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随想：ソフトウェアエンジニアリングの呪縛 6/29/2010 
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はじめに 

 「７」にこだわる理由は、こういう項目数という一つの＜制約＞を課することに

よって、文書の美しさを追求するためです。ラッキー７です。おそらくたくさん項

目を掲げた時に、バランスを保てるようにできる限界値だと思います。 

 かのウィトゲンシュタインの『論考』も７項目です。これになぞらえることがで

きると、自己満足観もひとしおです。 

 

『論考』の概要は、以下の通りです。 

 
（１）世界とは、起きている事全てのことである。（物ではなく、事実の総体で

あるとする） 
（２）起きている事、つまり事実とは、幾つかの事態が成り立っていることであ

る。（事態＋成立＝＞事実） 
（３）事実の論理上の像が、思想（思惟されているもの、思考対象、思想内容）

である。（事実/思想がパラレル。事態と思想ではない） 
（４）思想は、意義を持つ命題である。 
（５）命題は要素命題の真理関数である。（要素は、自分自身の真理関数である。） 
（６）真理関数一般は、と書ける。これは命題の一般形式である。 
（７）語りえないことについては、沈黙するほかない。 
 

『論考』は、ウィトゲンシュタインの前期哲学ですから、後期哲学の『探求』、す

なわち、言語ゲーム的転回を示すようにまとめていかなくてはなりません。 
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（１）全体論 

 以前まで「全体化」と呼んでいたものです。「全体論」は、ホーリズム(Holism)
の和訳に相当しています。 

Twitter>（１）全体化＝全体と関心：全体は部分から構成されるという見方から 
Twitter>   の脱却。境界やスコープを決めることの限界。そして、中心を見る 
Twitter>   こと。 

としていました。その後、濱さんから「根茎化（リゾーム）」という言葉の提案を

いただきました。確かに、デカルト的なツリー構造の学問体系より、複雑に絡み合

った根っこのような世界観を示しています。ただし、根茎化だと、中心も始まりも

ないものになってしまい、「引き算」や「否定」のものの見方を語るには、行き過

ぎのように感じます。また、ドゥルーズおよびガタリが提唱した用語ですから、フ

ランスの政治運動のドグマ的色彩も濃くなります。 

 「全体論」を掲げる意味は、デカルト的な世界観や還元主義、機能主義、決定論

からの脱却、そして、近年台頭して来ている複雑系、カオス、進化論などのアプロ

ーチを養護する立場をとりたいからです。 

 ポパーやクーンのパラダイム論とも通じるものがあり、用語として品格があるの

ではないかと思っています。村上春樹のシステムに対抗する手段としての「物語り」

アプローチも示唆しています。 

 全体論の補足用語として「全体と関心」、英語として”Holism and Concern”を考
えています。「全体」はともかく、「関心」というのは、主観の世界ですから、言語

ゲーム的な用語にもなっています。 
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（２）進化論 

 以前まで「生命化」と呼んでいたものです。計算機（コンピュータ）とそれを取

巻く組織活動を一体として捉えるということは、時間の中でどのように進化してい

くかというライフサイクル（生命循環）の観点が必要になります。これはもっとお

し進めると生命体と見ることにも繋がります。 

Twitter>生命化＝学びと進化：ソフトウェアや組織を静的なものと見なすことから 
Twitter>    の脱却。動的化。進化論（変異と適応・淘汰）やパラダイム論。 
Twitter>    複雑系（創発、カオス）と諸行無常。 

 生物進化論は、ダーウィンの進化論として広く知られています。1859 年に『種
の起原』を著し、生物が時間とともに遺伝的に進化する基本的な原理を明らかにし

ました。生命の神秘を追い求める旅に終わりはないようです。計算機科学からのア

プローチでは遺伝的アルゴリズムや人工生命の取組みがなされています。最近は

「進化計算」に焦点をあてた学術活動もあるようです。 

 学問分野の進化についても、いろいろな見方があります。クーン（Thomas Samuel 
Kuhn）の「パラダイム（paradigm）」が有名です。1962年に『科学革命の構造（The 
Structure of Scientific Revolutions）』で「パラダイム」という概念を提唱しました。
学問の進化というのは不連続なもので、天動説から地動説へのパラダイムシフトな

