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竹内雅則  株式会社ヴィクサス 

（１） バックグラウンド 

東芝テック㈱にて、セブンイレブン社や大手レストランチェーンなどのＰＯＳシステムの研究開発に

約２０年間従事。メーカの中でソフトウェア技術者の立場や権限の狭さに疑問を感じ、ＭＢＡを取得

後転職。現在、元ダイエーの情報システム部門が独立した会社である㈱ヴィクサスにて事業戦略

担当役員として、経営企画、営業戦略、新規事業企画を推進中 

（２） 感じている「呪縛（限界）」や問題意識 

大企業内、特にメーカの中におけるソフトウェア技術者の待遇の低さに疑問を感じています。ＩＴは

グローバル経済の中で活躍する人財にとって欠かす事ができないスキルであるにもかかわらすＩＴ

技術者を単にものづくりの部品のように扱いすぎているのではないでしょうか。 

（３） 自らが考える「神話（迷信・都市伝説）」の候補 

経験豊かなＩＴ技術者は、企業や日本のＩＴ産業構造のしがらみに囚われるのではなく、経済価値

を追求し、新しい価値を創造することを目指すべきと考えます。「経営マインドを持ったＩＴ技術者が

世の中を変える時代」というのが私の仮説です。 

（４） 「呪縛」や「神話」を乗り越えるための新たな「問題設定（未解決問題）」と 

その先に開ける明るい地平のイメージ 

ＩＴ以外の専門家が後からＩＴ技術を習得するというのはとてもハードルが高い。逆にＩＴ技術者が経

営学を学ぶのは比較的容易です。（実体験）しかし、ＩＴを熟知している経営者は尐ないですし、そ

もそも経営をしっかり学んでいる経営者も尐ないのが実情です。ＩＴで世の中をより豊かにする。こ

の方向性と１つのキャリアパスとしてＩＴと経営の両面でのスペシャリストが増えれば、日本のＩＴ産業

構造やＩＴ技術者の地位が大きく変わると考えています。 
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綿引琢磨  デライトテクノロジーズ 

（１） バックグランド 

業界での経験は 10年強になります。VBでのクラサバ開発、C++でのリアルタイムOSの研究開発

などを経て、JavaによるWebシステムの開発に関わるようになり、それ以後は Javaを用いたソフト

ウェアの設計・開発・運用を行ってきました。 

現在は Javaのコンサルタントや教育なども行っています。 

（２） ソフトウェアエンジニアリングの限界 

変化を受け入れる開発プロセスとして、アジャイル開発プロセスが登場して久しく経ちますが、開発

現場にいますと、まだまだウォーターフォールによる開発が主流なように感じます。ウォーターフォ

ールモデルに限界を感じている人は多いのではないかと思いますが、変わることのできない何か

（呪縛）があるのではないかと感じています。 

（３） 神話の候補 

・ 属人化は排除すべき 

・ 動いているコードは変更するな 

・ コード行数と障害発生件数による品質評価 

（４） 問題設定 

ソフトウェアはそれを作る人および使う人に依存するものである、という前提に立ち、人を中心にし

た開発プロセス、設計、開発、運用手法について考えることが必要なのではないかと思います。 
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芝元俊久  日立システムアンドサービス 

