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はじめに 
 

 従来のいわば気ままなソフトウェア開発と‘ビジネスロジック部品’(注１) を活用した開発と

は大違いである。この違いは、ヨットでの帆走と車による道路上の走行との差異に似たところが

ある。 

 海上には地上にあるような障害物もなければ舗装された道路も存在しない。そのかわり、風の

強い波の立つ海面とそうではない部分が模様をなしているのが見える。 短の時間でゴールに着

くには、その模様の移り変わりを予測しながら風を求めて 速のジグザグコースを取るという奥

義を必要とする。しかし、レースでなければ気ままにコースを選んでも構わないし、ある程度風

まかせにしても構わない。そうしたとしても目的地に到着することはできるだろう。 

 これに対して、道路を車で走る場合はだいぶ様子が異なる。たとえば、ある地点から別の地点

へタクシーで行くときには、どの運転手さんもほぼ同じコースをたどるものである。これは、2 点

を結ぶ直線でもなければ、風や潮の流れに依存するジグザグコースでもない。どの道路がふさわ

しいかによって決まるコースである。道路上では、信号や交通法規を守って運転しなければなら

ないが、エンジンパワーを意のままに活用して快適に目的地に到着できる。 

 

 従来の多くのソフトウェア開発は、ヨットで大海原を走るようなものであった。もしも、その

奥義を追求するとすれば、それぞれの開発にとっての 良のコースが見えてくるに違いない。し

かし、無理にがんばって奥義を極めなくてもソフトウェアを開発することは可能である。実際の

ところ、ほとんどのソフトウェア開発は、あたかも奥義を追求しているような仮面をかぶって、

その実、開発者の気ままを許していたのが実態なのではなかろうか？ 

 これに対して､‘ビジネスロジック部品技術’(注２) を用いたソフトウェア開発は、道路を車

で走るようなものである。いわば、道路や付帯設備を整備し、交通法規を充実させることによっ

て、その恩恵に浴するのである。こうすれば、コンピュータパワーを上手に活用して、どの開発

者も同じコースを快適にたどれるようになる。こうすることは、奥義の追求という仮面をはぎ取

ることになるが、経済的な便利な交通手段を提供することに結び付く。 

 

─────────────────────────────────────────── 

注１： ビジネスロジック部品という言葉の曖昧さを避けるために、本書では明確な定義を与えて

おり、この定義に従っている場合には‘ビジネスロジック部品’のようにシングルコーテーショ

ンで括った表記にしてある。なお､‘ビジネスロジック部品’を一般化したものをソフトウェア部

品と呼び､‘ソフトウェア部品’という表記にしてある。 

 

注２： 本書の定義に従った実用的で効果的な‘ビジネスロジック部品’に関するテクノロジーに

ついては、シングルコーテーションで括った表記にしてある。同様に､‘ソフトウェア部品’に関

するテクノロジーについても、シングルコーテーションで括った表記にしてある。 

─────────────────────────────────────────── 

 

 本書は､‘ビジネスロジック部品技術’がビジネス分野の業務アプリケーションプログラムの開

発に有効なことを明らかにするものである。これがなぜ有効だと確信できるのか。その根底には

同じような業務アプリケーションプログラムが重複開発されているという事実があるからなの

だ。同じ種類のアプリケーションプログラムだと思われるものでも、たとえば A 社向けと B 社

向けのそれぞれに何らかの違いがあることが普通なので、これを理由に、それぞれ独立に開発す

る場合がほとんどなのである。ところで ｢その違いは？｣ というと、それがわずかな場合が多い 



 6

(というように認識できるのである)。したがって、同じ種類のアプリケーションプログラムなら

ば共通に開発できるはずである。たとえば１割の違いがあるのなら、残りの９割は共通にできる

はずなのだ。しかるに、共通部分を共通にするというごく当然のことが難しいと考えられている。

非常識だと思われるかもしれないが、これが業務アプリケーションプログラム開発業界の常識に

なっている。 

 このような変な常識が形成されるには、それなりの理由がある。本書は主に技術的な観点から

この原因を解明して、変な常識を改めて合理的な開発を行えるようにする一つの方法を提示する。

つまり､‘ビジネスロジック部品技術’によって、実用的で効果的な部品化再利用が現実に可能な

ことを明らかにする。そして、ビジネス分野の業務アプリケーションプログラムの開発を効率的

にする道を示す。 

 

 ところで、本書を読む前のこの段階で、ちょっと質問をさせていただきたい。｢ビジネスロジッ

ク部品とは何のことだとお考えになっていますか？｣ と。 

 一般には、汎用サブルーチンのことを思い浮かべる方が多いのではないだろうか？ あるいは部

品化再利用の話では定番になっているオブジェクト指向に基づくオブジェクトなるものがビジネ

スロジック部品になると主張する人もおられるに違いない。これらの他にも、これこそがビジネ

スロジック部品であると宣伝されているものもいくつかある。また、ビジネスロジック部品に対

して漠然とした期待をもってはいるものの、その具体化は今後の課題だと考えている方も多いこ

とだろう。かと思うと、ソフトウェアに部品などというものは存在しないのだから ｢ビジネスロ

ジック部品とは何か｣ という質問自体ナンセンスであると主張する人もおられる。こういう方は、

｢汎用サブルーチンを単に組み合わせるだけでは、思いどおりの業務アプリケーションプログラム

にはならない。この程度のことは経験からお分かりだよね。｣ と逆に痛烈な批判をあびせてくる。 

 このように、ビジネスロジック部品とは何かについて定説があるわけではない。ビジネスロジ

ック部品やソフトウェア部品に漠然と期待をかける方がいる一方、そうしたものの存在を否定す

る方もおられる。 

 

 本書は、ビジネスロジック部品に疑問を投げかける人々に明快な解答を提示するとともに、実

用的で効果的な‘ビジネスロジック部品’とはどんなものかを明らかにする。本書の‘ビジネス

ロジック部品’は、未開拓の分野に少数の人が取り組んで獲得した成果であり、この有用性を知

らせる活動がまだ十分に行われていない。そこで、この新たに開拓した‘ビジネスロジック部品’

を真正面から取りあげて報告するのが本書である。ただし､‘ビジネスロジック部品’そのものだ

けを説明しても理解しにくいと思われるので、本書では、その周辺のテクノロジーについても比

較して論じることにした。したがって、本書は‘ビジネスロジック部品’を解説する書であると

同時に、既存の開発支援ツールの一部を解明する書にもなっている。 

 本書は、ビジネス分野の業務アプリケーションプログラム開発を合理化することに興味のある

方であれば、どなたにでも読んでいただけるように努めた。このために、本書の論点に関係する

話題を“トピック”という形で挿入して、少しでも分かりやすくなるようにした。また、本書は

いろいろな立場の方々の視点で論じるようにした。 

 あえて言えば、本書は次のような方々に読んでいただくことを想定しているが、これら以外の

方々も歓迎したいと考えながら書いた。 

 ・ 企業の中で業務アプリケーションプログラムの開発に携わっている方、 

およびそれを利用されている方 

 ・ 業務パッケージの開発に携わっている方、 

  およびそれを利用されている方 

 ・ お客様からのご注文に従って業務アプリケーションプログラムを開発されている方、 
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およびその注文主の方 (お客様)  

 ・ ここに挙げたような仕事をしたいと考えている学生の方 

 

 ERP (enterprise resource planning) パッケージ (統合パッケージ) がよく話題になり、この

ことによって従来の業務パッケージも見直され、特注アプリケーションプログラムとの競争が発

生している。本書の‘ビジネスロジック部品技術’は、統合パッケージを含む業務アプリケーシ

ョンプログラム一般の開発作業を合理化するものであり、その適用範囲はビジネス分野全体に及

ぶ。また、このテクノロジーは業務パッケージと特注アプリケーションプログラムの垣根を取り

払う働きもある。したがって、本書は、こういった広範囲な開発作業を合理化することに、必ず

やお役に立つことと思う。 

 

                               1998 年 4 月 

                                 對馬 靖人 

 

 

改訂にあたって 
 

 本書を執筆してから５年が経過した。ここで用語の見直しなどを行い時代に合わせるとともに、

タイトルを ｢ソフトウェア部品｣ から ｢フレームワークとビジネスロジック部品｣ に変更した。

その理由は、世間一般に後述するような変なプロパガンダがなされていて“部品”に関する認識

が捻じ曲げられているので、論点・焦点をより明確にする必要があると感じたからである。 
 マイクロソフト社は、VBX (Visual Basic Extension) なるもの (その後 OCX と改名され、さ

らに ActiveX コントロールと改名されたもの) を部品として宣伝してきたが、これは画面デザイ

ンの際にフォームに貼り付けて使う GUI 部品である｡“部品市場”を形成した功労者であるが、

ビジネスロジック部品ではない。また、サンマイクロシステムズ社が打ち出した EJB (Enterprise 

JavaBeans) なるものを部品だと言ってかついでいる人々もいるが、EJB はアプリケーションサー

バと呼ばれる一種のミドルウェアとの相性がよい塊なのであって、ビジネスロジック部品とは言

いがたい。なぜなら、工夫に工夫を重ねないと EJB の再利用性を高めることができないからであ

る。ちなみに、大抵のソフトウェアは工夫を重ねることによって、再利用性を高めることができ

るものであり、EJB もその例外ではない。EJB という形態にしただけで再利用性が高くなるとは

言えないのである。このような‘ビジネスロジック部品’まがいの出現によって“部品”への関

心が高まったのは、結構なことであるが、本来の‘ビジネスロジック部品’の実力を ｢この程度

のもの｣ と低く評価されることが心配でならない。 

 

 本書の前身である ｢ソフトウェア部品｣ の中では実用的で効果的な部品と呼ぶための要件を明

確にした。しかし、多くの“部品”信奉者はこうした要件を考えもせずに“部品”という言葉を

乱用しているのは全く困ったものである。独自の要件を打ち出すなり本書で述べた要件に議論を

交えるなりするのなら話は分かるが、宣伝のキャッチコピーとしてだけの“部品”はいただけな

い。 
 
 しかし、そういった“部品”もある種の軽いノリの“部品”であるとみなすことができなくも

ない。そこで、本書のタイトルを ｢フレームワークとビジネスロジック部品｣ として、ビジネス

ロジックの 100 % 近くを部品だけでまかなえるのかというハードルを改めて設定したのであ

る。 
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 さて、こうした世の中の動きを眺めると、業務プログラムの開発技術は進歩していないと思っ

てしまう。そして“部品”なるものが話題になるだけで、まだ深く追求されていないことが分か

る。などと悲観的になったものの、着実な進歩もある。というのは、本書の前身の執筆時に何と

呼んだらよいのか分からなかった概念が、世間一般に通用する用語で表現できるようになってき

たのである。 
 
 たとえば、ごちゃ混ぜ (混雑) 状態の業務仕様に関係するプログラムと操作仕様に関係するプ

ログラムを分離する大手術は、リファクタリングという言葉 (エクストリームプログラミングで

使われている用語) をあてることができる。 
 また、共通メインルーチンに関係して本書の ｢ものを認識する際の図と地の分離について｣ で

述べたことは、制御の反転 (inversion of control) という言葉を使って表現できる。 

 さらに、本書の骨格ルーチン (スケルトン) は、フローズンエリアをカバーするプログラムで

あり、狭義のフレームワークだともいえる。同様に、本書のスロットは、ホットスポットであり、

本書の補填ルーチンユニット群は、フックメソッド群に他ならない。しばらく時間を置いて眺め

ると、世の中の進歩が確認できる。 

 

 こうした一般に流布している言葉とは別に、操作ベースなど新たに考えついた用語を使い始め

た個所もある。操作ベースとは、バックエンドにあるデータベースとは対照的にフロントエンド

に位置する操作に関するプログラムのことである。そして、その形態はというと、狭義のフレー

ムワークとして設計されることが普通である。 

 後に、創造的適応の必要度という長い用語を創適応の必要性と短くしたことをお断りしてお

く。模倣による適応ではなく、創造的な (すなわちこれまで世の中に存在しなかったので新たに

創めて生み出さなければない)“適応”という意味である。ちなみに今回の用語のリファインは、

創適応の必要性は低かったが、気を使う仕事であった。 

 

                               2003 年 11 月 

                                對馬 靖人 

 

 

改改訂にあたって 
 

 コンピュータ関係の時代の流れは相変わらず早いが、ところどころ流れがよどんでいる。たと

えば、業務アプリケーションの開発技術に関しては、渦が生じているのかもしれないが、大局的

に見ると停滞している。そのために、本書の存在意義は薄れていない。というように、ここを書

き始めたところである。すでに改改訂の作業はあらかた済んでいるので、ここを書き終えれば、

一段落ということになる。 (執筆中)。 
 
                               2008 年 4 月 

                                對馬 靖人 
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執筆にあたって注意した点 
 

 本書は、次のような注意を払って執筆した。これらをご理解いただくことによって、本書をよ

り上手に活用していただけることだろう。 

 

 初に用語について述べておこう。ビジネス分野の業務アプリケーションプログラムの世界で

は、データ中心アプローチという考え方があり、同音異義語や異名同義語の使用を戒めている。

本書は基本的に、この戒めに従っているが、何点かの例外事項がある。 

 

 異名同義については、基本的には避けるようにした。しかし、あまりにも長い次の用語につい

ては、省略形 (ニックネーム) を用いた。｢業務アプリケーションプログラム｣ を ｢業務アプリ｣ 

とし、｢業務アプリケーションシステム｣ を ｢業務システム｣ とし、｢特注アプリケーションプロ

グラム｣ を ｢特注業務プログラム｣ と省略した。ただし、プログラムであることを強調したい場

合には、省略せずに ｢業務アプリケーションプログラム｣ などとしているところもある。また、

この省略に伴い、｢特注アプリケーションプログラム開発業 (界)｣ を ｢特注業務プログラム開発

業 (界)｣ と省略した。 

 近い意味でも、微妙な違いのある言葉については、できるだけ慣用に従い、あえて統一してい

ない。たとえば ｢ソフトウェア｣、｢プログラム｣、｢手続き (プロシージャ)｣ とか、｢遺伝子｣、｢DNA｣ 

とかはこの典型である。 

 同じ意味にもかかわらず、技術用語の出身母体の違いによって異なる言葉が当てられている場

合がある。こうした場合は、異名同義であることが分かるように努めたが、あえて統一していな

い。 

 

 同音異義についてもできるだけ避けるようにした。このために修飾語などを付けたり、表記を

工夫して区別しやすいようにした。たとえば ｢システム｣ という用語は、あいまいになりがちで

ある。そこで本書では、何らかの修飾語を付けて、｢業務システム｣、｢生産管理システム｣、｢販売

管理システム｣、｢部品化再利用システム｣、｢嵌め込み (はめこみ) システム｣、｢部品検索システ

ム｣、｢部品管理システム｣、｢プロトタイプシステム｣、｢部品化アプリ再利用システム｣ などとし、

明らかに意味が分かる場合を除いて修飾語のない ｢システム｣ という用語を用いないようにし

た。また、同音異義を避けるために、｢case 文｣ と ｢CASE ツール｣ のように書き分けたり、違う

種類の括弧を用いて『パラメタ』と ｢パラメタ｣ のように区別がつくようにしたりした。 

 