ども、相互に交流不能な世界観の隔たりとして捉えています。 

 企業やチームを生命体と見なすことは、自然な発想です。経営論でも「学習と成

長」が重要な経営観点と見なしています。ソフトウェアづくりは、「学び」である

と、かの山田正樹氏も言っておられますし、次世代のパラダイムのキーコンセプト

の一つかもしれません。 

 合原先生の講義によると、複雑な現象を分析する方法には、決定論的（カオス的）

なアプローチと、確率的アプローチとがあるそうです。バタフライ効果というのは、

初期値の微細な差が、結果に大きな差をもたらすような現象です。気象学がアマゾ

ンの蝶の羽撃きが、フロリダのハリケーンを起こすとかです。フラクタル効果とい

うのもあるそうで、これは自己相似形という構造を持つものだそうです。自己相似

性とは、全体が、全体を縮小した部分の和になっていることで、これが、フラクタ

ルと呼ばれるものです。フラクタル fracal の語源は、frangere→fractus→fractal
です。マンデルブローが提唱した概念です。 

 複雑系の研究アプローチは、ニュートン以来の決定論的な考え方脱却し、統計的
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（組織化されない）複雑系へと移行し、最近は、生物学的（組織化された）複雑系

になってきています。 

 

 
 

創発というのは、全体と部分とが循環していることです。最近は、全体と部分との

間にネットワーク構造を置いて複雑系の構造を考えるアプローチがとられていま

す。ハーネスというのは、複雑な振舞いを残しつつ制御をしていくことです。いわ

ばいいカオスを残すアプローチなのだそうです。 

 進化論の補足用語として「学びと生命化」、英語として”Life and Learning”を考
えています。 
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（３）知働化 

 いわずと知れた知働化研究会のテーマです。 

Twitter>（３）知働化＝実行可能知識と様相：機能はタダである。機能から様相へ。 
Twitter>      機械から問題領域へ。暗黙知と形式知。実世界と機械世界の 
Twitter>      統合。 

一応、復習しておくと、以下の通りです。 

 
 ソフトウェアに対する新しい見方 

 

 ソフトウェアとは, 実行可能な知識の集まりである 

 ソフトウェアとは, 実行可能な知識を糸や布のように紡いだもの 

(様相) である 

 ソフトウェアを作る/使うとは, 現実世界に関する知識を実行可能
な知識の中に埋め込む/変換する過程である 

 ソフトウェアを作る/使う過程では, 知識の贈与と交換が行われている 

 ソフトウェアを作ることと使うことの間には, 本質的な違いはない 

 

 実行可能知識と様相／テクスチャ 

 

 様相／テクスチャとは、「動く、問題と解決の記述」のことである 

 「機能」を実現することから、顧客の「知識」をコンテンツ化し、
実行可能にすることへ 

 

知働化プロセスや、ΛＶモデル、ゆる、リアルウェアなどの知働化研究会の自由研

究のテーマです。 

知働化の補足用語は、「実行可能知識と様相」、英語として”Executable Knowledge 
and Texture”とそのままです。 
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（４）意匠論 

 以前、「意匠化」と呼んでいたものです。 

Twitter>（４）意匠化＝制約と美：人間が意図を持って人工物（アーティファクト） 
Twitter>       を創造すること。分析理論と規範理論。客観的科学観から 
Twitter>       人間中心のデザインへ。デザインの意味論的転回。 

クリッペンドルフのデザイン論の考え方にそっています。 

 そして人工物も社会・経済的な変化に対応して、考え方も変わってきています。

この変遷をまとめたものが、以下の図です。 

 

 初期の人工物のデザインというのは、生産者の論理で機能を提供する「製品」を

開発することで済みました。それが経済の発達により市場の論理が支配するように

なって「商品、サービス、アイデンティティ」をデザインしなくてはならなくなり

ました。以降、より人間中心、意味中心にシフトしていって究極は、人工物のもた

らす意味や意義を言説や行動規範を考慮して「ディスコース」としてデザインする

時代になったというのが、クリッペンドルフの主張です。 

 実世界におけるソフトウェアのもたらす意味は、人、あるいは、組織にとって主

観的であり、多様です。また、ソフトウェアは、人間が創造する人工物（アーティ
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ファクト）です。人工物の「デザイン」に関する基礎理論、哲学として、知働化の