（１） バックグラウンド 

ベンダ系の SI会社（SE作業・UP構築）に在席していることから、業務システム構築がいつの間に

か核になっています。現在は生産技術という立場で業務システム構築の技術支援を担当していま

す。その中で、古典的な製造業手法の限界のようなものがあるのではないかと感じています。（今

更ながら、かもしれませんが） 

（２） 呪縛（限界）・問題意識 

部分で見れば正であるが、本当のシステム全体では正しいとは言えないのではないか、と感じてい

ます。 

・ 上流工程品質の向上という呪縛 

上流工程をがんばっても、全体生産性向上に尐ししか貢献しないと心の底で思っている

人が多いのではなでしょうか。実際は上流工程の品質向上は後工程の改善に大きく貢献

する、と思います。しかし、さらに考えてみるとそれだけではないのではないか、という予感

のようなものがあります。 

・ 雛形をうまくつくれば（つくらなければ）という呪縛 

テンプレートや計画ドキュメントが高品質で作られればきっと量産が効いていくでしょう。だ

から、雛形はうまく作らねばいけない、そうすれば結果としてたましいがこもるはずだ、と思

います。でも雛形をどんなに上手に作ってもそれだけでうまくいくと言い切れるのでしょう

か。 

当然のことのように感じていることは本当か？と疑ってみることもしたいと思います。 

・ プログラミングは誰にでもできる、と思っています。本当でしょうか。 

・ 文字で表現できるに違いない、というのも怪しいかもしれません。（むしろコミュニケーション

とか） 

（３） 神話候補 

・ 部分的に見て正しいものは、きっと全体的には抜けがある 

・ プログラムは正確に動くが、正確に動く必要はない 

（マーフィーの法則みたいな表現になってしまいました。） 

（４） 問題設定（未解決問題） 

仮説：いろいろなことに手を出すのは正解決の方向：単一スキルの伸張よりもマルチスキルの育成  
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萩原正義  マイクロソフト／公開講演者 

（１） バックグランド 

以前はオペレーティングシステム、分散システム、プロトコルの開発などシステムプログラミングを経

験。その後、現在の会社に来てから、オブジェクト指向技術、各業界ドメインでの分析設計や標準

化などを経て、最近では、クラウド技術の啓蒙と、新しい設計手法などの開発に取り組んでいます。 

（２） ソフトウェアエンジニアリングの限界 

要素技術が高度化、複雑化し、また、それらが相互に依存関係を持って総体として動作する現在

のソフトウェアは全体を見渡すことが不可能な人間の理解の限度を超えた対象になろうとしていま

す。ですから、これから要素技術をより高度にする、あるいは、特定のパラダイムに基づいた設計法

を洗練させても、全体的な解にはならないと思えます。 

現在のソフトウェアエンジニアリングは過去のまだ要素技術がそれほど高度にもなっていない、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と思えます。そこで、この仮

定自体の有効性も含めて、その方向性をどう変えていかなければならないかを考える必要があると

思っています。 

（３） 神話の候補 

神話というより、思い込みが多い。 

個別には、触れないことにしておきます。 

（４） 問題設定 

クラウドでは既存の一般技術者が習得している設計法やモデリングはあまり機能しないと思ってい

ます。非同期で逐次的な手順を定義できない、クラスだけ書いても物理配置の制約を十分に定義

できない、状態遷移だけでは一般化し過ぎるな ど。これは、クラウドで押さえなければいけないモ

デル要素、広くは視点が確立していないからだと思えます。 

分散の定義、時間の記述、一貫性の範囲、イベントやデータ構造の汎用化、プロセスとデータ定義

の関係などが扱うべき問題です。 

これらをひとつの方法として、代数的に扱い、適切なパラダイムへのマップ、DSL の構築、そして、

クラウドの既存プログラミングモデルの拡張と進化を考えていき、その上で、デザインパターンやイ

ンテクレーションパターンを考えることが必要と思っています。 

そして、代数、述語、UML、その他のモデル（DSL）、そのメタモデルで適切に定義可能な全体の

枠組みに数学的な基礎を与えること が重要です。 
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夏目和幸  デンソー 

（１） バックグラウンド 

 かれこれ２０年以上、車載制御システムのソフトウェア開発に関係してきた。１０年ほど前に自然言

語を用いてソフトウェアの部品化から最小実装まで行う独自の開発方法論を確立するが超保守的

企業体質の壁に阻まれ社内展開には挫折気味 

 "社内で使わないなら社会貢献でいいよね"に方向転換した 

 誰も関心のないことには真剣に耳を傾けない 

 解ってきたのはほとんどの人の関心毎のスコープは狭いということだ 

 部分最適を集めても全体最適にはならない 

 最近は、成果物中心のプロセス表現（開発路線図）を使って各自の活動の相対関係を明示する

ことでシステム開発に関わる人たちが協調できる仕組みに頭を悩ませている 

（２） 呪縛（限界） 

 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 

・ 現状うまくいっているものは変更してはならない 

・ 新しい手法は現場がついて来られるものでなければならない 

・ どんなに理論が完璧でも実施には実績がなくてはならない 

・ … 

（３） 神話の候補 

 神話自体は何を信じようと構わないと思います（排他的にならなければ…） 

・ ソフトウェアには自由度がある 

・ 標準化すれば誰でもうまくやれる 

・ 資産を活用すれば生産性は上がる 

・ 人間は間違うが機械は間違いを犯さない（自動生成すればＯＫ） 

・ 過去の失敗事例に学び、デファクトスタンダードやベストプラクティスに従えば間違いはない 

・ 曖昧な自然言語より形式的な言語が適している 

・ 現場／現物主義 

・ … 

（４） 問題設定（未解決問題） 

・ 問題はソフトウェアの中にはない、問題はシステムの外で起きているのである 

システムのある世界をどのように表現できるかに尽きるのではないだろうか 
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・ さらに世界は動き続けているのだから、問題も解も変化する 