 本書では、一般に使われている用語に、本書独特の意味付けをした場合には、シングルコーテ

ーションで括ることで、区別がつくようにした。これらには､‘ビジネスロジック部品’,‘ソフ

トウェア部品’,‘ビジネスロジック部品技術’,‘ソフトウェア部品技術’,‘ブラックボックス

部品’および‘ホワイトボックス部品’がある。 

 

 本書では、できるだけ一般に使われている用語の用法に従ったが、本書独特の用語も出現する

そういう用語については、本文中にも説明があるが、｢本書を理解するためのキーワード｣ として

その意味をまとめておいた。これらに加え、本書独特の意味付けをした用語についても同様であ

る。これらの説明の中には、用語と用語の関係なども明らかにしてあるので、適宜ご参照いただ

きたい。 
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 用語とは少し外れるが、本書の中のイタリック (斜体) の部分は、読者の方々への本書の読み

方などに関する案内である。 

 

 次に本書の執筆にあたっての姿勢について触れておく。 

 本書は､‘ビジネスロジック部品’が実力以上にかいかぶられることもなく、また無視されるこ

ともなく、正当に評価されることを目指して書いたものである。そして、大げさな言い方を慎む

ように気を配った。 

 現代は、コンピュータが神の座から遊びの座に移る時代だとみることができる。大昔、言葉や

文字やその媒体の紙が、神のごとく扱われた時代のように、コンピュータが出現した初期には神

格化された見方がなされた。この名残があるためか、コンピュータを使ったのだから正確だとか、

適だとかという神話が今でも無批判に受け入れられる傾向にある。こういった神話には、コン

ピュータを普及させる一種のマインドコントロールとしての効果があるので、コンピュータ関係

者にとっては都合のよいことかもしれない。したがって、これを矯正しようとする力は働かない。

しかし、コンピュータを神格化するのはもういい加減に止めにすべきである。コンピュータは、

文房具として使われ、ゲームなどのエンターテインメント分野の道具にもなっているのだから、

もはや神話はふさわしくない。ありのままの力を示した方がどれだけ分かりやすいか知れない。

コンピュータの世界には多様なテクノロジーが渦巻いていて、ただでさえ分かり難いのだから、

幻想を生むような言い方は慎むべきである。本書をまとめるにあたっては、少なくとも幻想を助

長しないように、また場合によっては幻想を打ち消すように努めた。 

 本書では､‘ビジネスロジック部品’そのものだけでなく、その周辺のテクノロジーとの比較も

行っている。こうすると、困ったことにそういうテクノロジーのいくつかを批判する結果になっ

てしまった。商業主義やそれに迎合するコンピュータジャーナリズムは、開発支援ツールについ

て実力以上に宣伝したり評価したりしていることがあるので、それを矯正することが必要だった

のである。そこで、いわば裸の王様は ｢裸の王様だ｣ とはっきり言う姿勢を貫いたつもりである。 

 一般に、現代もてはやされているハイテク分野のキーワードにはオーバな点が多々見受けられ

る。そういうものに慣れっこになっている方には、本書のような非センセーショナルな言い方は

地味に映るかもしれない。また、本書にはハイテクの香りが不足しているのでインパクトがない

と思われるかもしれない。ハイテク分野の変な常識である ｢きらびやかでなければならない｣ と

いう不文律に従うと、本書は一刀のもとに切って捨てられてしまいそうである。心あれば、ハイ

テク分野の輝きをもつキーワードに少しは疑いの目をもった上で、本書の‘ビジネスロジック部

品’に接していただきたい。また、本書はこれまで取り残されていた視点を開くものだから、時

間をかけてじっくりと吟味していただきたい。もちろん、本書を読むにあたっても、批判的な姿

勢を保って‘ビジネスロジック部品’に関して言い過ぎがないかどうかを厳しく見ていただくよ

うにお願する。 

 

 本書は本来であれば、数式を使うことで物理学を明快に論じるのと同様に、プログラムの実例

を示すことによって‘ビジネスロジック部品’について具体的に論じるべきだと初めは考えた。

ところが、一般にプログラムになれている方も他人の書いたプログラムを読むことに躊躇しがち

だし、ましてやプログラムになれていない方にも読んでいただこうとするのだから、本書にはプ

ログラムの例を含めるべきでないと考えた。 

 なお、こうしたために本書の説明は具体的でないと思われる方もおられることだろう。実際の

プログラムのサンプルを使って本書の内容を確かめてみたい方は、インターネットで以下にアク

セスすると、プログラムのサンプルなどの情報を得ることができる。 

 http://www.applitech.co.jp/  

 



 11

 一般にプログラミングなるものは各個人の頭の中でなされる仕事であり、それを体験している

人は全人口に比べてわずかであるし、その実態を示す努力があまりなされていない。しかも、プ

ログラミングをしている人を外部から観察するだけでは、なかなかその実態は捉らえ難くい。そ

こで、本書ではプログラミングの本質を解き明かすことによって、プログラミングなるものに関

する理解を深めていただけるように努めた。なお、プログラミングに関して全く不案内な方は、｢付

録１．プログラムの実行とは｣ を一読するようにお願いする。 

 また、もしもこれまでプログラミングについて単なる想像によって推測していたことがあれば、

それは一旦白紙にもどして、本書を読んでいただきたい。たとえば、プログラムの作成はモノの

製造に似ていると決め付けていたら、それを撤回し白紙に戻していただきたい。また、ソフトウ

ェア開発の生産性は簡単に数値化可能であると決めつけていたら、それについても同様である。 

 

 後に本書のメインテーマである部品化再利用システムに関係する注意事項にふれておく。 

 本書の説明の流れは、業務パッケージに関する話題から始まっているために‘ビジネスロジッ

ク部品’は業種業務パッケージのカスタマイズ作業だけに関係するものだという印象を与えてし

まうかもしれない。しかし、実際にはそうではないことを、ここでお断りしておく。当然メンテ

ナンス作業にも効果的である。また、より重要なことなのだが、既に開発済みのどこかの分野に

隣接していて、共通化できそうな部分があるならば、新規アプリケーションプログラムの開発作

業にも有効である。たとえば、少なくとも第四世代言語 (4GL) が効果を発揮したようなビジネス

分野においては、その分野で開拓された成果を再利用できるので、新規開発にも有効である。 

 ただし、部品化再利用システムなるものは既開発の分野とつながりのない (ビジネス分野とも

つながりのない) 全く新たな分野のソフトウェア開発には、残念ながら効果がない。こうは言っ

たものの、新分野をひとたび開拓してしまえば､‘ソフトウェア部品’などが活躍できる舞台に変

えることができるかもしれない。もしも、そうできれば、新分野の開発成果を活用するために部

品化再利用システムが効果を発揮できるようになる。いずれにしても、開拓が済むまでの間はご

支援できないということなのだ。このことは、本書の‘ビジネスロジック部品’だけでなく部品

化再利用システム一般に言えることである。当然のことなのではあるが、誤解のないように付け

加えておく。 
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本書を理解するためのキーワード 
 

 ここには、本書独特の用語および本書独特の意味付けをした用語についての説明がある。 

 一般に、プログラムの先頭部分では、そのプログラムで使う変数や定数の宣言をする習慣があ

る。これにならって、本書の先頭部分のここで、変数や定数に相当する本書の重要なキーワード

を説明しておく。 

 

 これらの用語は、本文中にも説明があるので、ここはざっと目を通す程度にして、本文に進む

ことをお勧めする。そして、用語の意味が分からなくなったときに、ここを参照していただけば

よいだろう。 

 

4GL (第四世代言語) の操作ベース： 

 何かがイベント駆動タイプの 4GL のイベントプロシージャを呼び出しているはずだと考

えたときに気づく、その何かのこと。つまり、4GL の操作ベースがイベントプロシージャを

呼出し、各イベントプロシージャの実行の契機を決めている。 

 なお、操作ベースを開発する際には、狭義のフレームワークという形態になるように設計

するのが普通である。そして、操作ベースを上手に設計・開発できたならば、コピー排除型

再利用ができるフレームワークとして、生産性を向上させる切り札になることだろう。 

 この用語に関係する話題は ｢３．２．２ 第四世代言語｣ あたりに登場する。 

 

GUI の操作ベース： 

 何かが GUI アプリケーションプログラムのイベントプロシージャを呼び出しているはず

だと考えたときに気づく、その何かのこと。つまり、GUI の操作ベースがイベントプロシー

ジャを呼び出しており、各イベントプロシージャの実行の契機を決めている。 

 なお、GUI (graphical user interface) とは、ウィンドウの中に配置した各種のボタンや

メニュー項目やリストボックスやテキストボックスなどの GUI コントロール (または 

widget とも呼ばれる) を用いたビジュアルな操作方法のこと。 

 この用語に関係する話題は ｢2.2.2-m オブジェクト指向と GUI 操作｣ あたりに登場す

る。 

 

RRR ファミリー： 

 ‘ビジネスロジック部品技術’を用いた SSS の後継製品。SSS の開発時にはなかった新方

式である部品化イベント駆動方式を採用。販売管理、財務会計、生産管理などをカバーする 

ERP パッケージ (統合パッケージ) へと発展している。RRR は、RRR ツールと RRR 部品セッ

トから構成されている。 

 この用語に関係する話題は ｢3.2.3-q RRR ファミリーに向けた改善点｣ あたりに登場す

る。 

 

SSS： 

 ‘ビジネスロジック部品技術’を用いて開発された 初の販売管理業務向けの特注対応業務

パッケージ。約 2000 個のデータ項目部品からなり、カスタマイズしやすい点が特長。SSS は、

SSS ツールと SSS 部品セットから構成されている。SSS の後継製品には RRR ファミリー が

ある。 
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 この用語に関係する話題は ｢1.3-i データ項目に対応づけたプログラムの細分化｣ あた

りに登場する。 

 

共通メインルーチン (狭義のフレームワーク)： 

 プログラムの中の下請け的な働きをする部分ではなく、メインルーチンとして働く部分に

注目して、共通部分を括り出したもののこと。大抵の開発プロジェクトにおいては、プログ

ラムの中で下請け的な働きをする共通サブルーチンを括り出す習慣があるので、少し視点を

変えれば共通メインルーチンも括り出すことができるはずである。 

 共通メインルーチンの例としては、原始的なプログラムのひな型、古典的な嵌め込み (は

めこみ) システムの骨格ルーチン、4GL の操作ベース、GUI の操作ベース、狭義のフレーム

ワークなどがある。これらの多くは、主に操作に関係する処理において共通的に利用される

機能をもつ。 

 共通サブルーチンという見方だけしかしていなかった開発プロジェクトにおいては、それ

まで行わなかった共通メインルーチンを見つけ出す努力によって、それまで気づかなかった

共通部分を見つけ出せるかもしれない。もしも共通メインルーチンを見つけることができれ

ば、それを再利用することによって、生産性を向上させることができる。 

 オブジェクト指向言語を用いると、共通メインルーチンの記述がしやすくなる。これは、

いわゆる制御の反転 (Inversion of Control) に対応しやすいためである。 

 この用語に関係する話題は ｢3.2.2-n 4GL と嵌め込みシステム｣ あたりに登場する。 

 

コピー実施型再利用： 

 オリジナルのソフトウェアのコピーを作成してから、そのコピーを利用するという形態の

再利用のこと。なお、ソフトウェアを再利用する方法は、コピー実施型再利用の他に、コピ

ー排除型再利用がある。 

 コピー実施型再利用の例としては、プログラムのひな型を配布して、コピーしてから適当

な修正を施すという開発がある。また、プレ生成ツールを使った開発もコピー実施型再利用

の一種である。 

 コピー実施型再利用は、一見するとソフトウェアの開発スピードを上げ、単純生産性を高

めるように思われる。しかし、バブルでふくれたプログラムになり、メンテナンスの負荷を

増大させることになりがちである。 

 この用語に関係する話題は ｢4.4-n 再利用によって生産性を向上させる二つの方式｣ あ

たりに登場する。 

 

コピー排除型再利用： 

 オリジナルのソフトウェアのコピーは作成せずに、それを指し示し参照することによって

利用するという形態の再利用のこと。なお、ソフトウェアを再利用する方法は、コピー排除

型再利用の他に、コピー実施型再利用がある。 

 コピー排除型再利用の例としては、汎用サブルーチンライブラリを充実させて徹底的に再

利用することなどがある。また、ポスト生成ツールを使った開発もコピー排除型再利用の一

種である。 

 コピー排除型再利用は、プログラムをふくらませないために見かけの生産性は向上しない。

しかし、それにもかかわらず生産性が向上したのと同等の効果を上げることができる。そし

て、バブル資産を排除することになり、メンテナンスしなければならないソフトウェア資産

を少なくする働きをする。 
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 この用語に関係する話題は ｢4.4-n 再利用によって生産性を向上させる二つの方式｣ あ

たりに登場する。 

 

再利用による生産性の向上率： 

 再利用によって実質的にどれだけ生産性が向上するのかを表わす指標のこと。単純生産性

を補正生産性で割った商を求めることで、再利用による生産性の向上率の概略値が得られる。 

 再利用により生産性を向上させる代表例は､‘ビジネスロジック部品技術’を用いることで

ある。 

 なお、再利用はコピー実施型再利用とコピー排除型再利用の二つに分類できる。 

 この用語に関係する話題は ｢4.4-l 再利用による生産性の向上率｣ あたりに登場する。 

 

創適応 (creative adaptation) の必要性： 

 創造的適応の必要度合いのこと。創造的適応、すなわち創適応とは、ある応用分野または

領域に関するいろいろな要求に対応する際に、用意されたパラメタの設定という非創造的な

手段ではうまくいかず、新たなプログラムを創造して対処すること。創適応の必要性が小さ

い領域ではパラメタカスタマイズによって要求に対応できるが、創適応の必要性が大きい領

域はそうはいかない。そういう領域では、新たなプログラムを創造して適応させることが、

すなわちプログラムカスタマイズが必要になる。なお、ここでパラメタとは、パラメタカス

タマイズのパラメタと同様に、外部からみて意味の明快な宣言的な情報のこと。 

 一般にビジネス分野は創造的な発展があるために創適応の必要性が大きい。しかし、例外

的に財務会計に関しては、遵守すべき法律の規定という制約があり、創造的な発展が制約さ

れているために創適応の必要性はあまり高くない。 

 この用語に関係する話題は ｢5.1-b 実用的で効果的な部品化再利用システムの要件その

２｣ あたりに登場する。 

 

ソフトウェア部品： 

 ビジネスロジック部品を一般化したもののこと。 

 ソフトウェアの部品化再利用システムで使用される部品セットの構成要素。 

 ソフトウェア部品の代表例は、汎用サブルーチン。 

 本書では、特別の性質を備えたソフトウェア部品のことを‘ソフトウェア部品’のような

表記にしてある｡‘ソフトウェア部品’には、汎用性を備えた‘ブラックボックス部品’と検

索性、局所性、手頃な大きさ (粒度)、読みやすさの四つの性質をすべて備えた‘ホワイトボ

ックス部品’がある。 

 ‘ソフトウェア部品’の例としては、汎用サブルーチン、汎用メインルーチン、データ項目

部品などがある。 

 この用語に関係する話題は ｢５．３‘ビジネスロジック部品’の意味と意義｣ あたりに登

場する。 

 

