副会長（学界）），北川博之（DBSJ 副会長

（SIGMOD-J 担当）），石川博（DBS 研現主査），角谷和

俊（DBS 研次期主査），佐藤哲司（DE 研現委員長），川越

恭二（DE 研次期委員長），清木康（DBS 研主査経験者），

西尾章治郎（DE 研委員長経験者），喜連川優（DE 研委員

長経験者），横田治夫（DE 研委員長経験者）の各氏に呼び

掛けた．委員会の会場は田中副会長の案内で京都大学近くの

百万遍にある割烹「琢磨」で，12 月 1 日の夕刻開催，この

会議に参加できた者は増永，田中，北川，石川（博），川越，

横田であった．配布した資料は筆者が用意した「我が国のデ

ータベースカレンダーの作成について」であった．会議は夕

方 5 時 10 分にスタートした．そこで，筆者がこの会議の趣

旨について冒頭説明したことは次の通りである． 
 「現在 DBSJ（＋SIGMOD-J），DBS 研，DE 研が研究会，

シンポジウムなど多くのイベントを開催しているが，一貫性

がない，目指すところが不明確である，若手に（うまくコミ

ュニティ全体として対処すれば無くせる）ロードがかかって

いる，などさまざまな問題点が指摘されるに至っている．こ

れは我が国のデータベースコミュニティとして真摯に受け

止めるべき問題点であり，今回を第一回として，2008 年度

（平成 20 年度）からのイベントカレンダーに反映できるよ

うに適宜会を重ねたい．」 

 引き続き，参加者全員から意見の陳述があり，それを受け

て実のある意見交換がなされた．DEWS や夏のデータベー

スワークショップの在り方，国際化への意識の高揚や対応策，

DBS 研と DE 研の連絡委員の一本化，若手研究者への雑用

軽減，Doctor 育成プログラム（Ph. D. Candidates 向けのワ

ークショップや Dr.コースの学生リストの整備）など，今か

ら見ても本質的な問題が俎上にあがった．東京に向けての新

幹線の時間があったため，会議は午後 7 時 30 分で打ち切り

となったが，次回は広島で開催される DEWS2007 でという

ことになった．その後，計 5 回にわたるミーティングでこの

改革に取り組むことになったが，琢磨の美酒に酔いしれたこ

とが忘れられず，当初用意した委員会名よりは「琢磨ミーテ

ィング」と呼ばれることになった． 
 計5回にわたる琢磨ミーティングで全員が同意したことは

次の通りである（ただし，このスキームは 2008 年度実施さ

れたが，2009 年度に向けて見直しが入る）． 
(1) DBSJ，DBS 研，DE 研が共同主催（＝共催）して，年

間 4 回，6 月，9 月，12 月，3 月にイベントを開催する．

3 組織からそれぞれ 1 名，共同実行委員長を出す

co-chair 制とする． 
(2) 6 月イベントは，JDB Forum と名付け，強化目的の指

名推薦制のドクター発表と国際会議（ICDE）報告を中

心とした合宿形式とする．9 月イベントは，IDB Forum
と名付け，（国内外の）若手研究者が中心的に参加する

国際シンポジウムで（それまで DBS 研が開催してきた）

夏のデータベースワークショップの発展形とする．12
月イベントは，DUET Forum と名付け，それまでの

DBWeb を母体に，産学連携フォーラムとし，学生・企

業のポスターレセプションや VLDB 報告を行う．3 月

イベントは，名称未定であるが，DEWS の発展形で，

卒論・修論を中心とした発表会とする． 
実際，2008 年度は上記にできるだけ忠実に，まず「jDB 

Forum」が 2008 年 6 月 19 日～20 日に小樽市民会館を会場

に開催された．Forum と称しているのは，この傘の下で jDB 
Workshop と研究会（DBS＋FI 合同研究会，と DE＋PRMU
合同研究会）が同時に開催されてひとつのフォーラムを成す，

というコンセプトである（以後，Forum はこの意味で用い

られている）．jDB Workshop では，2008 年 3 月に開催さ

れた DEWS2008 での発表の中から，および 3 組織からの推

薦による招待講演 13 件の発表が行われた．9 月イベントの

iDB Forum は 2008 年 9 月 21 日～23 日に飯坂温泉で開催さ

れた．開催趣旨としては，夏のデータベースワークショップ

がデータベースコミュニティの国際化を目指した iDB フォ

ーラムとして生まれ変わったとした．実際，韓国および中国

から著名な研究者 7 名が招待講演者を行い，12 件の英語に

よる口頭発表セッションおよび 15 年の英語ポスター発表が

あった．加えて，38 件の日本語発表があった．12 月イベン

トは従来の DBWeb が「WebDB Forum」と，装いを新たに

2012 月 12 月 1 日～2 日に学習院大学で開催された．Forum
であるので DBS 研究会が並走している．3 月イベントは

DEWS の後継として，2009 年 3 月 8 日～10 日にヤマハリゾ

ートつま恋で開催された．このイベントの名称をどうするか，

大いに悩んだが，西尾章治郎氏が始められこのコミュニティ

に定着した DEWS というイメージを残したいこと，しかし

守備範囲はデータ工学だけではなく広がりを見せているか

らそういう印象も与えたいこと，Web という言葉は WebDB
で使っていたことなどから，なかなか決まらなかった．その

特別寄稿 DBSJ Journal,Vol.11,No.3

February 2013

2013年  2月

日本データベース学会論文誌 Vol.11, No.3

― 7 ―



特別寄稿                           DBSJ Journal, Vol.11, No.3 
                                                     March 2013 
 

