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ソフトウェアとは何だ？
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ソフトウェアエンジニアリングとは何だ？
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今、 
我々に必要なのは 

悩む力
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巨匠の言葉

•  知識こそがこれからの社会と経済における主たる生産
手段、すなわち資本である。 
（P.F.Drucker, ネクスト・ソサエティ, 2002.5） 

•  ソフトウェアは解決策であり、問題は、計算機の外の
世界に存在する。 
（M.A.Jackson, Problem Frames, 2000.12） 

•  ソフトウェアエンジニアリングの目的は、プロダクト、
サービス、プロセスに価値を付加することである。 
（B.Boehm, Value-Based Software Engineering, 2005.10）
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ドラッカーは、「マネジメント」という概念を創り出した偉人です。ドラッカー
の言う「知識主導社会」こそが、アジャイルプロセスの世界です。 
ジャクソンは、ソフトウェアエンジニアリングの領域の天才（奇才）です。常
に本質をとらえて、その時代の本当の「問題」に焦点をあてています。 
ベームは、COCOMOを始めとしたソフトウェアエンジニアリングの見積
り手法や経済論の領域を開拓してきた大御所です。
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ソフトウェアエンジニアリングとは？
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記述

人間世界

実世界
コンピュータ
世界

仕様化 
プログラミング 
理解

コンパイル 
解釈実行 
実現

定式化 
モデリング

仕様記述言語 
プログラミング言語 
図式言語 
自然語など

記述＝言語活動の知識体系 

背景には、言語の
意味、使用、利用、

行為、社会的規範、
制度など

私が、ソフトウェアエンジニアリング
の教育でいつも提示する考え方です。

「コンピュータ世界」「実世界」「人間
世界」は、本来、独立な世界でありな

がら、これ等を総合的に扱わなくて
はならないところに、ソフトウェアエン
ジニアリングの難しさがあります。 



1970 1980 1990 2000 2010

NATO会合 ライフサイクル論争 アジャイルソフトウェア
開発マニフェスト

SEの
第１の波

SEの
第２の波

SEの
第３の波

農耕的 工業的 知働的

プログラム主体 
構造化 
機能中心

システム主体 
大量生産/大量消費 
分業/手順化/標準化

ドメイン主体 
知識社会

多様化/価値指向 

第１~３の波

アルビン・トフラーの『第三の波』で提示されたパラダイムを、ソフトウェア
の世界にあてはめてみました。

新しい技術、新しい方法には、出現の背景があります。歴
史的な流れの中で今ある技術を理解することが重要です。

アジャイルプロセスというと、とかく個人、チームの話題や
コミュニケーション、ファシリテーションに目が行きがちです

が、産業論や科学・技術史上の意味があるのです。 
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でも、そこには本質的困難がある 
1970 1980 1990 2000 2010

『人月の神話』 『銀の弾丸はない』『人月の神話（改訂新版）』

Frederic P. Brooks Jr.

ソフトウェアの本質的（essential）困難（difficulty） 

複雑性（complexity） 

同調性（conformity） 

不可視性（invisibility） 

可変性（changeability） 

大きくて、複雑なこと 

外部に順応しなくてはならないこと 

概念的で見えないこと 

あらゆる事項が変化すること 
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アジャイルプロセスが効くところ 

10

「ソフトウェア開発は なぜ難しいの
か：人月の神話を超えて」大槻 繁, 

技術評論社 SE選書, 2009年11月　
に詳説しています。



ライフサイクル論争（開発プロセスの推移）
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1981年頃ACM‐SEN(SoWware 
Engineering Notes)での、ウォータ
フォール型開発プロセスの原理的欠
陥に関する論争

最初の誤りが、最後にならないとわからない→

最初が肝心ということを適確に進めるスパイラ
ルモデルが、1988年にBarry Boehmによって提
唱されました　　　　　　　　　　　　　　　　　　→

私が教育用に四半世紀
程前に図柄をデザインし

た絵です。未だにいろい
ろな方々が使ってます。 
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ΛＶモデル（Ｖ字モデルの意味論的転回） 

Copyright（C) 2010 OTSUKI Shigeru, Ichi corporaGon All right reserved.

