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1.1.1.1.    リレーショナルデータモデルの誕生までリレーショナルデータモデルの誕生までリレーショナルデータモデルの誕生までリレーショナルデータモデルの誕生まで    
コッド博士の略歴は拙著[2]でも紹介しているが，筆者の
知らなかった側面が博士の訃報を報じたThe Mercury News 
[3]の記事にあるのでそれも参考にしながらリレーショナル
データベースの始祖がその提案までにたどった道のりをご
く簡単に紹介することから始めたい． 
コッド博士は皮加工業の父と学校の教師をしていた母と 
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Fig.1  Dr. Codd while in lifeFig.1  Dr. Codd while in lifeFig.1  Dr. Codd while in lifeFig.1  Dr. Codd while in life    
（ACCESS， Vol．12，No．3，1986年5/6月号，p.9，  

日本アイ・ビー・エム（株）より転載） 
 
の間の7人兄弟の末っ子として1923年に英国のポートランド
近郊の町で生誕した．オックスフォード大学で数学と化学を
学び，学士と修士の学位を取得した．専攻の性格上兵役を延
期することもできたが英国空軍に入隊した．1948年25歳のと
きに米国に渡った．1949年に米国IBMに入社して，マンハッ
タンオフィスビルの2フロアを占めるほどの大きさの初期の
プロトタイプコンピュータの汎用多重プログラミング機能
を有するオペレーティングシステムの開発にプログラミン
グができる数学者として携わった．1953年に博士はカナダに
移住した．当時米国で吹き荒れたマッカーシー旋風
(McCarthyism)にフラストレーションを感じてのことであっ
た．その後，米国に戻り米国の公民となり，ミシガン大学Ann 
Arbor校の計算機及び通信科学科で学び1965年に博士の学位
を取得した．オートマトン理論がテーマであった．42歳頃の
学位取得であるから晩学である．1968年にはAcademic Press
から”Cellular Automata”という学術書を単著で刊行して
いる．IBMに復帰した博士はIBMプーケプシー(Poughkeepsie, 
N.Y.)での上司の低い評価に失望してカリフォルニアのサン
ホゼ(San Jose)市にあるサンタテレサ(Santa Teresa)開発研
究所に異動する．折しも世の中はソフトウェアの生産性を如
何に上げるかを標榜してソフトウェア危機(software 
crisis)が叫ばれていた只中であった．博士がそこで見たも
のは理論など全く存在しないデータ管理システムの惨憺た
る姿であった．“ドキュメントを読み始めたが，むかむかし
た”と博士は言ったという[3]．それが元々は数学を修めた
博士の代数的頭脳をいたく刺激したのであろう．単純にして
強力で美しきリレーショナルデータモデルの提案となって
結晶した． 
 

2222．リレーショナルデータモデルの意義．リレーショナルデータモデルの意義．リレーショナルデータモデルの意義．リレーショナルデータモデルの意義 
筆者がここで繰り返すまでもなく，リレーショナルデータ

モデルの提案は画期的で，それ以前はレコードとポインタを
使ってデータを表現して一部の専門的プログラマにしかそ
れを扱うことを許さなかったデータベースを，あまねくそれ
を利用したいと欲する人々に開放した．しかし，歴史的には，
リレーショナルデータモデルの提案は文字通りモデルの提
案であってデータベース管理システムの提案では決してな
かったから，従来型のネットワークデータベースを擁立する
人々からは猛反発を食らった．いわゆる第1世代のデータベ
ースを擁立するバックマン(C. W. Bachman) ― 世界で最初
の商用データベース管理システムであるIDSの開発者，その
功績によりACM Turing賞を1973年に受賞 ― らの反発で，彼
らとコッド博士を中心とするリレーショナル派の壮絶な論
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争は1974年のACM SIGFIDET Workshop (ACM SIGMOD Conference
の前身)を読むと今でもひしひしと伝わってくる． 
コッド博士が唱えたことは至極当たり前のことであった． 