ソフトウェア部品技術： 

 ‘ソフトウェア部品’を活用するというテクノロジーのこと。 

 本書では、所定の性質を備えた‘ソフトウェア部品’を活用するテクノロジーのことを‘ソ

フトウェア部品技術’のような表記にしてある。 

 ‘ソフトウェア部品技術’を用いると、プログラムカスタマイズ作業の生産性を高める“部

品カスタマイズ”が使えるので、カスタマイズ作業がけた違いに簡単になる。 
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 この用語に関係する話題は ｢５．３‘ビジネスロジック部品’の意味と意義｣ あたりに登

場する。 

 

データ項目部品： 

 業務アプリをそれぞれのデータ項目に対応づけて分割した部品。ビジネス分野ではデータ

項目名によって仕様変更要求が表現されるので、データ項目部品の名前を、それぞれのデー

タ項目名で始まるものとすると、大袈裟な検索システムなしでも、簡単に検索できるように

なる。 

 データ項目部品は、検索性、局所性、手頃な大きさ (粒度)、読みやすさの四つの性質をす

べて備えているので‘ホワイトボックス部品’の代表例だといえる。なお､‘ホワイトボック

ス部品’は‘ビジネスロジック部品’または‘ソフトウェア部品’の一種であり、データ項

目部品は‘ビジネスロジック部品’の一種。 

 データ項目部品の例としては、商品コード部品、商品単価部品、得意先小売店名称部品な

ど様々なものがある。 

 この用語に関係する話題は ｢1.3-i データ項目に対応づけたプログラムの細分化｣ あた

りに登場する。 

 

特注対応業務パッケージ： 

 特注業務プログラムのように、顧客の特別な注文 (特注) にも対応する (対処できる) 業

務パッケージのこと。特注対応業務パッケージは、顧客の特別な注文にぴたりと合わせるた

めに、何らかの形でプログラムカスタマイズを行うことが必要。もしも、カスタマイズコス

トを低くおさえることができれば、特注対応業務パッケージは、特注業務プログラムに比較

して大幅なコストダウンになる。 

 特注対応業務パッケージの例としては、SSS や RRR ファミリーがある。これらは、部品カ

スタマイズによって、カスタマイズのコストを低くおさえている。 

 この用語に関係する話題は ｢１．３ 特注対応業務パッケージ｣ あたりに登場する。 

 

二段構えカスタマイズ： 

 パラメタカスタマイズとプログラムカスタマイズの良いとこ取りをしたカスタマイズのこ

と。 

 二段構えカスタマイズでは、よくあるタイプのカスタマイズ要求にはパラメタカスタマイ

ズで対応して、それでは対応できないときに、プログラムカスタマイズという奥の手を使う

という二段構えの方式を採用する。 

 こうすることによって、ある範囲のカスタマイズ作業は、パラメタカスタマイズという手

段で簡単に済むようになると同時に、顧客からのどんなカスタマイズ要求にも、プログラム

カスタマイズによって対応できるようになる。 

 この用語に関係する話題は ｢1.1-b カスタマイズの方式｣ あたりに登場する。 

 

ネタ (生産性を向上させるための)： 

 ソフトウェア開発の生産性を向上させる施策、仕掛け、仕組み、理由、アイデアなどのこ

と。生産性を向上させたい場合、いくつかのネタが候補としてあがるだろうから、それぞれ

のネタの効果を評価した上で、効果的なものから適用するのがよい。そのためには、たとえ

ば積み上げ方式などでそれぞれのネタの生産性の向上率を求めることが必要。 
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 ネタの例としては、古くから知られたものをあげると、アセンブラによるアドレス計算の

代行、プログラミング言語から機械語への変換、各種のダイアグラムを記述する作業の支援、

プログラムからドキュメントとして使えそうな情報の抽出など様々なものがある。 

 この用語に関係する話題は ｢4.2-e 生産性の向上率を求める実施検証｣ あたりに登場す

る。 

 

バブル (プログラムの中の冗長部分)： 

 プログラムの中の冗長な部分のこと。一般に、同じ結果を出すようなプログラムは何通り

も作れるが、それらの中で もコンパクトなプログラムを基準にして、それにはバブルがな

いと考える。こうした基準を設けると、それ以外のプログラムには、 もコンパクトなプロ

グラムとの差の分だけのバブルが存在することが明確になる。 

 バブルの代表例は、プログラムの中の無駄な部分 (取り除いても構わない部分) である。

この他にバブルの例としては、共通サブルーチンに書き換えることで、プログラムをよりコ

ンパクトにできるにもかかわらず、そうしていない部分がある。また、既にライブラリに登

録済みのプログラムを再利用せずに、それに相当するものを新たに開発したならば、それも

バブルである。 

 この用語に関係する話題は ｢4.1-c プログラムのミニマム情報量｣ あたりに登場する。 

 

汎用メインルーチン (狭義のフレームワーク)： 

 共通メインルーチンを汎用化したもののこと。共通サブルーチンを汎用化すると汎用サブ

ルーチンになるのと同様に、共通メインルーチンを汎用化すると汎用メインルーチンになる。 

 なお、汎用化とは、そのルーチンがカバーする領域に対して、想定されるどのような要求

にも部品セットからの部品選択やパラメタの指定によって対応できるようにすることをい

う。すなわち、汎用化するということは‘ブラックボックス部品’に求められる性質を持た

せることに他ならない。 

 オブジェクト指向言語を用いると、共通メインルーチンの記述がしやすくなる。これは、

いわゆる制御の反転 (Inversion of Control) に対応しやすいためである。 

 この用語に関係する話題は ｢5.2-g RRR ファミリーの構成法を一般化した構成法に照ら

すと｣ あたりに登場する。 

 

ビジネスロジック部品： 

 ソフトウェアの部品化再利用システムで使用される部品セットの構成要素。 

 ビジネスロジック部品の代表例は、データ項目部品。 

 本書では、特別の性質を備えたビジネスロジック部品のことを‘ビジネスロジック部品’

のような表記にしてある｡‘ビジネスロジック部品’およびこれを一般化した‘ソフトウェア

部品’には、汎用性を備えた‘ブラックボックス部品’と検索性、局所性、手頃な大きさ (粒

度)、読みやすさの四つの性質をすべて備えた‘ホワイトボックス部品’がある。 

 ‘ビジネスロジック部品’およびこれを一般化した‘ソフトウェア部品’の例としては、汎

用サブルーチン、汎用メインルーチン、データ項目部品などがある。 

 この用語に関係する話題は ｢５．３‘ビジネスロジック部品’の意味と意義｣ あたりに登

場する。 

 

ビジネスロジック部品技術： 

 ‘ビジネスロジック部品’を活用するというテクノロジーのこと。 
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 本書では、所定の性質を備えた‘ビジネスロジック部品’を活用するテクノロジーのこと

を‘ビジネスロジック部品技術’のような表記にしてある。 

 ‘ビジネスロジック部品技術’を用いると、プログラムカスタマイズ作業の生産性を高める

“部品カスタマイズ”が使えるので、カスタマイズ作業がけた違いに簡単になる。 

 この用語に関係する話題は ｢５．３‘ビジネスロジック部品’の意味と意義｣ あたりに登

場する。 

 

部品化アプリ再利用システム： 

 部品化アプリを再利用する形態の部品化再利用システムのこと。部品化アプリとは、アプ

リケーションプログラムをうまい具合に切れ切れにして、それぞれの断片が‘ビジネスロジ

ック部品’または‘ソフトウェア部品’になるようにしたもののこと。 

 本書では、部品化アプリ再利用システムという形態の部品化再利用システムにスポットを

あてて論じている。 

 部品化アプリ再利用システムを製品化した例としては、SSS や RRR ファミリーなどがある。 

 この用語に関係する話題は ｢２．２ 部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向｣ 

あたりに登場する。 

 

部品化イベント駆動方式： 

 一般のイベント駆動方式を改良して、イベントプロシージャが‘ホワイトボックス部品’

に求められる性質を具備するようにした方式のこと。 

 部品化イベント駆動方式を採用したツールの例には、RRR ツールの中核をなす MANDALA (マ

ンダラ) がある。一般のイベント駆動方式のイベントプロシージャはデータ項目ごとの区切

りがぼやけがちであった。部品化イベント駆動方式ではこの区切りを明確にすることが必要

だということが分かり、MANDALA はアップデートプロパゲーション (更新伝播) の機構を用

いて、これを実現した。 

 この用語に関係する話題は ｢3.2.3-s 部品を区切る分割指針に関する改善点その２｣ あ

たりに登場する。 

 

部品化再利用システム： 

 ソフトウェア資産を部品という形にして再利用するシステムのこと。 

 部品化再利用システムは、通常、部品セットと部品合成ツールから構成される。 

 本書では、部品化アプリ再利用システムという形態の部品化再利用システムについてのみ

論じている。 

 汎用サブルーチンのライブラリとサブルーチンの組込み呼出し機構は、古典的な部品化再

利用システムだと言える。この古典的システムを‘ビジネスロジック部品技術’を用いて拡

張すると、ビジネス分野の業務アプリを‘ビジネスロジック部品’および‘ソフトウェア部

品’だけで構成可能な部品化再利用システムにできる。 

 この用語に関係する話題は ｢２．２ 部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向｣ 

あたりに登場する。 

 

部品カスタマイズ： 

 ‘ビジネスロジック部品技術’を用いたアプリケーションプログラムに関するカスタマイズ

のこと。つまり‘ホワイトボックス部品’を用いたプログラムカスタマイズのことである。 

 部品カスタマイズは、広義のプログラムカスタマイズに分類されるものだが、一般のプロ

グラムカスタマイズに比べてその作業量を桁違いに小さくできる。 
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 なぜなら、カスタマイズの対象となるプログラムの 100 % が“部品”(と呼ぶにふさわし

もの) だからである。つまり､‘ホワイトボックス部品’はその内部のプログラムに手を入れ

る作業が発生するのであるが、実にその種の作業負荷を軽減させる上で効果的な四つの性質 

(検索性、局所性、手頃な大きさ、読みやすさ) をすべて備えているからだと言える。ちなみ

に、本書ではこの種の性質を備えていないものは“部品”と呼ぶべきでないと主張している。 

 部品カスタマイズの例としては、データ項目部品からなる業務プログラムに関するカスタ

マイズをあげることができる。 

 この用語に関係する話題は ｢1.3-j 特注業務プログラムか業務パッケージか (その３) 

結論｣ あたりに登場する。 

 

部品合成ツール： 

 部品化再利用システムを構成するツールのこと。なお、部品化再利用システムは、通常、

部品合成ツールと部品セットから構成される。 

 部品合成ツールは、指定されたビジネスロジック部品群を合成してアプリケーションプロ

グラムに仕立て上げる働きをする。 

 部品合成ツールの例としては、古典的な嵌め込み (はめこみ) システムや 先端の RRR ツ

ールがある。 

 この用語に関係する話題は ｢3.2.3-q RRR ファミリーに向けた改善点｣ あたりに登場す

る。 

 

部品セット： 

 部品化再利用システムを構成する部品の集合のこと。なお、部品化再利用システムは、通

常、部品セットと部品合成ツールから構成される。 

 部品セットの例としては、汎用サブルーチンのライブラリ、および RRR 部品セットの販売

管理や財務会計などがある。 

 この用語に関係する話題は ｢3.2.3-q RRR ファミリーに向けた改善点｣ あたりに登場す

る。 

 

ブラックボックス部品： 

 中身のプログラムを解読せずに利用する (利用できる) 部品のこと。すなわち、プログラ

ムカスタマイズを一切の許さない部品であり、そのソースプログラムは開示しないことが普

通。これと対極をなすのがホワイトボックス部品。 

 本書では、汎用性を備えたブラックボックス部品については‘ブラックボックス部品’の

ような表記にしてある｡‘ブラックボックス部品’は‘ビジネスロジック部品’または‘ソフ

トウェア部品’の一種。 

 ‘ブラックボックス部品’の例としては、汎用サブルーチン、および汎用メインルーチンが

ある。 

 この用語に関係する話題は ｢5.2-f 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法｣ 

あたりに登場する。 

 

フレームワーク： 

 狭義には、共通メインルーチンまたは汎用メインルーチンのことと考えて、ほぼあたって

いる。 

 広義には、共通メインルーチン、汎用メインルーチンだけでなく、共通サブルーチン、汎

用サブルーチンなども含め、うまくモジュール分割 (部品分け) した成果のこと。 
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 この用語に関係する話題は ｢3.2.1-j 嵌め込みシステムの第二の分かれ道｣ あたりに登

場する。 

 

補正生産性： 

 単純生産性を補正することによって､“真の生産性、つまり完全にバブルを取り除いた生産

性値”に近づけたもののこと。 

 単純生産性は簡単に求められるが、これに頼ると、中身が詰まったコンパクトなプログラ

ムを開発すると生産性が低く評価され、逆にふくれ上がったものを開発すると高く評価され

ることになる。そして、プログラムをコンパクトにする努力を阻害して、バブルでふくらま

せる安直な手段を推奨することになる。このような弊害を回避するために考え出されたモノ

サシが、補正生産性である。 

 生産性の補正をするには、プログラムの中にバブルが見つかる度にその分を成果物の量か

ら差し引いて、生産性の計算をしなおす。 

 この用語に関係する話題は ｢4.2-d プログラム行数を用いて算出した生産性の補正方法｣ 

あたりに登場する。 

 

ホワイトボックス部品： 

 中身のプログラムの解読が必要になる可能性のある部品のこと。すなわち、ホワイトボッ

クス部品とは広義のプログラムカスタマイズが必要になるかもしれない部品であり、そのソ

ースプログラムは開示される。これと対極をなすのがブラックボックス部品。 

 本書では、検索性、局所性、手頃な大きさ (粒度)、読みやすさの四つの性質をすべて備え

たホワイトボックス部品については‘ホワイトボックス部品’と表記してある｡‘ホワイトボ

ックス部品’は‘ビジネスロジック部品’または‘ソフトウェア部品’の一種。 

 ‘ホワイトボックス部品’の代表例は、データ項目部品。なお､‘ホワイトボックス部品’

に対するプログラムカスタマイズのことを特別に部品カスタマイズと呼ぶ。 

 この用語に関係する話題は ｢5.2-f 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法｣ 

あたりに登場する。 



 20

第１章 特注業務プログラムと業務パッケージの間に 
 

 この章では、特注業務プログラムと業務パッケージとを対比させながら、ビジネス分野の業務

プログラム開発の実態を見ていく。その後で､‘ビジネスロジック部品’を用いて開発した業務プ

ログラムの実例を一つご紹介して、これが特注業務プログラムと業務パッケージとの中間に位置

することを明らかにする。 

 この章で業務パッケージを取りあげるのは、本書のメインテーマが部品化再利用であり、業務

パッケージは再利用のパイオニア的な存在だからである。これまで行われていた再利用の単位は、

業務パッケージのような大粒の製品か、または汎用サブルーチンのような小粒の機能であること

が普通であった。これらに加えて、この章では、汎用サブルーチンではカバーできなかった領域

をカバーする‘ビジネスロジック部品’をご紹介する。この‘ビジネスロジック部品’は、大粒

の業務パッケージとは違って、小粒の部品をいろいろ組み合わせることで完成品に仕立てること

ができるという妙味をもっている。 

 