TR

S

I

Λ 

Ｖ 

インタフェース

コンピュータ世界

実世界（問題領域）

コンピュータ
（ソフト、ハード、ネット、・・・）

装置

もの

情報

人

ドメイン

要求

現象

接続

SemanGcs（意味）

Requirements（要求） Test（テスト）

ImplementaGon（実現）

Ｖ字モデル

Λ字モデル
ラムダ

開発者の世界が「V字モデル」で分析でき
るのなら、利用者（ユーザ）の世界も対称

に分析できるのではないかということを、
今年の元旦に気がつきました。V字を上下
対称にひっくりかえすとΛになる美しさも
あって「ΛＶモデル」と命名しました。 
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ソフトウェアのデザイン 
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ユーザの理解についてのデザイナーの理解

内部の力動性

デザイナがユーザのインタフェースについて持つ理解

意味
ユーザの理解

予期する
感覚行為
現実の欠如する 

引き起こす

そこに 
展開される

換喩的に 
喚起する

予期する

混乱

問題にする

外部的なもの

発生の原因
となる

結果

インタフェース

人工物

TR

S

Λ 
インタフェース

SemanGcs（意味）

Requirements（要求） Test（テスト）

分類名称 説明 典型的対象分野

抽象的 高設計自由度 全般

不確実 確率・非決定的 予測、フィルタ

曖昧 未認識・未定義対応 全般

相対的 言語ゲーム的 社会、対話

進化的 メタ・状況適応 パターン認識

計算限界 近似解 レイアウト、検索

未解明項 調整・フィードバック 制御、ログ解析

左の図は、ソフトウェアを含む一般的な人工
物（アーティファクト）デザインの考え方です。

クリッペンドルフという有名なデザイン論の先
生が提唱しているものです。これと、ΛVモデ
ルの上部のΛの部分が（偶然にも）対応して
いるのです。 
こういった考え方は、最近の検索エンジンや

ログ解析を使ったショッピングサイトのおすす
め機能などのデザインに適用できます。 
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人工物（含ソフトウェア）のデザイン 

製品

商品、サービス、アイデンティティ

インタフェース

マルチユーザシステム／ネットワーク

プロジェクト

有用性、機能性、普遍的な美学

市場性、象徴的な多様性、民族的で局所な美学

自然な相互作用、ダイナミクス、自律性（再形成／適応性）

情報提供、コネクティビティ、アクセシビリティ

社会的実行可能性、方向性、関わり合い

生成、再文節化、連帯

生産者の論理

市場の論理

人間と人工物との共生

仮想社会性

目的とビジョン

言説と行動規範

計算理論 

物理法則 

社会法則 

規範 

意味 

文化 

ディスコース

クラリス・クリッペンドルフ著 
　『意味論的転回：デザインの新しい基礎理論』,  
SIBアクセス発行, 2009.4.1
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コンピュータ世界

実世界（問題領域）

コンピュータ
（ソフト、ハード、ネット、・・・）

装置

もの

情報

人

ドメイン

要求

現象

接続

作れば売れる時代は終わり、マーケットを意識し、
ユーザの声に耳を傾け、そして今や、モバゲー

やWiiに代表されるように人間の行動や文化・社
会的規範まで考慮（場合によっては意図的にコ

ントロール）する時代になってきました。
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価値について
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SEC/価値指向マネジメントWG

ベンダ

ベンダ

受発注フレーム

市場フレーム

進化フレーム

連鎖フレーム

基盤フレーム（複合フレーム）

（WF、非WF/アジャイル
等の受発注開発•保守）

（製品開発、Webサービ
ス、プロダクトラインなど）

（発展、進化、適応、
フィードバック主体）

（バリューチェーン、 
ポータル、SIなど）

（インフラ、クラウドなど）

ユーザ ベンダ

調達プロセス 提案プロセス

システム

＜ビジネス＞
＜エンジニアリング＞交渉（negoGaGon) 

契約（contract） 

初期構築

保守

ベンダ
ユーザ

利用

ベンダ 
（メーカ）

プロダクト 
サービス

マーケティング

市場 
提供 

ペルソナ／ユーザエクスペリエンス

環境 対象 
（システム/組織） 

適応 
フィードバック 

変化（予測） メタ価値プロセス

ベンダ
ベンダ
ユーザ SI

バリューチェーン

市場 
提供 

ベンダ

ベンダ

ベンダ
調達 付加価値 

価値の転換

ベンダ
ベンダ
ユーザ

インフラ

システム

ベンダ

調達 
開発・保守 

マーケティング

市場 
提供 

従量制（価格決定）

価値ドメイン 価値プロセス メタ価値プロセス
インタフェース

システムなど

マネジメント、交渉、取引き、契約などでは、プロセスやプロダクトがもたらす価値の視点が必要です。
アジャイルプロセスが不確実性に対応できるということは、選択肢を持てる（オプション）価値があるこ
とですが、それだけリソースやゆとりが必要であり、工数もかかる（高くつく）ということになります。
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新しい時代の価値観 