（1）アプリケーションプログラムとデータは切り離されな
ければならない． 

（2）データモデルは単純・明快でなければならない． 
（3）データベースの構築と管理を経験と勘に頼ることから

脱却するには，データモデルは理論的基盤を持たなけ
ればならない． 

勿論，リレーショナルデータベースが第2世代のデータベ
ースとして世の中に認知されるようになったのはコッド博
士一人の貢献ではない．パフォーマンスのよいリレーショナ
ルデータベース管理システムを実際に作ってみなければ何
の説得力もない．1970年代前半に世界で幾つかの機関がリレ
ーショナルデータベース管理システムの研究・開発に取り組
んだが，その中でMike Stonebrakerが率いたカリフォルニア
大学バークレー校のINGRESプロジェクト，コッド博士のお膝
元IBMサンホゼ研究所のSystem Rプロジェクトの残した功績
は歴史的に重要である．INGRESは現在もPostgreSQLとして生
き残っているし，System Rの水準は高く，国際標準リレーシ
ョナルデータベース言語SQLの原型であるSEQUELを開発し，
またSystem Rのソースコードは完成度が高くIBMエンディコ
ット（Endicott, N.Y.）工場に渡して半年後にはSQL/DSとし
てIBM初の商用リレーショナルデータベース管理システムと
して出荷できたほどであったという．現在IBMにはDB2があり，
世界のデータベースシステムの大半はリレーショナルデー
タベース管理システムであるOracleが牛耳り，巨大な産業を
築いている． 1990年代に入り第3世代のデータベースとし
てオブジェクト指向データベース管理システムが世に出た
が，ビジネスデータを効率よく管理・運用できるシステムは
リレーショナルデータベース管理システムである．研究者サ
イドから一言付け加えるならば，集合論に裏打ちされたリレ
ーショナルデータモデルはデータベースの正規化理論など
様々な研究の舞台を提供してくれ，データベースを技術から
科学に昇格させた．ACMは博士の偉大な功績を称えるべく
1981年にTuring賞を授与している． 
 

3333．．．．CoddCoddCoddCodd博士の思い出博士の思い出博士の思い出博士の思い出 
 筆者はCodd博士と何度か会話をしたことがある．そもそも，
筆者がリレーショナルデータベースの研究を始めたのは
IIASA（国際応用システム解析研究所，ウィーン市郊外）の
Computer Science Departmentの研究員だったときで，1975
年頃である．Codd博士がいたIBM San Jose研究所はいわばメ
ッカのような聖地であるから，リレーショナルデータベース
を志した者として是非ともそこに行き研究がしたかった．そ
んな思いを日本IBMが聞き届けてくれて1982年から1年間そ
この分散型リレーショナルデータベースシステムSystem R* 
Projectの客員研究員となった． 
 IBM San Jose研究所の一員となり最初にCodd博士と交わし
た会話は｢なぜオートマトンの研究を止めたのですか？｣で
あった．筆者も博士と同じくオートマトン理論を研究して学
位を取得しその後データベースに心を奪われたからである．
質問に対して博士はおもむろに｢オートマトンの研究は理論
的には大変面白かったが，役に立つアプリケーションがなか
った｣と答えた．大いに共感したことを覚えている． 
 筆者がIBM San Jose研究所に滞在中に博士は何度か筆者の
オフィスを訪ねてくれた．筆者がリレーショナルデータベー

スのビューサポートの研究をしていると説明すると「君の行
っている研究は非常に大事だ」と激励してくれた．このこと
は今でも心の糧となっている． 
 1983年に帰国してからは久しく博士にお会いする機会は
なかったが，1986年に日本IBMがDB2のプロモーションを行っ
たときに来日されて昼食を共にする機会に恵まれた．そのと
きに印象的だったことが2つある．一つは，博士が英国空軍
で兵役に就いたこと，The Mercury Newsにも飛行機操縦は博
士の最大のリクリエーションでそれは1983年に心臓発作で
倒れるまで続いたと報じていることと符合するのだが，博士
は「自分は飛行機を操縦するのが趣味なんだ」と語りはじめ，
あるとき米国中部の片田舎に小型機で飛んだら思いもかけ
ず吹雪に見舞われ引返すに引返せず強行着陸した．思い返せ
ばぞっとする，翌日吹雪が収まり機体を見に行って分かった
のだが，着陸時あと1メートル横にずれていたら翼がポール
に激突してとても助かってはいなかったと思うよと，目を細
めて話してくれたこと．もう一つは，昼食の終わりの頃に「君
はなぜ“リレーション”と命名したか知っているかい？」と
始まった．筆者は，それは数学の関数(function)をより一般
化した関係(relation)に由来するのでしょうと答えると，
「そうではない．米中関係の関係という言葉を採ったんだ
よ」と言ってご満悦であった．リレーショナルデータモデル
提案当時の1960年代後半は米国の時の大統領ニクソンが訪
中して米中国交樹立を成し遂げそれが米国国民の最も高い
関心事であった．違うんでしょう？と言ってもそうだと言い
張った．今となっては，その真意を確かめる術はない． 
 

4444．おわりに．おわりに．おわりに．おわりに 
ご遺族は，筆者が IBM San Jose 研究所に滞在していたこ

ろから噂があり 12 年の求愛の末に博士の 2 番目の妻となっ
た IBM の元の同僚で数学者の Sharon，4 人の子供，6 人の孫
である．フロリダでの密葬の後，シリコンバレーで追悼式が
執り行われる．心よりご冥福をお祈りしたい． 
博士の逝去は東京工業大学の横田治夫教授が日本データ

ベース学会のメーリングリストである dbjapanに 2003年 4
月 21 日に流された記事で知り驚いた．また本会理事で京都
大学大学院の田中克己教授からは追悼論文を日本データベ
ース学会 Lettersに掲載しては如何かと，誠に適切なご提案
をいただいた．感謝申し上げる． 
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