１．１ 特注業務プログラムと業務パッケージの違い 

 

 ビジネス分野の業務システムは、どのような業務を支援するのかに着目すると、財務会計、販

売管理、在庫管理、顧客管理、生産管理などの数多くの種類に分類できる。ただ、一口に生産管

理システムといっても、半導体の生産管理をつかさどる業務システムと自動車の生産管理をつか

さどる業務システムではその内容がだいぶ異なる。したがって、生産管理システムは業種ごとに

別ものだと見られることもある。このような業種や業務の違いを踏まえて業務プログラムの種類

を数え上げると、数え方にもよるが、数百種類に及ぶ。 

 ところが、実際に開発されている業務プログラムの数はこれを大幅に上回る。その理由は、同

じ業種の同じような業務であっても、企業によって業務処理の考え方やその手順の詳細が異なる

ために、それぞれの企業向けに特注業務プログラムとして開発するケースが多かったからである。 

 しばしば特注業務プログラムは注文服にたとえられ、業務パッケージは既製服にたとえられる。

特注業務プログラムは特定の顧客（一企業）の業務処理の考え方や手順にぴたりと合わせて開発

するのに対して、業務パッケージは大多数の企業の共通的な業務処理の考え方や手順に合わせる

ことを目指して開発する。ここが特注業務プログラムと業務パッケージの大きな違いである。 

 

1.1-a 業務パッケージに必要なカスタマイズ 

 一般に企業の業務処理手順は、共通点も多いのであるが、各社各様の部分もある。これらの違

いは、企業特性および業種特性として理解できる。すなわち、それぞれの会社の歴史的な経緯、

トップの方針、各部門の力関係、特殊な業務遂行方法などの各社の企業特性、およびそれぞれの

業種によって取り扱う商品やサービスの種類、業界の慣行、関心事などが特徴的であるという業

種特性、および他社差別化を図るための創造的な活動などによって、実際の業務処理手順には多

くのバリエーションがある。したがって、各企業は自社の業務処理の考え方や手順に合わせた専

用の業務プログラムを欲しがるものである。 

 ところが、業務パッケージはいわば 大多数の 大幸福を目指して開発するので、必ずしもす

べてのバリエーションに対応できるわけではない。したがって、特定の顧客（一企業）に業務パ

ッケージを導入しようとすると部分的に合わない点が見つかるものである。すなわち、販売管理

パッケージのように特定の業務に焦点を定めた業務パッケージには、業種特性（同じ業務でも業

種が異なると内容に違いがあること）や企業特性の違いがからくる何らかの不整合が見つかるの
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が普通である。また、病院用パッケージのように特定の業種に焦点を定めた業種パッケージには、

企業特性の違いからくる何らかの不整合が見つかるのが普通である。 

 そこで、いわば仮縫いのように、業務パッケージを特定の顧客（一企業）の業務処理の手順に

“適応”させる作業 (カスタマイズまたは仕立て作業になぞらえてテーラリングと呼ぶ) が必要に

なる。カスタマイズできない固い作り付けパッケージも存在するが、大抵の業務パッケージは何

らかのカスタマイズを考慮した設計がなされている。つまり、業務パッケージを新たな顧客環境

に適応させるためのカスタマイズの仕組みを組み込んでいるのである。 

 

1.1-b カスタマイズの方式 

 カスタマイズの方式は、本質的に次の２種類に分類できる。 

 ・ パラメタカスタマイズ 

 ・ プログラムカスタマイズ 

 

 パラメタカスタマイズは、外部からみて意味の明快なパラメタを指定するだけでカスタマイズ

作業が済むので簡便である。しかし、パラメタカスタマイズを可能にするためには、業務パッケ

ージを開発する際に、あらかじめカスタマイズ可能な範囲を設定して、それに対応できるような

作り込みをしておくことが必要になる。たとえば、在庫の評価法として、 終仕入れ単価法、移

動平均法、総平均法、予定原価法という四つのうちのいずれかが使われると想定されるのであれ

ば、このいずれにも対応できるように作り込みをしておく。そして、業務パッケージに与えるパ

ラメタによって、顧客が実際に採用する在庫の評価法を指定できるようにする。 

 こういう作り込みをしておけば、カスタマイズ作業は、パラメタを指定するだけで済むので、

極めて簡単になる。ただし、この方法で満たすことができる顧客からの要求は、業務パッケージ

開発業者があらかじめ想定してパラメタとして指定可能にした範囲に限られてしまう。 

 この方式は、いわば、○×形式か択一形式の試験問題のようなものだと言える。 

 

 プログラムカスタマイズとは、業務パッケージの中の一部のプログラムモジュールを変更した

り、新規に作成したりすることによって、顧客からの要求を満たすことである。したがって、原

理的にはどんな要求にも対応できる。しかし、カスタマイズ作業は大仕事になりがちである。な

ぜなら、パラメタのような外部からみて意味の明快な宣言的な情報を指定するだけではなく、プ

ログラムの内部の手続き部分 (すなわちプロシージャ部分) にメスを入れることになるからであ

る。いわば内臓の器官を改造する手術なので、その作業量は、パラメタカスタマイズの 100 倍か

ら 10,000 倍にも及ぶ。 

 もしも顧客からの要求をすべてパラメタカスタマイズだけで対応できれば、作業は非常に簡単

に済む。しかし、残念ながらこれだけでは対応できる範囲が限られてしまう。いわば、パラメタ

を調整することだけでは、内臓の器官に新たな機能を創造して付け加えることは無理である。し

たがって、どんな要求にも対応できるプログラムカスタマイズの存在意義があるのである。 

 この方式は、いわば、文章で答える形式の試験問題のようなものだと言える。 

 

 二つのカスタマイズの方式の良いとこ取りをしたのが二段構えカスタマイズである。これは、

よくあるタイプのカスタマイズ要求にはパラメタカスタマイズで対応して、それでは対応できな

いときに、プログラムカスタマイズという奥の手を使う二段構えの方式である。つまり、ある範

囲のカスタマイズは簡単に済ませることができるようにすると同時に、顧客からのどんなカスタ

マイズ要求にも対応できる柔軟性をもたせるという賢い方法である。 
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 ここで用語に関する注意事項がある。世の中には､『パラメタ』の指定だけでほとんどすべての

カスタマイズ要求に対応できる、といわれている業務パッケージがある。そういう業務パッケー

ジの『パラメタ』と本書のパラメタカスタマイズにおける ｢パラメタ｣ とは全く違うものを指し

ているので、注意が必要である。本書の ｢パラメタ｣ とは、外部からみて意味の明快な宣言的な

情報のことを意味している。これに対して、もう一方の『パラメタ』とは、業務パッケージの内

部構造に依存した情報であり、宣言的な情報以外に手続き的な情報が含まれているのが普通であ

る。この種の『パラメタ』は、いわばその業務パッケージを記述するための内部言語 (一種のプ

ログラミング言語) なので、本書ではそういった『パラメタ』の設定作業は、プログラムカスタ

マイズであるとみなすことにする。実際に、そういった『パラメタ』カスタマイズの作業量は、

本書の ｢パラメタ｣ カスタマイズの 100 倍から 10,000 倍にも及ぶことが普通である。したがっ

て、これらは同じ名前を使ってはいても、その実体は別物だと捉らえるべきである。簡単だと印

象づけようとする『パラメタ』カスタマイズは、簡単には済まないプログラムカスタマイズの仲

間なのである。 

 

1.1-c 特注業務プログラムか業務パッケージか (その１) 一般論 

 業務パッケージは、特定の顧客（一企業）ではなく、多くの企業に売ることを目標にしている

ために、その開発には独特のノウハウや配慮が必要であり、特注業務プログラムよりも開発コス

トがかさむものである。したがって、特定の顧客（一企業）にしか売れないような業務プログラ

ムは、わざわざ業務パッケージ仕立てにすることはなく、特注業務プログラムとして開発するの

が普通である。 

 これに対して、数多くの顧客（企業）に売ることができて、かつカスタマイズ要求にバラエテ

ィの少ない業種・業務分野の業務プログラムは、パッケージ仕立てにするのが有利である。もし

も個々の顧客（企業）ごとにそれぞれ特注業務プログラムを開発するものと仮定した場合の合計

のコストを見積もれば、一つ開発することによって多くの顧客（企業）に使ってもらえる業務パ

ッケージの方が大幅なコストダウンになることは明らかである。 

 
 

トピック 1： 金の卵を生む業務パッケージへの夢 

 ビジネス分野の中でも財務会計に関しては後述する理由から特別であり、カスタマイズ要求に

関するバラエティが限られている。こういう応用分野は、業務パッケージに向いており、パラメ

タカスタマイズだけで大抵の要求に対応できる。 

 

 業務パッケージのパラメタカスタマイズ率（パラメタの設定だけで対応できるカスタマイズの

割合）を上げるためには、カスタマイズ要求に関する十分な情報を収集することが必須である。

たとえを挙げると、多様な環境に適応可能な生物に進化していく過程においては、それぞれの環

境に適応するための遺伝子情報を獲得することが必要になる。これと全く同様に、多様な環境に

適応可能な業務パッケージに進化させるには、カスタマイズ要求に関する情報を必要とする。 

 実際に、次の情報収集策を用いることで、財務会計パッケージのパラメタカスタマイズ率を９

８％ほどに上げた例外的な例もある。その情報収集策とは、カスタマイズ作業の担当者にはソー

スプログラムを渡さずに、パラメタの設定だけでカスタマイズしてもらうことを原則とする。ど

うしてもプログラムカスタマイズが必要になった場合には、そのカスタマイズ事例に関する詳し

い情報と交換に、ソースプログラムを開示することにする。こうすれば、カスタマイズ要求に関

する詳しい情報を広く収集できる。情報が収集できれば、後は開発資金と開発期間をかけて、業

務パッケージをエンハンスして、新たに分かった要求にもパラメタカスタマイズで対応可能なも

のに進化させることができる。 
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 パラメタカスタマイズ率の高い業務パッケージは、大きな設備投資を必要とする装置だと捉ら

えることができる。いわば注文服の自動縫製装置のようなものだから、大きな初期投資を必要と

するのだ。しかし、その装置が有効に働く限り大きな利益を生み出す。なぜなら、その業務パッ

ケージが適用できるような業務であれば、金の卵を生む鶏のように、次から次へとパラメタの設

定だけで業務プログラムを生み出すことが可能だからである。 

 このような金の卵を生む鶏をつくることは、どんな業務プログラムに対しても可能なのかとい

うと、そうではない。実は、一般に“創適応の必要性”(第５章に詳説してあるが、とりあえずは 

｢本書を理解するためのキーワード｣ の説明をご参照いただきたい) が小さい応用分野に関する

業務プログラムの場合に限って可能なのである。創適応の必要性が大きい応用分野に関する業務

プログラムは、いくらパラメタを追加しても、それでは対応しきれない新たなカスタマイズ要求

が上がってくるので、パラメタカスタマイズ率を十分に上げることができない。新たな顧客（企

業）との出会いがある度に作り込みが必要になるであろうし、世の中のニーズの変化に対応して

いくためのメンテナンスも継続的に必要になることだろう。したがって、金の卵を生む鶏をつく

ることは、一般には難しいことである。財務会計パッケージのような、例外的にかなり創適応の

必要性が小さい応用分野の場合に限って可能なのである。財務会計分野は、遵守すべき法律の規

定という制約があり、創造的な発展が制約されているために創適応の必要性はあまり大きくない。 

 なお､‘ビジネスロジック部品技術’を用いると、第５章で説明するように、創適応の必要性が

大きいビジネス分野も対しても、金の卵を生む鶏に近い業務プログラム (業務パッケージ) をつ

くることができる。 
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１．２ 特注業務プログラムおよび業務パッケージの開発業者 

 これまでは技術的な話を中心にしてきたが、この節では視点を変えて利益を上げることに全力

をつくしている開発業者の立場たった議論を展開してみよう。現実を知るには、こうした見方も

重要である。 

 

1.2-d 業務パッケージ開発業者を見ると 

 業務パッケージ開発業者の収益は、業務パッケージの売上本数に大きく影響される。したがっ

て、数を出すことに力を注ぐし、数の出そうな業務パッケージを主力商品にすえるものである。

また、数が出れば価格を下げることも可能なので、低価格戦略によってユーザをさらに増やす効

果も期待できる。 

 こういった状況において、業務パッケージの売上本数を伸ばすためには、どのような要求にも

カスタマイズで対応可能にする柔軟性が重要だと思われるが、現実は必ずしも“そうではない”

のである。 

 様々な顧客からの様々なカスタマイズ要求に対応可能な業務パッケージにするには、二段構え

カスタマイズ方式を採用するのが一番である。しかし、業務パッケージ開発業者がこの方式を主

力業務パッケージに採用することはめったにない。なぜなら、企業顧客の多数派に対しては当然

パラメタカスタマイズで対応可能にするので、残りは少数派だということになるからである。こ

の少数派に対してプログラムカスタマイズを行っても、手間ばかりかかるわりに、期待される売

上本数の増加はわずかな場合が多いので、二段構えカスタマイズ方式は採用されないのである。

プログラムカスタマイズの手間は、パラメタカスタマイズの手間の 100 倍から 10,000 倍と桁違

いであることを思い出していただきたい。この落差を考えれば、業務パッケージ開発業者がプロ

グラムカスタマイズを敬遠することを納得できそうだ。 

 

 それでは、業務パッケージ開発業者はどのような要求にもパラメタカスタマイズで対応可能に

するための作り込みを徹底的にしておくかというと、そうでもない。作り込みはほどほどのとこ

ろで打ち止めとなる。その様子を見ると、新たな作り込みによって恩恵を受ける企業顧客の数が

多そうなところ (すなわち売上本数を増やせそうなところ) から始めて、順に作り込みをしてい

くので、あるところまで行くと残りは効果の薄いものばかりになってしまう。こうなると打ち止

めである。ごく少数の売上増しか期待できない要求に、わざわざ手間のかかる作り込みをするよ

うなことはめったにない。 

 このような長い説明をするよりも、｢パラメタカスタマイズを可能にするための作り込み作業

は、プログラムカスタマイズよりも手間がかかるので、ほどほどのところで打ち止めになる。｣ と

短く言う方が分かりやすいかもしれない。 

 なお、パラメタカスタマイズを可能にするための作り込み作業を徹底的に行わない理由がもう

一つあり、これについては ｢５．１ 実用的で効果的な部品化再利用システムの要件｣ の中で説明

する。 

 以上のように、業務パッケージ開発業者は、あらゆる要求にカスタマイズで対応可能にしよう

と努力するわけではない。むしろ“顧客の方をパラメタカスタマイズで対応可能なところに誘導

する”という販売テクニックや顧客指導に重点を置くことが普通である。実際、この誘導策は業

務パッケージの数を出すのに大いに効果があるからである。 

 言い遅れたが、ここまでの議論は、カスタマイズサービスが業務パッケージ価格の中に含まれ

る場合を想定したものである。もしも、業務パッケージ開発業者がカスタマイズサービスの料金

を別立てにしたら、話しは違ってくるかもしれない。 



 25

 ただし、業務パッケージ開発業者がカスタマイズサービスの有償化を強く主張し始めると、ぴ

たりと合うようにカスタマイズされた業務プログラムに対する顧客の期待を助長することになり

かねない。こうなると、カスタマイズサービスの有償化は、カスタマイズを避けて通ろうとする

業務パッケージ開発業者の誘導策と両立しないことになる。したがって、業務パッケージ開発業

者がカスタマイズサービスをビジネスにしている例は、めったに見当たらない。業務パッケージ

開発業者は、カスタマイズとは無縁の手離れのよいビジネスを指向しているのである。 

 