従って、解決法には共通性だけでなく多様性も求められるはず 
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山田正樹  メタボリックス／ソフトシンポ PC 委員長 

（１） バックグランド 

ソフトウェアの分野で仕事を始めて 26 年になります。関わってきた分野もさまざま (OS、制御系、

業務系、開発環境など) ですし、関わり方もさまざま (開発、研究、コンサルティング、マネジメント

など) ですが、1990 年頃に NeXTstep に出会い、これを用いてまったく新しい「組織的知識活動

を支援するための」システムを作ろうとして、道を踏み外しました。多分同じ頃に NeXTstep 上で同

じようなことを考えていたのが Tim Berners-Lee ですが、彼の試みがその後世界を変えてしまっ

たのはご存知の通りです。 

(注) TBLは 80年代からそのためのさまざまな試みをしてきていますから、さも同列にあるかのよう

に語るのは彼に対して失礼な話なのですが… 

その後、組織的知識活動を支援するためのシステムのプロトタイプ作成に参加したり、その過程で 

(実行可能な) モデリングという方法論に出会ったり、それが実行可能な知識と様相というアイデア

に発展したりして今日に至っています. 

最近は、モデリングを知働化の過程として書き直す教科書を書いたり、業務を組織的知識活動と見

なす業務系システム開発を試みたりしている日々でございます。 

（２） ソフトウェアエンジニアリングの限界 

ソフトウェアエンジニアリングを特に非難しようとは思いませんが、ソフトウェアエンジニアリングのほ

とんどにたいした根拠などない (特定の前提に基づいて導き出されている結論の集合) というのは

事実だと思います。にも関わらず、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だけです。 

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。そのせっかくの特

徴をソフトウェアエンジニアリングが活かしていないのがもったいないと思います。 

（３） 神話の候補 

ほとんどあらゆることが神話なのですが… 

ソフトウェア・システムは要求に基づいて作るものである/作ることができる 

・ 多くのテストを実施することによって品質を上げることができる 

・ ソフトウェアを作るやり方は予め計画することができる 

・ 文書化することによって保守が容易になる 

・ 作り直しは無駄であり、作り直しをなくさなければならない 

・ きっちり管理すれば、問題は起こらない 

・ バグのないソフトウェアを作ることは可能である 

・ 仕様を (実行可能でない言語で) 書き下ろすことができる 
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・ … 

（４） 問題設定 

ソフトウェアを作る/使うことがソフトウェアエンジニアリングの領域であるとしたら、その対象は人間で

あり、かつ人間の (広い意味での) 言語的活動 (識) ではないか。識を工学的に実現する (実行

可能にする) ことを考えたい。かといって、その先に大して明るい地平が広がっているとも思えない

が、ソフトウェアを作ることが今よりはマシな仕事になるのではないだろうか。 
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時本永吉  個人 