パラダイムに最も適合している考え方が、クラウス・クリッペンドルフ（Klaus 
Krippendorff）の『意味論的転回』です。 

 クリッペンドルフの主張は、「科学」というのは、過去に起こったことを分析し

て何か法則を見いだしたり証明したりするのに対して、「デザイン」というのは将

来について意思決定していくので、ぜんぜん違う、「人間中心」の「意味」を扱う

体系でなくてはならないということです。 
 

 

 デザインでは、人間の理解、意味とはどういったものかを明確にしておかなくて

はなりません。無論、デカルト主義を排す立場では、絶対的、客観的真実というの

は無いわけで、ヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」的に規定していくことにな

ります。 

 意味とは、以下のように規定されます。 
 

 意味は、構造化された空間、期待される感覚のネットワーク、一連の可能性
である。意味は行為をガイドする。 

 意味は、いつも誰かの構築物である。 
意味は、共有できない。 

 意味は、言語の使用の中で現れる。 
 意味は、固定されない。 



Jubaku of Software Engineering 

EXEKT: Executable Knowledge and Texture Laboratory  
 

10 

 意味は、感覚によって引き起こされる。 
意味は、知覚されたアフォーダンスである。 

 図で「外部の世界」というのが、ソフトウェアの実行による作用によって影響を

受ける実世界です。「意味」そのものは、直接語ることはできません。人間が持つ

意味は、実世界に対する「（言語）行為」として現れ、その行為による因果関係に

よってもたらされる現象が、「感覚」として帰ってきます。 

 

ブルックスの著作”The Desgin of Design”は、創造的活動としてのソフトウェアに
デザイン手法について、随想的に本質を述べています。全体を見ること、ユーザの

不確実性、制約と美、チームによる創造活動、専門家集団のコラボレーションなど

について述べています。このような事項も、「意匠論」の中で扱っていければよい

と考えています。 

 意匠論の補足用語として「制約と美」、英語として”Constraint and Aesthetics”
を考えています。 
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（５）経営論 

 以前は、「社会化」と呼んでいたものです。ドラッカーの『ネクスト・ソサイエ

ティ』に述べられているような、知識主導社会へのシフト。そして、何よりも経済

から社会へという移行があります。 

Twitter>（５）社会化＝属人性と社会：属人性を排し、プロセス化することの限界。 
Twitter>      創造的活動をチーム・組織・組織間で行う場。経済から社会 
Twitter>      へ。生産/消費。ステークホルダ間の価値のバランス。 

 経営論の主題は、組織と組織、人と人との間の関係性です。「経営」という概念

そのものもドラッカーが造り出した概念です。経済活動や社会活動の目的は、富を

創出すること、適切な配分を行うこと、協調して生き延びる仕組みを造ることです。 

 工業的パラダイムでは、手順化して役割を定義し、人を割当てるという属人性を

排除したプロセスを構築することが、経営の一つの目標になっていました。知識主

導社会での創造的活動での人の役割や、役割分担の方法、そして、これ等の経営の

方法も新しいものが必要になってくるでしょう。また、社会の制度も、トフラーの

言うような地産・地消、富の分配の方法などが変わってくるものと思われます。 

 このような観点の下で、制度設計をし、価値や富を配分していくための広い意味

での経済学理論も必要になると考えています。従来より筆者が取組んでいる、「ソ

フトウェア経済学」もその下支えの一つになり得るでしょう。 

 一方、経済学の分野では、昨今のサブプライム危機の分析や、低迷する経済状況

への対策の必要性からの諸検討、インターネットの普及による新しい社会/経済活
動を対象とした手法等の研究から、学術領域での新しい取り組みも始まっています。

例えば、『目に見えない資本主義（Invisible Capitalism）：貨幣を超えた新たな経
済の誕生』田坂広志著では、以下に示すような５つの経済原理に関するパラダイム

のシフトが起こっていくと説明しています。 
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 筆者は、「予測」が今後の有望な領域と考えています。これは、狭義にはソフト