柔軟性 規律

発見的 形式的

満足化 最適化

新世代（第三の波）の方向性 伝統的取組みの傾向

多様 一様

生命的 操作主義的

様相 機能

知識 コード

豊かさ 金銭
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アジャイルソフトウェア開発マニフェストにならって、新しい時代
の価値観を描いてみました。ロバート・グラスの『ソフトウェア・ク

リエイティビティ2.0』なども参考にしつつ、周囲の専門家の方々
と議論して、時々刻々と洗練化させています。実は、３０以上の

対峙項目があるのですが、代表的なもの紹介しています。 
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17 

知働化研究会は、アジャイルプロセス協議会のWGとして、2009年6月に設立されました。 
コンセプトリーダ：山田正樹氏（メタボリクス社） 
運営リーダ：大槻繁、現在メンバ数２４、研究室数６ 
hap://www.exekt‐lab.org/ 

価値

価値

技術

技術

天動説

地動説

知働説 

人働説 
人月の神話 

 ソフトウェアとは 
　《実行可能な知識》である 
　Executable Knowledge 
 ソフトウェアとは 
　実行可能な知識を紡いだ 
　《様相》である 
　 Texture 
 ソフトウェアを《作ること》と 
　《使うこと》とは本質的に同じ 
 中心は《機能》から《様相》へ 

人働説から知働説へ 
最近、私が、最も力を入れているコミュニティ活動・
研究テーマです。とかくプラクティス適用や実践の

盛り上がりで思考停止してしまいがちな、アジャイ
ルプロセスの根底にある不確実性や様相などにも

切り込もうとしています。 
左のポップな絵は、昨年のEM-Zero誌の記事執筆
の折にデザイナさんに作ってもらったものです。 
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これまでのソフトウェア

   コンピュータの発展とともに進化してきた 
   コンピュータという高度な機械の操作 

   帰納法による累積的な知識蓄積によるソフ
トウェアの理解、探究 

   西洋の思想、文化を背景としたアプローチ 

   “「早く」、「安く」完成させる“を問題としてい
る 

Copyright（C) 2010 HAMA Katsumi, Azzurri Inc. All right reserved. 18



ソフトウェアエンジニアリングへの疑問

•  理想を掲げているが到達可能化のか？ 
–  完全なソフトウェア、完全な要求定義、完全な見積り、完全なモデル等 

•  帰納法だけで正当化して良いのか？ 
•  観察者を無視した理論で到達できるのか？ 
•  学問のように見えるが、結局のところ権力者が都合
の良い「思考の停止」ではなのか？ 

Copyright（C) 2010 HAMA Katsumi, Azzurri Inc. All right reserved.

 ソフトウェアエンジニアリングは、コスト削減の解決でしかない 
 ソフトウェアエンジニアリングは、創造やデザインからは程遠い 
 ソフトウェアエンジニアリングで、インセンティブを得ることはありえない 
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語彙の疑問
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日常的に使われている語彙は適切なのか？

開発 技術者

システム モデル

要求

テスト

工学
エンジニア

SE

アーキテクチャ

これでは反証すらできない 

IT

見積り

これで本当にエンジニアリグなの？ 

20



科学教ソフトウェアエンジニアリング宗

•  ソフトウェアエンジニアリングを誰もが疑わず 

•  ソフトウェアエンジニアリングを皆が信じてる 
•  自身の理解度が足りないからだと修行に励む 

•  アジャイルプロセスのような新たなパラダイムが入ってくる
と極度に嫌う 

•  新たなパラダイムを信仰や洗脳と言って排除しようとする 
•  科学に基づいた教えであり、誤りはないと主張する

Copyright（C) 2010 HAMA Katsumi, Azzurri Inc. All right reserved.