（１） バックグランド 

SIベンダに入社し、社内向け業務システムの受注開発を主に行う。T字形ERで西洋哲学に出会

い、SS2009 にて東洋哲学に出会い学んでいくことで、システムエンジニアの生態に疑問を抱く。

知働化研究会にて自分の考えを整理したのち、最近転職した。 

（２） 自分たちの中に作り込んだ呪縛 

システム開発のプロジェクトに入ると、次の様な言葉を頻繁に聞く。「それは無理だ・難しい」、「顧

客が満足するために、顧客が望むものを作らなければならない」、「仕方がない」、「それは仕様で

す」。しかし、よく考えれば、実現可能であることが多い。しかも、無理なく。  

例えば、非常に高いスキルが必要なときや人数が必要なとき、アサイン出来る人がいないから、「難

しい」という。今まで人を育てなかったことや、外部のつながりを作らなかった自分たちの問題なの

に。  

例えば、「業務については顧客の方がよく知っている」として、ソフトウェアとして作り込む必要がな

いものまで作り込む。複雑なシステムフローはソフトウェアにすべきか、業務運用にすべきか検討し

た方がよい。「やり方」は顧客の方が知っているだろうが、「顧客の業務が社会に貢献できているか」

という鳥瞰的な視点は自分たちの方が出来ているようにありたい。また、何でも間でもソフトウェア化

して仕事を得るというやり方はやめたい。  

例えば、決められないことを決めたがる。「決めないと先に進めない」として全てを決めたがる。それ

は手戻り工数や品質を理由に主張する。3 日で終わるものならまだしも、3 年かかるものは、3 年後

に社会に価値を与えるものも決めなければならない。私たちの使命が顧客の業務が社会に貢献で

きるようなお手伝いをすることであれば、徐々に決めていくというやり方ができなければならない。尐

なくとも、「プロジェクトの目的が変わっていないのに、何でも間でも仕様変更です」というのは、私

たちの職務怠慢ではないだろうか。  

このように、原因のほとんどは自分たちの怠慢であるにも関わらず、自分たちが悪くないように、低

いレベルの「限界」を作り、正当化している。そして、お互いの問題だから痛み分けとして、そのよう

な契約を結ぶ。このような思いが、私の感じるシステムエンジニアの呪縛である。 

（３） 事実を湾曲して作りだされた神話  

 呪縛には、誰かから得た知識と、自らの経験から得た知識が元凶になっているが、いずれにして

も、自身の思い込みである。前者はもちろん、後者も経験の一部だけを抜き出し、組み合わせるこ

とによって、まったく別の知識にしてしまう。プロジェクトの定義として、「まったく同じものはあり 

えない」があるにもかかわらず、「過去の事例」から「同じようにすれば成功する」と思

い込み、そのまま適用して失敗する。しかし、過去の事実ではうまくいったのだから、「政
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治的な問題があった」とか「予想外の出来事があった」などと言って、自分を正当化する。

そして、次のプロジェクトで同じことをし、また失敗する。  

近年ではアジャイル開発の推進が活発になってきたが、アジャイルも「こういうことを元

に考えていけばよい」という守破離の破離が重要にも関わらず、未だに守としてしか見ず、

失敗するものも多い。すなわち、プロジェクトを成功に導くために考えつづけていくので

はなく、ただの適用する一手法としてしか見ていない。手法を扱うマインドが欠如してい

るのだ。失敗したとき、「だからアジャイルはダメなのだ」と言い訳のよりどころにして

いるところからも、それがうかがえる。  

神話は自分を正当化するための、心の拠り所にしてしまいやすい。自分だけでなく、他の

人たちも含めて、「正しそう」なものとして共通知になっているからだ。あるいは、自分

が何の責任も負いたくないから、しかし誰かに擦り付けるのも気が引けるから、「神話」

という不確かな存在を失敗の原因としたがる。「この業界において、これは仕方ないのだ」

と。 

（４） 呪縛を解き放つために  

神話に取り付かれ、自分を呪縛することは、自分たちが出来ない理由を顧客のせいにすることにな

り、結果として開発するシステムの質を落とす。 

こんなことでは顧客が満足するシステムをつくることはできない。私たちが本当に顧客の満足を望

むのであれば、自分たちの呪縛を解き放たなければならない。何かに責任を求めるのではなく、決

意したことを遂行する覚悟を持たなければならない。 

例えば、「品質の作り込み」は何に責任を求めているのか（負わせているのか）。これは数値でしか

ない。カバレージやバグ件数を表すだけである。そして、その数値には責任を負うことしか求めず、

活用することはない。そのため、同じ問題は繰り返し起こる。しかも、そんな無駄なことに時間をかけ

るから、「時間的に難しい」と言いだすのだ。 

きちんとしたものを確実につくる。作りこまなければならない品質がある時点で問題だらけなのだ。

この責任をすべて自分で受け止める覚悟が、私たちには必要なのだ。 
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本橋正成  個人 