1.2-e 特注業務プログラム開発業者を見ると 

 企業向けの特注業務プログラムは、その企業が自社開発することもあるが、コンピュータのメ

ーカやディーラが開発して、コンピュータと一緒に納入するのが通例であった。この場合、開発

の料金は、基本的に開発にかかる人件費に依存することになる。つまり、ある特注業務プログラ

ムの開発を請け負うときの料金は、その開発に何人が何ヵ月かかるのかを“人月”という単位で

見積もって、その値を基礎にして決めるのが普通である。 

 ところが、実際に開発にかかる人月は、各開発者がこなす作業量に大差のあることや、業務プ

ログラムの仕様を定量的に表現することが難しいために、極めて大きなバラツキがある。したが

って、開発の請負い仕事は、リスクが大きい。持ち出しになることもあれば、思わぬ高利益を上

げることもある。そして、数多くの請負い仕事を平均するとバラツキが緩和されて、何とか利益

を生むことができるという難しいビジネスなのである。ただし、業務プログラムと一緒に納入す

るコンピュータのハードウェアの売上の方からは、オープン化が進展する前までの間は、安定し

たかなりの利益を上げることができたので、ビジネスとして十分に成り立っていた。 

 このような状況では、開発者の数を増やして開発の請負い仕事の量を増やすことが重要だとみ

なされていた。そうすれば、統計的にバラツキが緩和されるし、利幅の大きなハードウェアの売

上増にも結び付くことになるからである。 

 このように開発者も仕事も増やすというアプローチ以外に、特注業務プログラムの開発作業を

合理化することによって開発者の数は増やさずに仕事の量だけを増やすという省力化戦略もあり

得る。しかし､“人月”という単位で見積もった値が売上に直結する環境では、合理化は進展して

いない。特注業務プログラム開発業者には何が何でもコストダウンをしなければならないという

意識はないといってよく、たとえ合理化策を練ったとしてもそこには甘さが目立った。合理化に

社運をかけて取り組むようなことは極めてまれだったのである。 

 一般に、外部からの強い圧力がないと合理化はなかなか進まないものである。そして、以前ま

では、何の圧力もない状況だったのである。ところが、オープン化の進展とハードウェアの低価

格化、すなわち利幅の低減という圧力によって、特注業務プログラム開発業者も合理化をせまら

れるようになってきた。 

 

 ちなみに、ここで特注業務プログラムの開発業者をシステムインテグレータ側とその下請けと

して開発作業を行う業者に分類して、もう少し詳しく調べてみよう。特注業務プログラムの開発

業者には、コンピュータのメーカやディーラの他に、彼らからの発注を受けて実際の開発を行う

ソフト開発会社も含まれる。コンピュータのメーカやディーラは、ソフト開発会社に特注業務プ

ログラムの開発をさせて、自らはシステムインテグレータの役割、すなわちハードウェアと種々

のソフトウェアからなるシステムの取りまとめの役割を果たすことが普通であった。 

 ところで、オープン化が進展する前は、開発に必要な情報がコンピュータメーカからディーラ

へ、そしてソフト開発会社へと流れていたために、ソフト開発会社は弱い立場にあった。しかし、

オープン化が進展した後は、情報によるコントロールは薄れていった。このため、力のあるソフ

ト開発会社は、顧客から直接注文を受けることも増えている。システムインテグレータもソフト

ウェア開発者も、益々それぞれの力量が問われる時代になってきたのである。 
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1.2-f 再利用 

 特注業務プログラムの請負い開発においては、思わぬ高利益を上げることがある。たとえば、

同じような業務プログラムの注文をソフト開発会社が受けた場合である。こういった場合、その

仕事に同じ開発者をうまく割り当てると、プログラムの“転がし”とか“転用”と呼ばれる手段

をとることができる。ここで転用とは、ある開発者が A 社向けに開発した特注業務プログラムを

再利用して、似たような B 社向けの特注業務プログラムを開発することである。別名を“流用”

とも言うが、どの言葉も良からぬニュアンスが含まれているので、以下ではそうした色の付いて

いない再利用という言葉を使うことにする。 

 再利用は、一般に個人ベースで行われる。ある開発者の開発したプログラムをその開発者が再

利用するのが普通である。もしも再利用を組織的に行うことができれば、開発作業の合理策とし

て立派に通用する。しかし、一般に他人の書いたプログラムを解読して再利用する手間を考える

と、新規に開発した方が得だと考えられている。一説には、解読をせずにそっくりそのまま利用

できる部分が 8 割以上ないと、他人の書いたプログラムは再利用しない方が得だと言われている

ほどだ。こうしたことから、再利用を組織的に実施するという合理策は、とことん追求されるこ

とはなかった。 

 

1.2-g 特注業務プログラムか業務パッケージか (その２) カスタマイズ費用 

 業務プログラムの利用者の立場から見ると、業務パッケージを用いるのと新たに特注業務プロ

グラムを注文するのとでは、どちらが得だろうか？ ぴたりと合った業務パッケージを見つけるこ

とがでれば断然業務パッケージである。しかし、そういうものが必ずしも見つかるわけではない。

したがって、何らかのカスタマイズが必要になるもので、その際の費用が曲者だということにな

る。 

 これに関係した笑うに笑えない話がある。あるコンサルタント業者の方は、ある業務パッケー

ジをある顧客（一企業）向けにカスタマイズするために、新規に特注業務プログラムを開発する

よりも多くの費用がかかったと言っていた。 

 一般に業務パッケージはそれ固有の適用範囲をもっており、その範囲を逸脱して適用しようと

すると、カスタマイズ費用が途端に大きくなるものである。この典型的な例は、パラメタカスタ

マイズでは対応できないためにプログラムカスタマイズに切り換えるような場合である。 

 業務パッケージを適用するにあたっては、そのカスタマイズ費用を正しく見積もることが肝要

で、こうしないと特注業務プログラムか業務パッケージかの選択においてミスを犯すことになる。 

 

 結論として ｢特注業務プログラムか業務パッケージか｣ どちらにする方がビジネス上有利かを

判断する際には、カスタマイズのコストを考慮に入れて評価することが重要である。このことは、

ユーザの立場に立った結論である。と同時に、業務パッケージ開発業者と特注業務プログラム開

発業者のそれぞれのマーケットが分かれている理由にもなっている。 
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１．３ 特注対応業務パッケージ 

 

 この節では、特注業務プログラム開発業者の中でも特異な存在であったウッドランド社 (同社

は 2007 年からフューチャーアーキテクト株式会社に経営統合されている) の製品をご紹介する。

ウッドランド社は、オフコンのディーラとして万を越える業務システムの納入実績をもっている

中堅企業であったが、他の特注業務プログラム開発業者とは違って、開発作業の合理化に必死に

なって取り組んだ。そして､‘ビジネスロジック部品’を用いた業務プログラムを開発した。それ

は特注業務プログラムと業務パッケージの間に位置づけられる特注対応業務パッケージと呼ぶべ

きものであった。この特注対応業務パッケージにはどんな特長があるのかを調べてみよう。 

 

1.3-h ウッドランド社の取り組み 

 ウッドランド社は、次の点に問題があると考えて、特注業務プログラムの開発作業を合理化す

ることに取り組んだ。 

 ・ 実際の開発費のバラツキ 

 ・ 人海戦術に頼った開発方式 

 

 これまでの開発の経験から、特注業務プログラムには各社各様の部分もあるが共通部分の方が

多いことが分かっていたので、何かよい方法があるはずだという直観から研究を進めた。 

 もしも、共通仕様に関係するプログラム部分は共通にして、各社各様の仕様に関係するプログ

ラム部分だけを各社各様に作成できれば、特注業務プログラムの開発作業を合理化することにな

る。しかし、これは ｢言うは易く行うは難し｣ である。共通部分と各社各様の部分の間に明確な

線引きがなされているわけではないし、この線引きが簡単にできるというわけでもない (なお、

この線引きは、 近の言葉を使えばフローズンエリアとホットスポットの区分けに他ならない)。

したがって、どこが各社各様の部分だといわれても対処できるような備えが必要であり、プログ

ラムと仕様との対応関係を根本から見直さなければならなかった。 

 

 参考のために、個人が自発的に行っている再利用の実態を見てみよう。たとえば A 社向けの特

注業務プログラムを再利用して B 社向けに仕立て直す場合には、A 社向けと B 社向けとで仕様

が異なる部分に着目して、そこに関係するプログラムの変更だけで済ませていることが分かる。

したがって、すべての業務プログラムを新たに開発するよりも格段に簡単に開発できるのである。 

 この個人ベースの再利用を組織的なものにできれば素晴らしい。しかし、再利用を組織的なも

のにするのは簡単ではない。プログラムと仕様との対応関係は、開発者の頭の中にあるだけなの

で、他の人にはおいそれと分からないものだからだ。この対応関係を理解するには、その開発者

を師として弟子入りして、隅から隅までそのプログラムを解読することが必要になる。こうすれ

ば、他人の開発したプログラムであっても、自分で開発したのと同様に、どこをどう修正すれば

よいのかピンとくるようになるものである。ただし、プログラムは小説を読むように簡単に解読

することはできないので、多大な習熟期間を必要とする。これを承知の上で、習熟のための投資

をするのも一つの合理化策かもしれない。 

 

 ウッドランド社は、これでは本質的な解決にならないと考えた。この合理化策を現状の絡まっ

た糸のような俗にいう“スパゲッティプログラム”に適用しても、いずれ破綻することだろう。

そこで、業務アプリケーションプログラムの構造を工夫することによって、プログラムと仕様と

を対応関係を分かりやすくする方向を目指した。 
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1.3-i データ項目に対応づけたプログラムの細分化 

 実際は回り道と試行錯誤の連続であった。しかし、その話をすると分かり難くなるので割愛し

て、事の本質にせまることにしよう。 

 1980 年代に日本でも注目されたデータ中心アプローチ (データ項目に重点を置く考え方) に着

目しただけでなく、これまでの開発の経験からも十分にうなずけたので、プログラムをデータ項

目に対応づけて細分化することにした。これまでの経験では、各社各様の仕様の 8 割以上が何ら

かの形でデータ項目に関係しているとの感触をもっていた。 

 データ項目対応の分割を志向したのは、これによってプログラムと仕様との関係が、その開発

者だけでなく誰もが分かるものになると考えたからである。なぜなら、ビジネス分野ではデータ

項目名によって仕様変更要求が表現されるからである。なお、｢付録２．ビジネス分野の業務プロ

グラムの一般的な特徴｣ もご参照いただきたい。 

 たとえば ｢“商品単価”の割引の算出方法を変更してほしい｣ という具合に仕様変更要求の中

には“商品単価”というデータ項目名が出現する。そして、この例のようなカスタマイズを施す

ときに、もしも“商品単価”というデータ項目に対応するプログラム部分が切り出されていれば、

その部分の修正だけで対処できるはずだ、という点に着目した。 

 このアイデアを追求して、プログラムの分割方法を模索したところ、データ項目に対応づける

ことのできない部分も若干あるが、工夫をこらすことによって大方は対応づけに成功した。各デ

ータ項目に対応する部分を切り出したプログラムの断片を集めて、規格化 (ある鋳型に合わせて

整形) することによって、アイデアを実現させることができたのである。 

 この結果、業務に関するプログラムの 7 ～ 8 割はデータ項目に対応づけることができ、各プ

ログラムの断片は意図したとおり仕様との対応関係が明快になった。しかも、各断片はそれだけ

で意味の分かる閉じた塊になった。また、そのほとんどは 100 行以下になった。そして、鋳型に

合わせた効果も得られて、各断片は類型的な形態になったために解読しやすいものになった。さ

らに、このプログラムの断片の名前を、それぞれのデータ項目名で始まるものにしたことで、簡

単に検索できるようになった。それも、大袈裟な検索システムなどを必要とせずに可能になった

のだ。 

 なお、このデータ項目に対応づけたプログラムの断片は、第５章で述べる‘ビジネスロジック

部品’に必要とする性質を備えているので、データ項目部品と呼ぶことにする。 

 ウッドランド社は、このデータ項目部品という‘ビジネスロジック部品’を使って販売管理業

務向けの業務アプリケーションプログラムの合成システムを開発した。そして、これを SSS (ト

リプルエス) と名づけた。このシステムは、本書の定義に合う‘ビジネスロジック部品’で構成

されたおそらく 初のものであり、これらの部品を合成することによって、思いどおりの販売管

理システムを生み出すことができるものであった。 

 

 

 

   図 1-1: SSS の構成要素と部品合成 
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 SSS には粗削りなところがあり､‘ビジネスロジック部品’のセット (集合) と部品合成ツール

とが奇麗に分かれていなかった。しかし、これらは概念的には明確に区別できるので、図 1-1 の

ように、それぞれ SSS 部品セットおよび SSS ツールと呼ぶことにする。 

 初めてこのシステムを見たときに、SSS 部品セットとして提供されていたのは販売管理業務向

けのものだけであった。しかし、他の業務向けにも部品セットさえ追加開発して取り揃えれば、

同じ部品合成ツール (SSS ツール) を使って業務システムを生み出すことができると十分に推測

できた。実際に、この部品化再利用システムは少なくともビジネス分野には有効に働く仕組みだ

ったので、部品セットを充実させていくことで ERP パッケージ (統合パッケージ) へと発展させ

ることにつながったのである。 

 

1.3-j 特注業務プログラムか業務パッケージか (その３) 結論 

 これまでの歴史を振り返ると、業務プログラムは特注業務プログラムと業務パッケージとに二

極分化する傾向にあった。そして、二極分化することには次のような問題がある。 

 業務パッケージは、大量に再利用されるので手頃な価格になるが、カスタマイズを避ける方向

に進んでいる。ぴたりと合う業務プログラムにしようとする力が働かない。しっくりと納まるも

のが欲しければ、特注業務プログラムにせざるを得ない。しかし、特注業務プログラムの方は、

再利用という手段をほとんど使わず、一から開発するので、手頃な価格にならない。 

 そこで、両者の良いとこ取りをした程よい価格でぴったりとという、特注対応業務パッケージ

と呼べるようなものが欲しくなる。 

 このようなシステムの構想を練ってみると、二段構えのカスタマイズ方法を採用して、パラメ

タカスタマイズで対応できないところは、プログラムカスタマイズによって特注 (特殊な注文) 

にも対応できるように設計するのが良いと気づく。 

 ここまではストーリができるのであるが、こうするとカスタマイズ費用が問題となり、リーズ

ナブルな価格範囲におさまらなくなりそうである。パラメタカスタマイズで対応できないところ

をプログラムカスタマイズで対応すると、２桁以上も大きなカスタマイズコストがかかるという

問題がある。したがって、プログラムカスタマイズのコストを低くすることが解決すべき課題と

して浮上してくる。 

 