ウェアの開発コストを対象にしていますが、「人月からの脱却」を果たし、価値指

向のパラダイムに移行した後にも、価値や価格決定論のベースになると考えていま

す。さらに、ソフトウェアそのものに、予測や経済理論を埋込んだものが出現して

くるのではないかと予想しています。進化論でも、組織やシステムが生き残るため

には、環境適応と、周囲の挙動に関する予測の精度が、成否を左右すると考えてい

ます。 

 最近の経済理論は、行動や意図を扱うことと、戦略を扱うことに特徴が現れてい

ます。これは、経済論の対象の粒度が精密化してきていると見なすことみできます。

こういった分野に有効な理論が、ゲーム理論です。行動予測や戦略上の意思決定に

不可欠のものです。 

 経営論の補足用語として「属人性と社会」、英語として”Peopleware and Society”
を考えています。 
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（６）基盤化 

 従来「数学化」と呼んでいたものです。クラウドコンピューティングなどの新し

いビジネスドメインで必要になる、理論的な裏付けをしっかりと構築していくこと

を「基盤化」と呼びます。 

Twitter>（６）数学化＝基礎と関係性：数量化・定量化や素朴な集合論では新しい 
Twitter>       抽象機械やクラウド計算を基礎づけることはできない。 
Twitter>       時間と空間の基礎理論。脳モジュール化の試み。 

 今までのソフトウェアを基礎づける理論が素朴に過ぎたために、いろいろなとこ

ろでほころびが出始めています。 

 集合論をベースとした数学の理論体系は、ブルバキの活動によって、社会理論や

経済理論にまで援用され、ソフトウェアの世界も基本的にはそれに従っています。

数学の体系を組み直そうという試みは、グロタンディークによって提唱され、圏論

（カテゴリー）として一石が投じられました。圏論の考え方とは、集合論の点の代

わりに、一般的対象とそれ等の間の変換を考える極めて抽象的なものです。対象の

性質は捨象し、対象間の関係だけが重視されます。グロタンディークの大きな成果

が、可換代数を代数幾何学の分野に組み込んだことです。圏論は、集合論、抽象代

数、位相幾何学などの上部構造を与えています。 

 クラウドコンピューティングや、進化型のソフトウェア、さらには、人間の認識

や脳のモジュール化などを扱っていくための、数学的なアプローチ、科学的な基盤

はまだまだ不足しています。物理定数のように、計算量に関する何か法則や定数が

発見できるかもしれません。 

 基盤化の補足用語として「数学と関係性」、英語として”Mathematics and 
Relationship”を考えています。 
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（７）遊戯論 

 以前は、「遊戯化」と呼んでいたものです。ウィトゲンシュタインの言語ゲーム

論を示しています。 

Twitter>（７）遊戯化＝人間化と言語ゲーム：神の世界（思考停止）にあったもの 
Twitter>       を科学の世界に引きづり下ろすこと。さらに、デカルト的 
Twitter>       世界観から脱却すること。言語現象と規範。リアルウェア 
Twitter>       と空（くう）化。 

 ヴィトゲンシュタイン（Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889-1951）は近
代分析哲学の基礎付けを行った哲学者です。大きく前期と後期に成果が大別され、

前期と後期では全く異なった世界観を構成しています。前期の成果は『論考』（論

理的・哲学的論考, 1921）として出版され、後期哲学は『探求』（哲学的探求, 1949）
としてまとめられました。 

 『論考』では、言語による記述（命題）の意味を、世界の事態の成立として定義

しています。このことは、世界が言語の記述とは独立に（たぶん神が創造して）在

り、それを語るために言語による記述があるという考え方です。世界の事実とは関

係のない、信念や形而上学的な事項については、語ってはならない、つまり無意味

だという主張です。いわゆる、命題論理の基礎付けを与えている哲学といえるでし

ょう。この「意味の対象説」は、２０世紀初頭の論理実証主義を支える哲学になり

ました。 

 ヴィトゲンシュタインは『論考』の世界観を捨て、後期哲学では「意味の使用説」

として「言語ゲーム」という考え方を提唱しました。「物の世界」でも「事の世界」

でもない、全ては「言語的事象の世界」であるという主張です。この「言語の使用」

が即ち、「言語の意味」になっているという、後の言語行為論や状況意味論の基礎

付けを行っています。 

 ソフトウェアエンジニアリングというのが、プログラムコードの記述に限らず、

あらゆる活動を＜言語活動＞や＜言語現象＞であるとみなすという立場は、とても

重要だと私は考えています。無論、無意識や心理的な事項もあることは認めますが、

最終的には言語として現れることになります。こういった哲学的な基礎付けをした

のは、20 世紀初頭に活躍した奇才、ヴィトゲンシュタインです。彼の後期哲学を
『探求』とか『言語ゲーム』の哲学と称しますが、筆者はこの思想は、ソフトウェ

アの世界にも当てはまると考えています。昨年秋にクリッペンドルフの書籍を知り
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ましたが、これはアーティファクト（人工物）に対する言語ゲーム的アプローチで