（１） 参加者の諸活動（仕事や研究など）のバックグラウンド 

企業の研究所勤務、コンサルティング会社経営から外資系企業勤務を経て、ソフトウェア開発だけ

でなく、技術やセキュリティ、戦略などを幅広く経験した。特に内製で開発・運用を行っているユー

ザ企業からの立場で「自分たちで考えて、決めて、作って、面倒を見る」を実践した。たとえば、クオ

リティの高いビジネスやソフトウェア実現をサポートするプロセス作りを行い、成果を上げた。修士

（農学）、鉄人（アイアンマン・トライアスリート）。 

学業や業務のかたわら、いくつかのネットワーク上の組織に活発に参加し、書籍出版（共著）や雑

誌執筆、論文やエッセーの執筆を行っている。特に、2008 年 12 月からゆる思考／ゆる指向を提

唱し、現象を適切にとらえた「決定」や「合意形成」に向けて研究を行っている。2010 年前半は、日

本古来からある「和」に着目し、異なった文化やゲーム間も含めた合意形成や決定の構造やパタン

について考察した。今後は、場や和についての数理的モデルの提案や検証を行う予定である。 

（２） 感じている「呪縛（限界）」や問題意識 

ソフトウェアエンジニアリング 

・ 「ソフトウェアエンジニアリング」の言葉そのもの。 

・ ソフトウェアを実現する際に受注／発注という役割分担。プロジェクトで実現する前提。 

・ あらゆるビジネス（含むソフトウェア）の実現は、プロジェクトに基づくべきだ。 

正誤／論理的／善悪 

・ 物事の善悪は明確であり、その正しいものは「善」である。 

・ 世界には、正しいもの／認識／判断が必ず存在する。正しいものを探求すべきである。 

・ 論理的なものは正しく、論理的であることが必要である。 

予測／変化 

・ あらゆる現象をパラメータ化し表現すべきである。そこで得られた知見は正しさが強い。 

・ 目標やゴールをどんなときにでも明確にする必要がある。 

・ あらゆる物事は、現状(AS IS)から目標(TO BE)に向けて連続的に変化する。 

・ すべて事前に計画・予測すべきであり、出来る限りそのことを探求する。 

形式知 

・ ドキュメント化など形式知化されていないと、コミュニケーションが不可能である。 

・ 形式知化されていれば、コミュニケーションが潤滑になり、クオリティがあがる。 
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組織／経営 

・ 何事もグローバル・スタンダードに従うことに価値がある。 

・ 改善は、個人の問題であり組織（＝システム、系）の問題ではない。 

・ 報酬を与えるなど外的動機付けは、適切な組織経営方法である。 

・ 役割が明確で、石のように固く、しっかりした組織やプロセスが、高い生産性と品質を提供す

る。 

・ サインや捺印を含めた承認の数が多ければ多いほど、そのプロセスは強健である。高い生

産性と品質に直結する。 

（３） 自らが考える「神話（迷信・都市伝説）」の候補 

神話について、いくつもの定義や考え方があるが、今回はふたつの考え方を紹介したい。より効果

的な見通しを得ることを期待して、神話そのものを語ることとする。 

（神話 Type A）呪縛WGにおける神話は、フレデリック・ ブルックス著「人月の神話」から影響を受

けたと聞いている。動員数（人）と工期（月）は交換可能性がある人月の神話は、長い間人々によっ

て絶対のものと信じこまれ、現在でもそのように信じている人たちが尐なからずいる。ブルックスは、

プロジェクトにいくら人をつき込んでも、完成に至る期間が短縮せずに、逆に期間が延長されること

を示唆した。実体は明らかでないのに、長い間人々によって絶対のものと信じこまれていること、と

いう意味での神話である。 

（神話 Type B）もう一方で、別の神話についての物語がある。精神科医・心理学者のユングは「患

者であった精神疾患者らの語るイメージに不思議と共通点があること、また、それらは、世界各地

の神話・伝承とも一致する点が多いことを見出したユングは、人間の無意識の奧底には人類共通

の素地（集合的無意識）が存在する (Wikipedia)」と考えた。むろん、人類共通の素地（集合的無

意識）の存在自体が適切であるかどうか、存在する場合ととらえた場合、どのように発現するかは検

討されるべきであろう。しかしながら、これらについて本稿では述べない。その代わり、ここでは、あ

る現象におけるつながりや関連性、生起を含む潜在的な構造を神話としてとらえたい。 

本稿では、どのような場合において神話 Type A がなぜ機能し、なぜなくならないのか、ということ

について主張するとともに、神話 Type B の存在を元に構築されるパラダイムについての手がかり

を提示したい。 

（４） 呪縛」や「神話」を乗り越えるための新たな「問題設定（未解決問題）」と、その

先に開ける明るい地平のイメージ 

なぜ、神話 Type A が働くか (Why a myth works) 