 ウッドランド社の開発した‘ビジネスロジック部品技術’は、この課題に対する一つの答えに

なっている。このテクノロジーを用いると、プログラムカスタマイズを行うときに、その作業対

象範囲がいくつかのデータ項目部品に限定される。たとえば、業務アプリケーションプログラム

が全部で 100 キロ行あったとしても、合計 1 キロ行ほどのデータ項目部品だけに着目してプロ

グラムカスタマイズをすればよいことになる。しかも、この作業は、データ項目部品が規格化さ

れているおかげで、通常の 1 キロ行のプログラムをカスタマイズするよりもずっと簡単である。 

 

 従来のプログラムカスタマイズ作業においては、100 キロ行のうちの 10 キロ行ほどを詳細に

調べた後に、その広い範囲にまばらに手を入れることが必要であった。このように関係するプロ

グラム行数が多いことに加えて、この種の作業はプログラムの動作に悪影響を及ぼしがちな気を

使わなければならない大変な仕事であった。この従来の作業内容と比較すると､‘ビジネスロジッ

ク部品技術’を用いることでプログラムカスタマイズの作業量を桁違いに小さくできるのである。 

 

 カスタマイズの作業量が少なくとも 1 桁以上改善されるのだから、データ項目部品を用いた特

注対応業務パッケージのプログラムカスタマイズは、今までのとは違うものだと捉らえるべきだ

ろう。したがって、これを特別に部品カスタマイズと呼ぶことにする。 
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   表 1-1: 特注業務プログラムと業務パッケージと特注対応業務パッケージ 
 

 
 

顧客の特別な注文への対応 
 

 
顧客の負担するコスト 

 

 

特注業務プログラム 

 
プログラムを作り込むので 

いかようにも対応できる。 

 

 
開発費用のすべてが一顧客 

にかかるので負担は大。 

 

 

業務パッケージ 

 

パラメタカスタマイズ可能 

な範囲での対応になりがち｡ 

 

 

一つを大勢の顧客が再利用 

するので各顧客の負担は小。 

 

特注対応業務パッケージ 

 
部品カスタマイズによって 

いかようにも対応できる。 

 

 
一つを大勢の顧客が再利用 

するので各顧客の負担は小。 

ただし、部品カスタマイズ 

の費用の負担が必要。 

 

 

 この章の締めくくりとして、表 1-1 に特注業務プログラムと業務パッケージと特注対応業務パ

ッケージの比較を載せておく。また、本章で説明したキーワードを使って本章の要旨を述べてお

く。 

 業務パッケージには、パラメタカスタマイズと従来方式のプログラムカスタマイズの間にコス

ト的にあまりにも大きな段差があるために業務パッケージ開発業者はプログラムカスタマイズを

避ける戦略をとり、特注業務プログラムと業務パッケージに二極分化する方向に進んだ。しかし、

部品カスタマイズという方式によって、この段差が緩和されて、いわばプログラムカスタマイズ

のコストダウンができるので、特注業務プログラムと業務パッケージが融合した特注対応業務パ

ッケージを生み出すことができる。そして、特注業務プログラムか業務パッケージは特注業務プ

ログラムと業務パッケージの良いとこ取りをした程よい価格でぴったりとという狙いを満たすこ

とができる。 

 したがって、特注業務プログラムか業務パッケージかという問いに対する回答は、特注対応業

務パッケージが望ましいという結論になる。 
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第２章 部品化再利用とオブジェクト指向 
 

 オブジェクト指向 (object-oriented) という考え方は、古い歴史をもっている。1960 年代の

後半に Simula67 というシミュレーション言語の中にオブジェクト、クラス、継承というオブジ

ェクト指向における重要な概念が登場したことが起源だといわれている。1980 年代には 

Smalltalk というオブジェクト指向言語のプロモーション活動と相まって、ソフトウェア開発に

関する問題解決のキャッチフレーズになった。 

 この章では、SSS の後継製品である RRR (トリプルアール) ファミリーの開発を始める前の 

1994 年にウッドランド社とアプリテック社が共同で行った“部品化再利用システムの検討の過

程”を振り返り、オブジェクト指向をどう捉らえたのかをできるだけ率直にご報告する。 

 

２．１ Smalltalk システムと SSS 

 

 ウッドランド社の SSS (トリプルエス) は、データ中心 (data-oriented) アプローチという考

え方のよい点を取り入れたが、オブジェクト指向という考え方とは独立に開発された。しかし、

SSS は Smalltalk というオブジェクト指向システムにおけるソフトウェア開発とよく似たところ

をもっていた。 

 

2.1-a Smalltalk システムにおけるソフトウェア開発 

 Smalltalk システムは、単なるオブジェクト指向プログラミング言語だと捉らえるよりも、階

層をなすオブジェクト群 (部品といえそうなもの) を内に抱えた部品化再利用システムだと見る

方が当たっている。 

 実際、そこに含まれるオブジェクト群とそれらがどう構成されているのかを理解した達人は、

ビジュアルなある種のアプリケーションプログラムをたちどころに開発できるようになる。 

 Smalltalk システムにおけるソフトウェア開発とは、一部のオブジェクトを変更することなり

といわれる。これはオブジェクトを再利用する実態を的確に表現した言い方である。オブジェク

トの宣言部やプロシージャ部分を変更するか、または変更したオブジェクトを新規オブジェクト

として登録することが開発のすべてなのだ。いわば、広義のプログラムカスタマイズが大変にし

やすいシステムなのである。Smalltalk システムのオブジェクト構成はよく考えて設計されてい

るので、それを理解した達人は、ビジュアルなある種のアプリケーションプログラムを作るとき

に、どこを変更すればよいのか分かるようになる。そして、オブジェクトの一部を追加・変更・

削除するだけで、Smalltalk システムを思いどおりのシステムに“変身”させることができると

いうことなのだ。 

 

2.1-b SSS におけるカスタマイズ 

 一方 SSS は、ビジネス分野の販売管理業務の特注対応業務パッケージである。SSS の中には、

部品セットとその合成ツールとが含まれていて、これら二つによって部品化再利用システムを構

成している。SSS によって開発された (つまりカスタマイズの結果として作られた) 業務プログ

ラムは既に 5000 以上の出荷実績があった (当時の値)。 

 SSS の特長はカスタマイズを容易にするための新たな工夫にある。それは前述のデータ項目部

品という形の約 2000 個の SSS 部品セットとその合成ツールに凝縮されている。 

 SSS ツールによるカスタマイズの基本は、データ項目部品を選ぶことである。選ぶといっても 

2000 個の部品の一つ一つを指定するということではない。あらかじめ部品セットの中から標準の



 32

部品群が選ばれていて、実際に動作する業務プログラムになっているので、標準の部品群の中の

顧客要件に合わないいくつかの部品を適切なデータ項目部品に置き換えるだけでよいのである。

これがカスタマイズの中心作業である。 

 SSS 部品セットを構成するデータ項目部品の特徴は、それぞれ一つのデータ項目に対応づけら

れている点だ。ビジネス分野ではデータ項目名によって仕様変更要求が表現されるという性質が

あるので、2000 個の中から目指すデータ項目部品を簡単に見つけ出すことができる。なぜなら、

各データ項目部品には対応するデータ項目名で始まる名前を付けることにしたからである。なお、

｢付録２．ビジネス分野の業務プログラムの一般的な特徴｣ も合わせてご参照いただきたい。 

 こうした命名がなされているために、何か変更が必要になった場合に、どのデータ項目部品を

置き換えるべきか、または削除すべきかがデータ項目名によって自ずと分かってしまう。また、

どのデータ項目部品に置き換えるべきか、または追加すべきかに関しても、データ項目名で分類

された数個の候補の中から一つを選べばよい形になる。このように適切な部品を選択するだけで、

ほぼ思いどおりの販売管理システムが合成できる。 

 よりぴったりとした業務プログラムにカスタマイズするには、データ項目部品の内部を変更し

たり、新規開発したりすることも必要になる。つまり、広義のプログラムカスタマイズを行うの

である。こうした作業の中で、データ項目部品を新規に開発する場合は、部品倉庫から類似した

ものを取り出してきて部分的に変更して新たに登録することが普通である。この種のカスタマイ

ズ作業においても当然ながら再利用を基本にしている。 

 要するに、一部の部品の変更作業や新たな部品の登録作業などは、Smalltalk システムにおけ

るプログラムカスタマイズ作業と非常によく似ている。なお、この種のカスタマイズを特別に部

品カスタマイズと名づけたことは ｢１．３ 特注対応業務パッケージ｣ で述べたとおりである。 

 

2.1-c ビジネス分野に焦点を定めた SSS の工夫 

 部品化したソフトウェアの再利用の局面をみると、Smalltalk システムにおいても SSS におい

ても部品カスタマイズを実施しているとみなすことができ、その作業方法はほとんど同じである。

いや、SSS の方は、その適用分野をビジネス分野に限定している分だけ、そこに特化した工夫が

あることに注目すべきだろう。 

 第一に: SSS ツールにおける工夫は､‘ビジネスロジック部品’の変更作業をより簡単にするた

めに、あらかじめ用意したいくつかの候補の中から選べるようにした点である。もちろん 

Smalltalk システムのオブジェクトに対しても、同様の選択機構を設けるのはたやすいことであ

る。しかし、その適用分野を限定しないと、どのようなオブジェクトを候補にすればよいのか的

を絞れない。候補の中から選択できるようにするには、オブジェクトや‘ビジネスロジック部品’

の候補の品揃えの方が重要なのである。選択機構の方は、誰もが思い付くようなちょっとした工

夫に過ぎないので、Smalltalk システムにもあって良さそうなものであり、この機構を作るだけ

でよければ簡単にできることである。これに対して、候補の品揃えの方は、どんなカスタマイズ

が実際にあり得るのかという経験や知識や洞察力がないとできないことである。 

 第二に: SSS 部品セットにおける工夫は、データ項目に対応づけた‘ビジネスロジック部品’

をその主要構成要素にしたために、変更すべき部品を特定する作業が極めて簡単になった点であ

る。Smalltalk システムでは、どのオブジェクトを変更すべきなのかを特定するのが簡単ではな

い。オブジェクトを特定するには、そこに含まれている階層をなすオブジェクト群の構成とそれ

ぞれの内容を理解した達人になることが必要なので、｢SSS のように非熟練者にも簡単にできる｣ 

ようにはならない。 

 SSS においては、ビジネス分野では有効性が認められたデータ中心アプローチというショック

療法的な考え方のよい点を取り入れて､‘ビジネスロジック部品’をデータ項目に対応づけた。こ

の結果、変更すべき‘ビジネスロジック部品’を特定する作業が容易になった。なお、こうした
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経緯から想像できるように、この“データ項目に対応づける”という方法はビジネス分野以外に

もうまく働く保証はないが、少なくともこの分野では有効に働いている。 

 一般的な傾向として、Smalltalk システムやオブジェクト指向なるものは、超汎用的な原理・

原則を重視するためか、特定の分野に焦点を絞った個々の改善に目が届かないように感じられる。

SSS はそういった分野の一つを掘り下げたのだといえる。 

 

2.1-d Smalltalk システムの適用分野 

 Smalltalk の適用分野とはどのような分野なのかを探ってみよう。 

 Smalltalk をオブジェクト指向の単なるプログラミング言語として眺めてみると、特定の分野

を対象にしたものではなく、汎用的なものだということが分かる。 

 そして、Smalltalk とは、階層をなすオブジェクト群を含んだオブジェクト指向システムだと

みると､“MVC (model view controller) の三つに分割するのだ”という分割指針のもとに整然と

体系化された構成をしており、その構成方法とそれに従ったオブジェクト群とによって適用分野

が色づけされている。何の分野と呼んでよいのか表現しにくいのであるが、ビジュアルなある種

のアプリケーションプログラムがたちどころに開発できるのである。 

 ところで、現状の Smalltalk システムでは、ビジネス分野の業務プログラムが簡単に開発でき

るわけではない。そこで、もしも Smalltalk というオブジェクト指向プログラミング言語の中に

ビジネス分野向けのオブジェクト群を含めたら、どうでなるだろうか？ たとえば、生産管理業務

向け Smalltalk システムとか、SSS のように販売管理業務向け Smalltalk システムにしてみる

のである。ひょっとすると、ビジネス分野向けの Smalltalk システムに生まれ変わるかもしれな

い。機会があれば、このような試みをしてみたいものである。 

 

２．２ 部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向 

 

 この節では、SSS の後継製品 RRR ファミリーの開発を始める前の検討の過程を振り返りながら、

一つの開発現場でオブジェクト指向をどのように噛み砕いて理解していったのかを報告する。 

 SSS は Smalltalk システムと似たところもつ“部品化再利用システム”だったので、この特長

を生かし、かつ SSS よりも洗練されたシステムを目指して RRR ファミリーの検討をおこなった。

その中では、オブジェクト指向という考え方を強く“意識”した。多くの人々に受け入れられる

ためには、できるだけ一般に流布している考え方やツールに沿うべきだという方針を取ったので

ある。ただし、ビジネス分野をターゲットにした SSS の成果のうちで、どこにもお手本が見つか

らなかったものは大事に育てようとしたことは、いうまでもない。 

 

 この“部品化再利用システム”をリファインするための検討の大半は、個別の製品化よりも、

ものの本質を捉らえることの方が重要であるという考え方に従って行った。したがって、RRR フ

ァミリーという製品のための検討だけではなく、実用的で効果的な“部品化再利用システム”は

どうあるべきかを解き明かすための検討になった。そこでは、目指すシステムを部品化アプリ再

利用システムと名づけて検討したのである。 

 以下には、｢RRR ファミリー｣ という製品名と、｢部品化アプリ再利用システム｣ という一般名

称が出現する。要するに、部品化アプリ再利用システムを開発して製品とした一つの例が RRR フ

ァミリーだと考えていただきたい。 

 また、以下ではオブジェクト指向やその周辺技術に関する一般的な説明にかなりのページを割

いてしまったが、こうしたことの説明に本意があるのではない。この章は、部品化アプリ再利用
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システムの検討を通して、オブジェクト指向をどう捉らえたのかの報告であることを、繰り返し

になるが強調しておく。 

 

2.2-e オブジェクトの二つの候補 

 オブジェクト指向という考え方を適用するにあたって、まず 初に問題になったのは、何をオ

ブジェクトに対応づけるかという点である。オブジェクト指向なるものは、ある枠組みを備えて

いて、｢ソフトウェアをその枠組みに従ったモデルに沿うようにすると恩恵がある｣ といって勧め

る思想のようなものであるといえる。そこでは、何をオブジェクトに対応づけるのかは基本的に

自由である。だからといって、勝手に決めてよいわけではない。オブジェクトとしてふさわしく

ないものを対応させると、オブジェクト指向の恩恵にあずかることができない。このためにオブ

ジェクト指向の設計法や分析法が重要だといわれている。 

 部品化アプリ再利用システムのフレームワークの検討では、何をオブジェクトに対応づけるか

について二つの候補があった。 

 一つは SSS で重要な役割を果たしたデータ項目であり、もう一つは構造化分析法においてエン

ティティと呼ばれているものである。 

 