あり、まさに我が意を得たりという感覚でした。 
 

 

 一言で私の主張を集約するならば、「ソフトウェアエンジニアリングの世界で言

語ゲーム的転回を進めよう」ということです。新しい世界を描く努力なくして、未

来は切り開けません。 

 遊戯論の補足用語として「人間化と言語ゲーム」、英語として”Humanize and 
Language Game”を考えています。 
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後記 

 まだまだ７つの項目名は悩んでいます。いくつか候補を掲げておくことにします。 

（１）全体論＝全体と関心 
   根茎化（リゾーム）、脱還元主義、総体化（新造語） 

（２）進化論＝学びと生命化 
   自己組織化、複雑系、成長 

（３）知働化＝実行可能知識と様相 
   紡ぐ、計算論（基盤化や数学の話題を知働化の主要課題と見なす） 

（４）意匠論＝制約と美 
   アーティファクトデザイン論、意味論的転回 

（５）経営論＝属人性と社会 
   ピープルウェア、組織経営、ネクストソサイエティ（次社会）、価値指向 
   ゲーム理論（こちらが本当の遊戯論かも）、（本当の）マネジメント 

（６）基盤化＝数学と関係性 
   圏論、代数化、厳密抽象化、定式化 

（７）遊戯論＝人間化と言語ゲーム 
   言語ゲーム的転回、戯論、リアルウェア、間主観 

 

まとめて、 

繋ぐ、学ぶ、紡ぐ、造る、営む、理る、遊ぶ 

とかも良い標語かもしれません。 
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呪縛の検証 

呪縛 WG 会合時にでていた、参加者の方々のご意見を、７項目に強引に対応させ
てみて、これ等の項目の網羅性をチェックしてみました。 

 

（１）全体論＝全体と関心 

全体は部分の総和であるから分割可能だ 

 

（２）進化論＝学びと生命化 

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 

デファクトスタンダードやグローバルスタンダードに従えば間違いはない 

人間は間違うが機械は間違いを起こさない 

ソフトウェアは最短でつくる事が良い 

ソフトウェアをつくるやり方は予め計画することができる 

 

（３）知働化＝実行可能知識と様相 

全ては機能に帰着する 

モデリングによって形式知化できる 

建築のメタファで表現できる 

動いているコードは変更するな 

実行可能でない言語で書き下ろすことができる 

 

（４）意匠論＝制約と美 

ソフトウェアには自由度がある 

ソフトウェアつくりは創造的活動である 
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（５）経営論＝属人性と社会 

良いソフトウェアつくりにはモチベーションが必要だ 

人と月とは入れ替え可能だ 

海外の事例は正しい 

属人化は排除すべき 

コード行数と障害発生件数で品質の評価が可能だ 

プログラミングは教育、訓練可能で誰でもできるようになる 

標準化すれば誰でも上手くやれる 

資産を活用すれば生産性はあがる 

プラクティスを実践すれば上手くいく 

バグのないソフトウェアを作る事ができる 

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 

管理すれば問題は起こらない 

 

（６）基盤化＝数学と関係性 

曖昧な自然言語より形式的な言語が適している 

 

（７）遊戯論＝人間化と言語ゲーム 

要求はユーザが知っている 
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新たなる命題 

 本資料を書き下ろしてきて、ふと、最後に『論考』的なまとめをするとどうなる

かなという実験で、？？論、？？化といった用語に捕われない命題形式で思いつく

ままに宣言してみることにします。 

 

［１］全体は部分から構成されない。 

［２］対象が関係し、複雑に繋がり、日常を形成する。 

［３］法則、科学の制約の下で、将来の現象を統御することが意匠である。 

［４］ソフトウェアに関わる意匠は、実行可能な知識を紡ぎ、学ぶ活動からなる。 

［５］富の創出、価値の交換、均衡、配分を行う規範が経済であり、 
   これを主題とする組織的行為が経営である。 

［６］ソフトウェアとは、計算と意味の様相である。 

［７］全ては言語ゲームである。 
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