日常生活において、多数の選択や決定を行っている。しかし、個々人が認識できる情報や意味に

は限界があり、現実的に全体を見通した最適な選択は行えない。全体を理解し問題を形式化する
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ことや、その形式化された知識を分析し、決定を下すことは、日常生活において現実的な時間で

は解決できない。たとえば、獲物を狩るときにどの狩猟ポイントに行くべきかを判断する状況におい

て、すべての状況を把握することを行わず、そこで、雨が降った翌日は山側の乾いている土地の狩

猟ポイントのような経験的な規則に基づいて判断する。このような状態において「雨が降った次の

日は山側に行く」という神話ができあがる。つまり、神話によって思考停止を起こして判断を現実時

間内で行うために神話 Type A が必要なのである。 

呪縛とは 

この「雨が降ったら山、神話 Type A」は、そのムラにおいて共通に語られる。雨が降った次の日は、

ムラの人々は全員で山に向かうだろう。しかし、全員が山に向かった結果、競争が厳しくなり獲物は

捕れなくなるだろう。そこで、雨が降りそうになったら外に出ず家で調査するような新しい神話が必

要になってくる。この新しい神話において「雨が降ったら山、神話」は、もう古いものになってくる。し

かし、この古い神話が立ち行かなくなっても、新しい神話に移行できないことを「呪縛（心理的な強

制によって、人の自由を束縛すること）」と呼ぶ。 

グローバル・スタンダードとか 

この神話 Type A は、そのムラにおけるゲームの礎／共通の認識である。異なったムラ間で話を

行う際に、いくつかの方法があるだろう。たとえば、異なったムラであっても、たぶんおそらく力が強

い方の神話 Type A をベースに話を進める方法がとられる。もう片方の神話の力は弱められ、無

効化されるだろう。たとえば、強い方の神話をグローバル・スタンダードと呼ぶ人もいるかもしれない。

しかし、忘れてはならないのは、いくつにもとらえられる現象を、ひとつの神話でとらえているという

ことである。 

異なった神話 Type A から、同じ基礎としての神話 Type B の必要性 

巨大なひとつの神話 Type A に基づいたやり取りにだんだんと行き詰まりを感じ、メリットを享受で

きなくなる。たとえば、みんなで山を見ていたら、狩り場の獲物は著しく減尐するようなものである。 

全世界をひとつの神話 Type A でとらえることがなされないと認識された人々から、多様性に満ち

た多くの神話間で対話する方法が望まれた。たとえば、人の行き来が激しくなり、多数のムラが参

加するようになってきた場合、ひとつの神話 Type A を元にすることに抵抗を感じる。そこで、お互

いの神話  Type A の関係性や生起消滅を含めた構造をとらえて対話されるようになる。ある現象

について語る際は、その現象自体に対して出来る限り、神話  Type A にとらわれずに観測するこ

とに重きが移ってくる。その人の経験や前提にとらわれずに判断するときに、人類共通の素地（集

合的無意識）の存在（神話 Type B）が対話の前提になってくるだろう。 

ただ、もちろん人類共通の素地と感じた神話 Type B が神話 Type A であった例は多々あり、簡

単に分類することは不可能であろう。神話 Type B は集合的無意識の領域であるため、いわゆる

言語活動の中では完全に神話 Type A を排除することは困難であろう。ただ、異なった神話に基
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づいた言説であったとしても、尊重し価値を認め、神話 Type B を求めて構造同士の相対的な関

係性を見いだし、会話を行う必要があるだろう。このような神話 (Type A と B) という構造を元にし

た対話がとても重要になってくる。 

そのようにして相手の神話を認知し受け入れ、自分の神話と比較することによって、自分自身の呪

縛が尐しでも解除されることを期待する。 
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大槻繁   一（いち）／呪縛 WG コーディネータ 