日本データベース学会論文誌 Vol.11, No.3 
2013 年 3 月 

8

時思いついたのが，Data Engineering and Information 
Management であった．Information Management という

用語が明確に入っているので田中克己氏もすんなりと同意

した．DEIM をどう読むのか native American に聞いたとこ

ろ，「ディーム」と発音するとのことであった． 
 さて，2008 年度，4 イベントを実施してみたが，その実行

を下支えする若手への負担が相変わらず重いことが明らか

となった．それは，イベント再編の本来の趣旨とは反する．

そこで，フットワークの軽さを信条とするこのコミュニティ

は，2009 年度からは，年間 3 イベントとすることとした．

すなわち，7 月末あるいは 8 月上旬に iDB Forum，11 月末

あるいは 12 月初旬に WebDB Forum，2 月末あるいは 3 月

上旬に DEIM を開催することとした．6 月イベントが消滅し

た形になったが，毎年 6 月に開催される DBSJ 総会と抱き合

わせでソーシャルコンピューティングシンポジウム（SoC）

が 2010 年度から毎年開催されることになったので，形を変

えた開催と考えてもよい．  
4.3 DBSJ の機構改革 
 DBSJはいわゆる任意団体として 2002年 5月 21日に発足

したわけであるが，学会としての社会的責任はそれが社会に

認知されていけばいくほど重くなる．DBSJ が DBS 研や DE
研と共催を進めていくうえで，一つ解決すべき問題点が明ら

かとなってきた．それは DBSJ が任意団体のままではいけな

いということである．たとえば，共催をし，IPSJ が会計を

司ると，剰余金が出ても IPSJ から DBSJ へその配分は本会

が任意団体であるが故に寄付行為にあたるので出来ないと

いう．IPSJ 事務局長，山名早人氏（DBS 研主査），筆者ら

の会談の結果，本会を法人化することとし，小石川税務署に

2011 年 7 月 29 日に出向き，DBSJ を「人格のない社団」と

して法人設立届出書を提出し受理され問題解決となった． 
2009 年 5 月 22 日の第 40 回 DBSJ 理事会で「機構改革検

討委員会」を設置した．委員は石井義興（委員長），清木康

（副委員長），田中克己，北川博之，土田正士，増永良文の

計 6 名で，「DBSJ のあり方についての検討結果を理事会に

答申する」ことが責務とされた．石井義興委員長のリーダシ

ップのもと，DBSJ の mission から始まり，実にさまざまな

事柄を率直に議論し合った．委員会は設置から 1 年半にわた

り計 15 回（各 2 時間半）全員が出席して（一部 TV 会議）

審議し尽した．その結果は，石井委員長より 2011 年 1 月 21
日開催の第 50 回 DBSJ 理事会で報告され，理事会承認され

た．その要点は三つある． 
(a) 2010年6月30日に開催された第9回DBSJ総会で，

本会の目的を謳う第 4 条を改訂したこと（3.4 節）． 
(b) 2011 年 6 月 18 日に青山学院アスタジオで開催され

た第 10 回 DBSJ 総会で，本会の役員を規定する第

14 条を改訂し副会長は「3」名まで置けること，また

21 条を改訂して役員の任期は「2」年としたこと． 
(c) 同じく，第 10 回 DBSJ 総会で，定款第 15 条を改訂

し，役員の改選にあたっては，「役員候補者選考委員

会」を置いて理事会が候補者を選出するとしたこと． 
2012 年 6 月 23 日に青山学院アスタジオで開催される第 11
回 DBSJ 総会での役員選任に向けて，2011 年 11 月 22 日の

第 55 回 DBSJ 理事会で役員候補者選考委員会（委員は，増

永良文（委員長），石井義興，西尾章治郎，清木康，横田治

夫，北川博之）を設置した．同委員会は 6 回にわたる審議を

重ね，「2012 年度選任 DBSJ 役員」の候補者を 2012 年 5
月 31 日の第 58 回 DBSJ 理事会に示し，理事会承認を得た．

そして，西尾章治郎氏を会長とする役員全員が第 11回DBSJ
総会で選任され，新しい執行部がスタートした． 
 
5. DBSJ，これからの 10 年 
現代社会は現在，ウェブに表象されているが，たゆまない

技術革新や輻輳する社会現象の問題解決に向けて新しい学

問分野が止め処なく出現している．我々はいま，データベー

スからソーシャルコンピューティングに視野に広げて研究

や技術開発に取り組んでいる．しかし，その次に来るものは

何か？本会は何事にも「フットワーク軽く」を掲げている．

それはとても重要なことだと思う．硬直化しないでほしい．

本会は企業ではない．学術団体である．妙なコスト対パフォ

ーマンスの論理は持ち込まないでほしい．会員数は単調増加

であり，大変喜ばしいことだが，量よりも質である．きっと，

これからも新しくて魅力的なことがこのコミュニティには

沢山ある．それを先導するのがDBSJであり続けてほしい． 
＜挑戦＞，無限の可能性を信じさせる響きがありません

か？これが，筆者をこの10年間支えてきた言葉です． 
 
[謝辞]  

本来ならばいちいち名前を挙げて謝意を表すべきであろ

うが，これまで DBSJ を支えてくださったさまざまな会員の

皆様に心より感謝する．また，会長職を退くにあたり，筆者

に「日本データベース学会名誉会長（創設者）」という称号

を本会が授与してくださったことを大変嬉しく思っている．

末筆ながら，西尾章治郎氏を会長とする新体制が，我が国の

データベースコミュニティを更なる高みに押し上げていっ

てくれることを信じて疑わない． 
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