 データ項目とは、ビジネス分野の具体例を挙げると“顧客コード”とか､“受注日付”とか､“商

品単価”のような要素的なデータのことである。ビジネス分野の業務プログラムが取り扱うデー

タ項目は、数百から数万に及ぶことが普通である。ちなみに、SSS 部品セットとしては千を越え

るデータ項目に対応した細切れのプログラム群になっていることは前述したとおりである。 

 データ項目の数は多いのであるが、ビジネス分野の業務用語とデータ項目名の間には明確な対

応関係がある。そして、業務内容の変更は、業務用語またはデータ項目名を使って表現されるの

が普通である。したがって、データ項目という単位は、データ中心アプローチにおいても指摘さ

れているように、ビジネス分野では重要な意味をもつ単位なのである。 

 

 エンティティ (entity) とは、構造化分析法や構造化設計法で使われている言葉である。一般

の辞書には、実在物、実体、本体などの訳語が載っている。構造化分析法では、関心をもつべき

モノ (その状況を把握したり管理したりコントロールしたりしたいモノ) を取りあげて、それら

のモノの間にどのような関係があるのかを分析するそして、エンティティ・リレーションシップ・

モデルという形にモデル化して、そのモデルを ER ダイアグラム (ERD) として描いたりするもの

だが、そこに登場するのがエンティティである。ビジネス分野を対象にしたエンティティの具体

例を挙げると“顧客”とか､“受注”とか､“商品”とかといったモノのことである。 

 
 

トピック 2： 構造化とは 

 ソフトウェア開発の方法についての書き物の中には“構造化～”という形の修飾語がしばしば

使われる。ダイクストラ (Dijkstra,E.W.) によって提唱された構造化プログラミングが 1970 年

代に評判になってから、この“構造化”という用語はソフトウェア開発に関する問題解決のキャ

ッチフレーズとして盛んに使われるようになった。なお、その後、この種のキャッチフレーズと

しての地位は、古い起源をもつ“オブジェクト指向”という修飾語に受け継がれている。 

 

 まず手始めに、構造化プログラミングに関して理解するために、そのエッセンスを含んだ以下

の楽譜の記号に従って説明文を繰り返し読んでいただきたい。なお、以下を読む前に、プログラ

ミングに関する知識を仕入れるには、｢付録１．プログラムの実行とは｣ を一読することをお勧め

する。 
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 構造化プログラミングを学習すると、while 文のような条件付きループ構造などのいくつかの

パターンを用いることによって非構造的な go to 文を駆逐できるという定理にであう。これは数

学的な証明がなされているので定理と呼ぶのがふさわしい。この後で、スパゲッティ状態のプロ

グラムコードを作らないためには、go to 文ではなく while 文や case 文などの厳選された制御

構造 (プログラムの流れをコントロールするための文の書き方) を用いることが重要だというこ

とをたたきこまれる。 

 実際に、構造化プログラミングは大いに効果があった。プログラムの制御構造を見やすいパタ

ーンに標準化するという点において功績があったのである。 

 悪玉の go to 文は、いわば第何章の何節の何項に飛んでいってそこを読めと命じる文なので、

こんな文が随所に出現したならば、文章全体が見にくくなるのは当然のことである。善玉の一つ

の while 文は、たとえば ｢月末になるまで毎日以下の計算を繰り返せ｣ と命じる文であり、どの

ような条件の場合に繰り返すのか、また何を繰り返せばよいのか、これらを明確にした上で繰り

返しを命じる制御構造である。この説明文の先頭にある“繰り返して演奏することを命じる楽譜

の記号”と同様に、while 文は見やすい制御構造なのである。そして、善玉のもう一つの case 文

は箇条書きのような制御構造なので、これを使えばプログラムが見やすくなるのは明らかである。

このように、構造化プログラミングはプログラムの“見やすさ”を高める効果があったのである。 

 ただし、善玉に含まれるサブルーチン化という制御構造は大抵の場合、効果的なのだが、どん

な場合でも見やすくなるとは限らないという意見もある。サブルーチン化は、いわば意味がぎっ

しりと詰まった言葉を定義して、そういう言葉を使うことに相当する。したがって、その言葉の

意味をしっかりと捉らえることが必要になり、これをやりすぎることに抵抗があるのだろう。要

するに、サブルーチン化は単なる見やすさだけではかたづかない意味論の世界に入り込むので、

分かりやすい意味の付け方や、意味の詰まった言葉を使いこなす力が問題になるということであ

る。 

 なお、本書では“見やすさ”と“読みやすさ”とを区別しており､“読みやすさ”については後

述する。 

 

 

 構造化プログラミングは有効であったが、もちろんそれだけでソフトウェア開発に関するすべ

ての問題が解決することにはならない。まだまだ問題が山積していることが分かってきた。こう

なると、一般に前工程の責任が重要だとしたがるもので、1970 年代の半ばからプログラミングに

先立って行う概要設計を構造化すべきだとして構造化設計法が提唱されたり、さらに構造化分析

法を掲げてそれ以前の分析作業を見直すことが重要だと叫ばれたりした。分析や概要設計の見直

しは確かに重要であるが、どうすれば分析や概要設計をうまく構造化できるのか、誰もがわかる

ようには解き明かしてくれなかった。したがって、その叫びに続いての高らかな勝ちどきの宣言

はなかったように記憶している。 

 “オブジェクト指向”という修飾語が台頭してきたのは、そのような時期であった。 
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．２．１ エンティティをオブジェクトに対応づけると 

 

 部品化アプリ再利用システムの検討を開始したときには、エンティティ (entity) をオブジェ

クトに対応づける方が、現実世界を素直にモデル化しようとするオブジェクト指向の考え方に、

より近いと考えた。ちなみに、オブジェクト指向なるものの意味するところは、目的指向ではな

く、対象物指向またはモノ指向という方が当たっているし、さらに噛み砕いて言うと、ソフトウ

ェアの構成を設計する際に現実世界のモノとの対応関係を重視しようということである。 

 エンティティをオブジェクトに対応づけると、構造化分析法や構造化設計法からの連続性もあ

る。また、エンティティは、リレーショナルデータベース (RDB) の理論における知る人ぞ知る正

規化したテーブルに近いものだといってもよいだろう。これらの理由から、エンティティをオブ

ジェクトに対応づけるのが無難だと思われた。 

 

2.2.1-f オブジェクトとインスタンス変数 

 エンティティをオブジェクトに対応づけると、構造化分析法や構造化設計法においてエンティ

ティの属性 (アトリビュート) と呼んでいたものは、オブジェクト指向におけるインスタンス変

数 (C++ というオブジェクト指向プログラミング言語ではプライベートメンバ変数と呼ばれてい

る) に相当することになる。これは、正規化したテーブルのカラムとか項目と呼ばれるものにも

相当するし、データ中心アプローチや SSS で重要な役割を果たしているデータ項目にも相当する

ものである。 

 

 具体的に言うと、たとえば“商品”をオブジェクトとみなすと“商品名称”とか､“商品単価”

とか､“商品サイズ”とかという商品オブジェクトの属性を表すデータ項目がインスタンス変数 

(またはプライベートメンバ変数) になる。 

 

 いろいろな用語が氾濫してしまった。このように、同じ内容でもその出身母体の違いによって

異なる用語 (異名同義語) が用いられているのは困ったことである。不慣れな言葉が出現したと

きには、慣れた言葉を頼りにして理解するのがよいだろう。それぞれの用語は、強調する点やニ

ュアンスや抽象化のレベルなどに多少の違いがある。しかし、その用語が表す実体がほぼ同じで

あれば、同じものだと考えていただきたい。以下にこういった用語の対応関係を示す。 

 

 

 

オブジェクト指向の用語:        オブジェクト指向以外の用語: 

 

 オブジェクト         <===>  エンティティ 

                     ≒ テーブル 

                     ≒ ファイルのレコード形式  

 

 インスタンス変数       <===>  属性 (アトリビュート)  

  ≒ 属性 (アトリビュート) 

  ≒ プライベートメンバ変数 

                     ≒ カラム または フィールド 

                     ≒ データ項目 または 項目 
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2.2.1-g 進歩したと言えるのか 

 エンティティをオブジェクトに対応づけることは、ある意味では構造化分析法や構造化設計法

の成果を踏襲することなので、進歩がないと思われるかもしれないが、そうとも言い切れない。 

 初期の構造化プログラミングにおいては、プロシージャ部分の構造化を 大の関心事とした手

続き指向 (プロシージャ指向: procedure-oriented) の考え方をしたが、その後の構造化設計法

や構造化分析法の中でデータの分析や整理や命名法などを重視するデータ中心アプローチへと大

きく揺れ動いた。これはプロシージャ部分ばかりに関心をもっていた人々にショックを与えるも

のであった。そして、その後のオブジェクト指向への関心が高まることによって、振り子は中庸

に戻ってプロシージャ部分 (オブジェクト指向の用語ではメソッド) にもデータ部分にも配慮す

べきであり、こうすることによって一段高いレベルに立てるはずだというように進んできたので

ある。 

 オブジェクト指向では、階層的なクラス体系の中でオブジェクトという基本単位の位置づけが

明確にされる。そして、オブジェクトは、データとプロシージャとを、すなわち関係するものす

べてを、いわばカプセルに入れた (カプセル化した) 独立性の高い塊になる。カプセルの中に入

れられたデータは、外部から見えないように情報隠蔽 (いんぺい) されることになり、内部の細

かなことを知らなくてもオブジェクトを使うことができるような配慮がなされる。つまり、従来

のプログラミング方法では、かなり気をつけないと外部と内部の境界があいまいになりがちであ

ったが、オブジェクト指向プログラミングでは外部と内部の境界を明確にせざるを得なくなくな

り、あいまいさがなくなって分かりやすくなる。このことによって、カプセルの中に入れられた

データに関するメソッド (すなわちプロシージャ) が独立性の高い塊の中に集められるという効

果もある。従来は気をつけないと、ある一つのデータに関する同じようなプロシージャが何個所

にも散在することになりがちであったが、オブジェクト指向では一つの塊の中に集中させられる

ことになる。 

 具体例を挙げると､“商品”というエンティティをオブジェクトにした場合には、その属性を表

わすデータ項目“商品名称”とか“商品単価”は情報隠蔽して、見えなくする。そして､“商品を

仕入れる”とか“商品を発送する”といような商品に関するメソッドを用意して、商品に関する

処理はすべてこれらのメソッドを通して行うことになるのである。 

 

 単なるエンティティの中には、その属性 (アトリビュート) を表すデータ項目が含まれている

が、プロシージャは含まれていない。これに対して、オブジェクトには、データもプロシージャ

も含まれていて、これらがカプセル化されている。データとプロシージャを総合的に捉らえよう

とするところに進歩があるのだと言える。オブジェクトのこのような点が単なるエンティティと

は異なるのである。 

 

 なお､“オブジェクトの二つの候補”という意味が分かり難いと思われた方のために補足説明を

しておく。データ項目をオブジェクトに対応づけるということは、データ項目に対してメソッド

をつくるというデータ項目を主体にした見方をすることである。そして、エンティティをオブジ

ェクトに対応づけるということは、エンティティに対してメソッドをつくるというエンティティ

を主体にした見方をすることであり、データ項目を公開しないこと (すなわちプライベートな属

性にすること) を意味する。データ項目を公開してしまうと、情報隠蔽の効果が薄れてしまい、

オブジェクト指向の枠組みを無視することになってしまうからである。 

 

 オブジェクト指向にあまり関心のない方、または退屈だと感じた方は、以下を飛ばして ｢２．

２．２ データ項目をオブジェクトに対応づけると｣ に進んでいただきたい。こうしても、その

後の説明を理解するのにほとんど支障ない。 
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 上の文は、構造化プログラミングに反して、いわば go to 文に相当するものであるが、このよ

うな文はわずかしか出現しないので、許していただきたい。 

 

2.2.1-h 部品化アプリ再利用システムにとってのオブジェクト指向の効能は 

 従来エンティティだと捉らえていたものを、見方を変えてオブジェクトとして見直すことは進

歩に違いはないのだろう。しかし、こうすることで、果たして部品化アプリ再利用システムのど

のような効能がどれだけ豊かになるというのだろうか？ オブジェクト指向という考え方を意識

しながら部品化アプリ再利用システムの検討を進める中で、この点に検討メンバの関心が集まっ

た。 

 

 
 

         カスタマイズ作業の手順が洗練されたものになる 

 

   図 2-1: 部品化アプリ再利用システムにとってのオブジェクト指向の効能  

 

 オブジェクト指向の効能として、再利用性を高めるとか、大規模開発を効率化するとか、信頼

性を高めるとかといった一般的な説明がなされているが、こういう抽象的な言い方ではその効能

の程度が分からない。しばしば生産性の向上というぎょうぎょうしい説明が 0.1％程度の向上を

意味することがある。このようにほんの少ししか効果がないのでは、あまりありがたくない。ま

してや、オブジェクト指向のためのオブジェクト指向では意味がない。厳しい見方をすれば、従

来の考え方やモデルによって、十分に実現できることであれば、オブジェクト指向の手柄だとみ

なすべきではないだろう。したがって、従来と比較した、具体的な効能は、部品化アプリ再利用

システムにとって一体全体何なのかという点が問題になったのである。 

 

 結論を言うと、部品化アプリ再利用システムの検討の中で、オブジェクト指向の効能を一つだ

け見出すことができた。従来から部品化再利用システム SSS や何らかの方法で実現できていたも

のを取り除き、さらに目に見える効果のないものを取り除いていくと、この他には見つけること

ができなかった。ただし、見つけることができた効能は、かなり価値のあるものであった。 
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 その効能とは、オブジェクト指向の仕組みを用いることによって、部品化アプリ再利用システ

ムにおいて、よくあるタイプのカスタマイズの手順を洗練された仕様にできるという点である。

どのようなカスタマイズの手順を洗練された仕様にできるのか、(商品エンティティ、いやこれよ

り一段高いレベルの) 商品オブジェクトの例を取りあげて具体的に見ていこう (図 2-1 参照)。 

 オブジェクト指向では、設計時に各オブジェクトの性格づけを行うために、それぞれのオブジ

ェクトにいくつかの属性 (すなわちインスタンス変数) をもたせる。こうすることは、そのオブ

ジェクトに対してどのような処理が可能かという範囲を決めることにもなる。商品オブジェクト

についても、設計時に熟考してどのような属性をもたせるのかを決める。たとえば ｢商品名称｣ と

か ｢商品単価｣ などの属性は、大抵の処理に必要だから、これらは商品オブジェクトに必須の属

性として 初から組み込んでおくことだろう。このように商品オブジェクトにもたせるべき属性

の大半はあらかじめ洗い出すことができる。しかし、必要になる属性のすべてを見通すことはで

きないので、必要だと分かったときに属性を追加するカスタマイズ作業も必要になる。たとえば、

食品業者が取り扱う商品には、｢商品の賞味期限｣ という属性を特別に必要とするかもしれない

し、電化製品量販店の C 社は、電気の供給が 50 Hz と 60 Hz の両地域に顧客をもつために、ど

ちら向け (あるいは両用・切換え不要) に初期設定されているのかという ｢商品の対応電源種別｣ 

という属性を特別に必要とするかもしれない。このように、特種な属性が必要だと分かったとき

に、カスタマイズ作業を行って、商品の属性を追加することがしばしば必要になる。 

 