（１） 参加者の諸活動（仕事や研究など）のバックグラウンド 

学生時代はコンパイラやシステム理論の研究をしていました。３０年程前に大手総合電機メーカの

研究所に入り、前世紀末までソフトウェアエンジニアリングの研究開発に従事していました。入社

早々にMichael Jackson と交流する機会に恵まれ、ソフトウェアエンジニアリングをライフワークに

しています。 

今世紀に入り独立し、IT の見積り評価やコスト分析をビジネスとしています。開発側と調達（ビジネ

ス）側とのブリッジングのアドバイスが多いです。数年前から「ソフトウェア経済学」というソフトウェア

エンジニアリングと経済学・経営学とを総合的に扱う知識体系に取組んでいます。 

アジャイルプロセスについても１０年くらい取組んでいます。ケント・ベックを招聘したり、アジャイル

プロセス協議会立ち上げに参画したり、昨年からは知働化研究会を（山田正樹氏をかついで）立ち

上げ、運営リーダをつとめています。 

独立後も自由研究と称して、コミュニティ活動を通じて刺激をもらいながら、コンサルティングに効き

そうなテーマ設定をして、探求をしています。新しい問題を発見したり、研究パラダイムを提唱した

りプロデュースすることが好みです。 

（２） 感じている「呪縛（限界）」や問題意識 

ソフトウェアエンジニアリングでは、かつてダイクストラ、パルナス、ジャクソン、ベーム、ブルックスと

いった偉人たちが、とてもよい仕事をしたと思うのですが、最近ではこういった成果が忘れ去られ、

同じ問題を何度も繰返し解こうとしているように思えます。 

重箱の隅とつつくようなアプローチや、理論のための理論、論拠のない標準化が蔓延していて、い

ざ実際の仕事をする際には、ほとんど使える成果がないという感覚でいます。 

昨年秋に『ソフトウェア開発は なぜ難しいのか』（技術評論社）を上梓させていただき、そこで述べ

た事項は、ブルックスの言う、ソフトウェアエンジニアリングの本質的困難（複雑性、順応性、不可視

性、可変性）に効くアプローチがなされていないということです。 

（３） 自らが考える「神話（迷信・都市伝説）」の候補 

神話の代表例はブルックスの『人月の神話』だと思います（神話 7）。この本を読んだ人でさえ、いざ

実践現場では、納期遅延の際に人を投入するといったことをやってしまっています。その他、「教え」

としてもっともらしく見えていながら、やってみると迷宮に迷い込んでしまうものが、多くあると思って

います。 

 

・ 神話 1     全体は部分の総和である。（分割して征服せよ：divide and conquer） 

・ 神話 2     問題は不変である。 

・ 神話 3     要求はユーザが知っている。（お客さまは神さまだ） 

・ 神話 4     全ては機能に帰着する。（機能はタダではない） 
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・ 神話 5     良いソフトウェアづくりにはモチベーションが必要だ。 

・ 神話 6     モデリングによって形式知化できる。（暗黙知、語ってしまえば形式知） 

・ 神話 7     人と月とは入替え可能だ。（人月の神話） 

（４） 「呪縛」や「神話」を乗り越えるための新たな「問題設定（未解決問題）」とその

先に開ける明るい地平のイメージ 

知働化研究会の活動などを通して見えてきた事項は、コンピュータの実装技術だけを追求してい

るだけでは限界があり、それを取巻く様相に目を向ける必要があるということです。ソフトウェアエン

ジニアリングがソフトウェアづくりに関わる言語活動であるという立場を採るならば、ソフトウェアに対

する要求の発生源、認識、意味の問題に取組んでいかなくてはならないと考えています。 

このあたりの探求は、より深い「哲学」の問題と考えています。かつてウィトゲンシュタインが、『論理

的哲学的論考』を捨て去り『哲学的探求』という＜言語ゲーム＞を主軸とした哲学を展開したように、

ソフトウェアの世界も＜言語ゲーム＞的転回が必要だというのが、ここのところの私の結論です。 

そして、おそらく今までのソフトウェアエンジニアリングの知見を、＜言語ゲーム＞的転回を図り、再

構成し直すことによって、新しい地平が開けるのではないかと期待しています。 
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濱 勝巳  株式会社アッズーリ／呪縛 WG コーディネータ 