これって信仰、宗教じゃない？ 
（むさぼりついているヤツがいる？）
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思考の相違

愛　旧パラダイム

•  解決の思考
•  西洋の思考
•  足し算の思考
•  実相の思考
•  善悪の思考
•  得の思考
•  報酬の思考
•  契約の思考 
•  境界の思考 
•  因果の思考 
•  静の思考 
•  部分の思考 
•  分解の思考 
•  客観の思考 
•  なんちゃってアジャイルプロセスの思考

苦　新パラダイム

•  ＋問題の思考 

•  ＋東洋の思考
•  ＋引き算の思考
•  ＋無相の思考
•  ＋凡夫の思考
•  ＋徳の思考
•  ＋布施の思考
•  ＋信頼の思考 
•  ＋中心の思考 
•  ＋無常の思考 
•  ＋動の思考 
•  ＋全体の思考 
•  ＋集中の思考 
•  ＋主観の思考 
•  ＋真アジャイルプロセスの思考

Copyright（C) 2010 HAMA Katsumi, Azzurri Inc. All right reserved. 22



「呪縛」からの解放を目指して

•  ソフトウェアエンジニアリングの限界というよりは、それを使う人の限界を感
じます。 （夏目氏） 

•  ソフトウェアエンジニアリングの本当の対象は、我々自身ではないかと思い
ます。ソフトウェアエンジニアリングを隠れ蓑にした、根拠のない束縛がこの
業界を支配しているのがあほらしい（山田氏） 

•  ソフトウェアエンジニアリング全体が人間の理解の限度に落とし込みが可能
という仮定で成立している。 （萩原氏） 

•  ソフトウェア開発が工学という切り口で妥当に説明できる行為なのか（羽生
田氏） 

•  理論のための理論、論拠のない標準化が蔓延し、ソフトウェアエンジニアリ
ングの本質的困難に効くアプローチがなされていない。 （大槻氏） 

•  何気なく使っている言葉にこそ私たちを束縛している呪縛がある。 （濱氏） 

23Copyright（C) 2010 HAMA Katsumi, Azzurri Inc. All right reserved.



ソフトウェアエンジニアリングの呪縛 
ワーキンググループの狙い

  ソフトウェアエンジニアリングの「呪縛」を示す
「神話」というメッセージとしてまとめる。 

  次世代の新しい未来を切り開くための 「未解
決問題」を提示する。 

Copyright（C) 2010 OTSUKI Shigeru, Ichi corporaGon, 
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呪縛 問題神話

Over Over



呪縛

呪
「口（さい）」は、神への祈りの文である祝詞
（のりと）を入れた器。口の下にある「八」は、
「人」を表わす。すなわち、「兄」で、人が祝
詞を頭上に載せていることを表わす。「呪」
は、タタリを鎮めるための鎮魂の儀式

縛
「専」は、根を包んだ苗木を手に持つ形で、
苗木の根を紐などで「しばる」ことを「縛」と
言う。雑木を束ねてくくる形は「束」で、合わ
せて「束縛」とは、行動の自由を制限するこ
と
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言葉によって、行動の自由を制限すること

25



神話

神
「申（しん）」は、稲妻（電光：いなずま）の形。
稲妻は天にある神の威光の現れであり「か
み」の意味。「申」が「もうす」と一般的な意
味を表わすようになったため、「祭卓」（神を
祭る時に使う机）を表わす「示」で限定して
「神」となった。「神」とは自然の事物や力を
神として崇拝する自然神であったが、祖先
の霊、心、心の働き、心の働きのすぐれた
ものの意味にも用いる。

話
「舌（かつ）」のもとの字は「氏」と「口」とを
重ねた形。「氏」は把手のある小さな「刀」
であり、「口（さい）」は祝詞が入った器。
従って、祝詞が入った器を突き刺し、その
祈りの効果を失わせること。「はなす、そし
る、はなし」は、他人を害するように言うこと
字の成り立ちからは、「訛（か）：いつわる」
「獪（かい）：わるがしこい」の意味に近い
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崇拝する事物や力によって、人を説得する表現
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問題

問
「門」と「口」とを組み合せた形。「門」は神を
祭る戸棚の両開きの扉の形。扉の前に「口
（さい）」を置いて祈り、神意を問い、啓示
（おつげ）を求める。

題
「是（ぜ）」と「頁（けつ）」とを組合わせた形。
「頁」は頭に儀礼用の帽子をつけて拝んで
いる人の姿。「是」は「匙（さじ）」の形で、上
部のすくう杓（しゃく）の部分が人の顔でい
えば「額（ひたい）」にあり、「あたま、かし
ら」の意味に用いる。ある事柄で中心とな
る主題。芸術作品の中心となる思想内容、
テーマ。
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中心となるテーマを掲げて、意を問うこと
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