（１） 参加者の諸活動（仕事や研究など）のバックグラウンド 

メーカ系ソフトウェア会社において、ファームウェアやドライバなどのプログラムを経験し、その後、

エンタープライズ系アプリケーションのフリーとして独立、1999 年に株式会社アッズーリを設立しま

した。現在は、代表取締役社長という立場で、アジャイルプロセス／ソフトウェア・セル生産とメタコ

ンポーネントを利用した企業向けのソフトウェアを提供しています。2009 年よりアジャイルプロセス

協議会の会長を就任しています。 

目下の自由研究テーマは、「ソフトウェアは何であるか？！」ということ。ソフトウェアの本質を見極め

た上で、新しいソフトウェアビジネスを生み出してみたいと日々悶々としています。ソフトウェアの世

界では、今後、東洋思想や思考がこれらの問題解決になると直感しています。そういった分野にも

とても興味があります。 

（２） 感じている「呪縛（限界）」や問題意識 

ソフトウェア産業に関わる人たちが何らかの呪縛に捕らわれると仮定したら面白い議論ができるの

ではないかとの思いつきで、ワーキンググループのテーマとしました。何気なく使っている言葉（単

語）の中にこそ私たちを拘束している呪縛があると思います。知らず知らずのうちに誰もが科学教ソ

フトトウェアエンジニアリング宗の信者となり、疑うことを忘れてしまっています。 

 

・ ソフトウェアエンジニアリング 

・ 上流工程、要求（要件）定義、モデリング（設計）、ソフトウェア開発、テスト 

・ 大規模プロジェクト、プロジェクト管理、プロセス改善、アジャイル 

・ 高品質、高生産性、高機能 

・ 見積り、請負、委任、派遣契約 

・ 技術者、プログラミング、創造的活動 

（３） 自らが考える「神話（迷信・都市伝説）」の候補 

お客や同僚、上司、後輩への説得材料として使われている数々の神話がどうして出来上がったの

か、その経緯や真意がわかりません。恣意的に作られたとしか思えないようなものばかりで、どれも

自分勝手な思い込みのようにしか思えません。 

 

・ 機能に価値がある 

・ 良いソフトウェアを作れば顧客は満足する 

・ 要求はユーザが知っていて定義できる 

・ ソフトウェアにはスコープが存在する 

・ 良いプログラマが良い設計ができる 

・ 人を導入すれば生産性があがる 
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・ 建築のメタファで表現できる 

・ 海外（特に西洋）の事例は正しい 

・ 世の中は観測可能で科学こそが正しい 

・ 技術者が満足するソフトウェアの価値は高い 

・ ソフトウェア全体は分割可能であり部分の集合が全体だ 

・ ソフトウェアは最短で作ることが良い 

・ 良いソフトウェアには技術者の高いモチベーションが必要だ 

・ プラクティスを実践すれば成功する 

・ プログラミングは一人でやるもの 

（４） 「呪縛」や「神話」を乗り越えるための新たな「問題設定（未解決問題）」とその

先に開ける明るい地平のイメージ 

問題設定といった場合、「ソフトウェアは何であるか？」が私の一番の問題です。ソフトウェアを知

る事がソフトウェアに対する解決の近道であると考えています。ただ、ソフトウェアを知るためには、

これまでのような西洋哲学や科学だけではなく、東洋思想や哲学といったものがなければ見えるも

のも見えてこないのではと推測しています。 

 

・ ソフトウェアは何であるか？ 

・ ソフトウェア全体とは何か？ 

・ 法則の中にいて法則を観測できるか？ 

・ 思考は何によって停止しているのか？ 

・ 言語活動なくしてソフトウェアを扱えるか？ 

・ 最小のソフトウェアはどうすれば証明できるか？ 
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高野明彦  国立情報学研究所／WG 公開講演者 
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羽生田栄一 豆蔵 

 

ソフトウェア開発は、いままでエンジニアリング的、工学的な基礎がしっかりしていない、ということで

継子扱いされてきた嫌いがあるが、そもそも、ソフトウェア開発が工学という切り口で妥当に説明で

きる行為なのかどうかを改めて見直してみたい。 

 

ソフトウェアはそれ自体が開いた活動の集合であり、人間の活動と組み合わさって、より大きな開い

た系を作るが、この系はシステムというよりは「緩い」位置づけのものであり、この挙動については今

後の観察・考察がＭ氏により期待されている。 

 

ソフトウェアは、文化や社会によっても異なる扱いを受けており、たとえば、 

・ 欧州では「科学」、 

・ 日本では「製造業」、 

・ インドでは「（プロフェッショナル）サービス」、 

・ 米国では S/W as a business「ビジネス」 

 

といった考察も存在しているくらいである。http://ow.ly/1UUng 

 

今回のＷＧでは、ソフトウェアを工学の呪縛から解放し、「ソフトウェア as ソフトウェア」を謳いた

い。 

http://ow.ly/1UUng