 この種のカスタマイズ作業は、オブジェクト指向の仕組みを用いると洗練された仕様にするこ

とができる。理想的には、商品の属性の追加・変更・削除に伴い、メソッド (プログラムのプロ

シージャ部分) の追加・変更・削除も一緒にできると良い。この理想が、正にオブジェクト指向

の仕組みを用いることによって実現できるのである。なぜなら、オブジェクト指向では属性とメ

ソッドとをまとめてカプセル化することになっているからである。 

 この他にも都合のよいことに、次のようなクラス階層を設けることによって、継承というオブ

ジェクト指向の再利用の機構を活用する道が開けてくる。つまり、｢商品名称｣ や ｢商品単価｣ な

どの属性を含んだ“商品オブジェクト”のサブクラス (子クラス) として“食品業者の商品オブ

ジェクト”や“電化製品量販店の C 社商品オブジェクト”を定義すれば、商品オブジェクトの属

性 (すなわちインスタンス変数) やプロシージャ (すなわちメソッド) を継承できる (すなわち

再利用できる) ことになる。 

 このようなオブジェクト指向の仕組みを用いることによって、部品化アプリ再利用システムの

中のオブジェクトの属性に関するカスタマイズの方式を洗練された仕様にできる。なお、SSS ツ

ールにおいては、整理が不十分であったため、この種のカスタマイズ作業は力ずくの手作業で行

うしかなかった。これまで改良すべきか課題として SSS ツールが抱えていたこの問題を解決でき

るだけでなく、洗練された仕様にできるのである。 

 

2.2.1-i 部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向のテクノロジー 

 ｢何をすればオブジェクト指向のテクノロジーを適用したと言えるのか？｣ という問いがしば

しば話題にのぼる。 

 Smalltalk こそが純粋なオブジェクト指向なのだから、Smalltalk 言語で記述しないと本当の

意味でオブジェクト指向のテクノロジーを適用したことにならないと厳しく言うその道の信者も

いる。そこまでいわずに、何らかのオブジェクト指向プログラミング言語で記述すれば、そのテ

クノロジーを適用したことになると言う人もいる。これらは、プログラミングを重視する人々の

意見である。 

 これとは対照的に、オブジェクト指向分析法や設計法を重視する人々は、オブジェクト指向の

考え方に沿って分析や概要設計を行い、その精神に則ってプログラミングをすれば、たとえオブ
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ジェクト指向プログラミング言語を用いなくてもそのテクノロジーを適用したことになるとの意

見である。そして、分析や概要設計を重視する人々は、プログラミング重視派の言うことは誤っ

ていると言って、オブジェクト指向プログラミング言語 C++ を用いて、オブジェクト指向のテク

ノロジーを全く使用せずにプログラムが作れることを示したりする。 

 このように、オブジェクト指向のテクノロジーを適用するとは何かに関して、必ずしも意見が

まとまっているわけではない。 

 

 部品化アプリ再利用システムのフレームワークの検討では、オブジェクト指向の考え方に沿っ

て分析や概要設計を行ったが、その製品版の RRR ファミリーはオブジェクト指向プログラミング

言語を用いてはいない (なお、 新版では Java や VB.NET などのオブジェクト指向プログラミ

ング言語を用いるようになった)。したがって、部品化アプリ再利用システムあるいは RRR ファ

ミリーにオブジェクト指向のテクノロジーを適用したというべきかどうかは、前述のどの立場を

とるのかによって変わってしまう。そこで、本書では ｢部品化アプリ再利用システムのフレーム

ワークの検討においては、オブジェクト指向という考え方を強く“意識”した｣ というような言

い方をしている。なお、このような表現をしているのは、本書がオブジェクト指向に関する評価

をできるだけ正確に率直に書こうとしているからである。 

 

 ちなみに、もしも RRR ファミリーなどの商品のキャッチコピーであれば“オブジェクト指向”

という枕詞を付けることに、筆者はいささかの抵抗も感じない。宣伝文句の中では、そういった

修飾語の使い方は、もはや常識になっているからである。 

 

 話を元に戻そう。RRR ファミリーの開発になぜオブジェクト指向プログラミング言語やオブジ

ェクト開発支援ツールを用いなかったのかというと、適切なものを見つけることができなかった

からである。もしも属性の追加・変更・削除に関するカスタマイズ作業を洗練された仕様にする

だけでよければ、オブジェクト指向プログラミング言語を用いることもできた。しかし、そうす

るといろいろな点で、ぎくしゃくしてくる。まるでオブジェクト指向システムに異邦人として取

り扱われているような疎外感にさいなまれるのである。ビジネス分野では、当然こうあるべきだ

という常識が、オブジェクト指向システムの世界では通用しない。 

 たとえば、オブジェクト指向の継承機構を使って属性の追加・変更・削除に関するカスタマイ

ズ作業を行うと、それに連動してファイルやデータベースの変更がなされて、性能のよいアクセ

スができるようには、残念ながら設計されていない。カスタマイズを施すとアクセス性能が落ち

るようでは実用に供しないので、この種のカスタマイズを行った場合に性能上の問題を起こさな

いことが重要である。ところが、この要件を満足するオブジェクト指向開発支援ツールを見つけ

ることができなかった。 

 ここでは、オブジェクト指向システムが性能に無頓着だと主張しているのではない。一般にハ

ードウェアの性能を見ると、CPU のスピードやメモリの容量やディスクの容量の進歩に比べて、

ディスクへのアクセススピードの進歩が極端に低いので、どうしてもここが性能のボトルネック

になりがちである。したがって、このネックをソフトウェアでカバーするためにいろいろな工夫

がなされている。たとえば、オブジェクト指向データベースの性能向上策として、関係するすべ

てのデータをあらかじめメモリに読み込んでおき、データが変更されてもいちいちディスクに書

き出すことはせずに高速に処理して、１日分の処理が終わったときになどに一括してディスクに

書き出すことで、ディスクへのアクセス負荷を軽くする方式を採用しているものもある。このよ

うに性能に対する配慮はいろいろなされている。 

 ところが、ビジネス分野においては、各伝票を処理するごとにディスクなどの不揮発性媒体に

データを書き出すことが必要なので、上記の方式は採用できない。オブジェクト指向システムの
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性能を向上させる方式を検討する際には、ビジネス分野での使い方に焦点を定めて、それにふさ

わしい方式を採用して欲しいのであるが、それがなされていないのである。 

 

 適切なオブジェクト指向開発支援ツールを見つけることができなかったので、仕方なくファイ

ルやデータベースへのアクセス性能に配慮した継承機構を自ら開発することにした。なお、この

開発に当たっては、オブジェクト指向のすべてを実現したのではなく、ビジネス分野の特性を考

慮して、ほとんど必要ないと思われるところは縮退させた専用の機構にした。いろいろ試してみ

たいところであるが、費用と効果を考えるといたしかたのないことである。 

 

2.2.1-j ビジネス分野向けには必要な拡張機能 

 RRR ファミリーの開発においては、ビジネス分野に関係のない機能を縮退させたが、逆にビジ

ネス分野向け必要な機能を拡張した。主な機能拡張の一つは、前述のような属性の追加・変更・

削除に伴うカスタマイズに関係するものである。すなわち、プロシージャを継承する際に、その

継承率を高くするための改良を施した。 

 

 この仕掛けを理解いただくには、オブジェクト指向に関するある程度の知識が必要であるので、

その辺りの説明から始めよう。 

 オブジェクト指向の用語の一つに差分プログラミングがある。これが意味するのは、サブクラ

ス特有のプロシージャ (メソッド) を差分として記述しさえすれば、後は黙っていても親クラス

のプロシージャが継承される (再利用できる) ということである。つまり、差分プログラミング

はオブジェクト指向における再利用のための重要な機構なのである。 

 正統的なオブジェクト指向では、クラス内のプロシージャ (メソッド) が継承の単位であり、

かつ再利用の単位だということになっている。ところが、部品化アプリ再利用システムの検討の

中で、少なくともビジネス分野ではよくある前述のようなカスタマイズの際には、問題があるこ

とが分かった。すなわち、再利用の単位が大き過ぎて再利用率が上がらないのである。再利用の

単位は差分プログラミングの単位でもあるので、そういう塊でそっくりそのまま再利用できない

場合は、実際の差分だけでなくそのプログラム全体 (再利用の塊すべて) を記述することが必要

になる。 

 一般的には、再利用の単位を小さくした方が、差分としての記述を必要とするプログラムの行

数が減り、再利率は高くなる。だからといって、再利用の単位を小さくすればよいということで

はない。これを小さくし過ぎると、基本単位が細かくなりすぎて全体を把握することが難しくな

ってしまう。したがって、正統的なオブジェクト指向では、再利用の単位をクラス内のプロシー

ジャだとしていることも、十分にうなずける。 

 オブジェクト指向が有効かどうかを評価する際には、現実世界を分かりやすくモデル化できる

かどうかということと、プログラム（プロシージャ）が再利用しやすいかどうかということの二

つが重要なキーである。前者のモデル化にとっては、エンティティに対応づけられたクラス内の

プロシージャを継承の単位にすることが望ましいのであるが、後者の再利用にとっては、少なく

ともビジネス分野に関する限り、しっくりこない。なぜなら、ビジネス分野でよくあるようなカ

スタマイズに関するかぎり、ほとんどの場合、差分プログラミングの単位はエンティティよりも

細かなデータ項目に対応したものだからである。 

 そこで、RRR ファミリーにおいては、エンティティに対応づけられたプロシージャをさらにデ

ータ項目に対応づけて細分化することによって、データ項目対応のプロシージャなるものをつく

り、これを差分プログラミングの単位 (すなわち再利用の単位) にするのがよいという結論にな

った。そして、実際にこうすることによって、継承による再利用率を大幅に向上できた。 
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 以下では、オブジェクト指向に関して詳しい方、あるいは興味を持たれている方を対象にして、

かなり細かな議論を展開している。これらの議論に興味がない方は、以下を飛ばして ｢２．２．

２ データ項目をオブジェクトに対応づけると｣ に進んでいただきたい。 

 

2.2.1-k 必要だと考えた拡張機能の詳細 

 ビジネス分野でよくあるようなカスタマイズは、エンティティよりも細かなデータ項目に関す

るものである。そして、データ項目に関するカスタマイズにおいては、データ項目対応のプロシ

ージャを追加したり、置き換えたりできる方が再利用率を上げることができる。 

 たとえば、商品の属性を表示するというメソッド (オブジェクトのクラスに対応づけられたプ

ロシージャ) は、もしも商品オブジェクトに新たな属性を追加・変更・削除するというカスタマ

イズを行うと、その影響を受けて異なるものになってしまう。 

 具体的には､“商品オブジェクト”のサブクラスの“食品業者の商品オブジェクト”向けに、｢商

品の修理受付窓口｣ という属性を削除し、｢商品の賞味期限｣ という属性を追加するというカスタ

マイズを取りあげてみよう (図 2-2 参照)。このカスタマイズを実施すると、商品の属性を表示

するというメソッドにおいては、商品の修理受付窓口の表示を止めて商品の賞味期限を表示する

ことが必要になる。したがって､“商品オブジェクト”のメソッドをそのまま継承することはでき

ない。商品の属性を表示するというメソッド全体を“食品業者の商品オブジェクト”用に新たな

メソッド (プロシージャ) として記述しなければならなくなるのである。 

 

 
 

   図 2-2: 商品の属性を追加・削除するカスタマイズ例 

 

 ほんの少しの違いがあるために、違う部分も含めたかなり大きなプロシージャ全部を新たに記

述する必要があるというのでは効率的ではない。もっと継承率 (再利用率) を高くしたいもので

ある。そこで採用したアイデアは、商品の属性を表示するという大きなメソッドを細分化してデ

ータ項目対応の“小メソッド”にすれば、個々の小さな塊はカスタマイズ作業の影響を受けるこ

とが少ないので、継承率を高くできるはずだというものである。 
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 実際にメソッドをデータ項目に対応づけて細分化すると、商品名称を表示するとか商品単価を

表示するというような“小メソッド”になるから、そのほとんどは“食品業者の商品オブジェク

ト”用にも使えるものとなり継承できることになる。したがって、新たに記述しなければならな

いのは、これまで存在しなかった商品の賞味期限を表示するというような“小メソッド”だけで

済むことになる。そして、こうすることによって、継承率を大幅に向上できるのである。 

 

 RRR ファミリーにおけるビジネス分野向けの拡張とは、データ項目に対応づけて細分化された

データ項目対応のプロシージャ、すなわち“小メソッド”をビジュアルな簡単な指定で取り扱え

るようにしたものである。 

 

 継承率を上げるという問題について観点を変えて検討すると、本質的には、何をメソッドとす

べきかという考え方に関係していることが分かる。そして、何をメソッドにすべきかを突き詰め

ていくと、何をオブジェクトにすべきかという 初の問題にもどってしまう。このことをもう少

し詳しく説明しておこう。 

 一般にオブジェクト指向では、クラス内のプロシージャのことをメソッドだとしている。そこ

で、もしもデータ項目をオブジェクトに対応づければ、メソッドとは 初から特定のデータ項目

に対応するプロシージャだということになる。したがって、大きなメソッドをデータ項目に対応

づけて細分化するような必要はない。 

 このような議論を展開すると、何をオブジェクトにすべきかという 初の問題に戻ることがお

分かりいただけるだろう。データ項目をオブジェクトに対応づけることは、次の項 ｢２．２．２ 

データ項目をオブジェクトに対応づけると｣ で検討することにして、この項ではあくまでもエン

ティティをオブジェクトに対応づけた場合について考察する。こうしないと堂々巡りの議論にな

ってしまうので、それを避けることにする。 

 とは言っても、たとえエンティティをオブジェクトに対応づけるという前提があったとしても、

以下の２点は何が違うのかという疑問がわくかもしれない。 

 

 (D) 大きなメソッドをデータ項目に対応づけて細分化するということ 

 (S) 商品名称を表示するとか商品単価を表示するとかというデータ項目に対応 

  づけた“小メソッド”を 初からメソッドだと捉らえること 

 

 (D) のようにすることによって継承率を高めることができるということは、上述のとおりであ

る。もしそうなら、 初から (S) のようにデータ項目に対応づけた“小メソッド”を 初からメ

ソッド (継承の単位) にしても同じことではないのかという疑問がわいてくる。 

 

 この疑問に答えるには、メソッドの意味付けをする人が、開発のどの段階にいるのかを明確に

しなければならない。 

 もしも、分析や概要設計の段階にいるのなら、全体を見渡せるように見通しを良くすることが

重要である。したがって (S) のようにすることはとんでもないことなのだ。なぜなら、このよう

にすると、ビジネス分野ではメソッドの数が莫大なものになってしまい、分析や概要設計の見通

しが悪くなってしまう。データ項目ごとに、それを表示したり変更したりするメソッドが出現す

るので、データ項目の総数の数倍のメソッドと格闘せざるを得なくなる。ビジネス分野の業務プ

ログラムが取り扱うデータ項目は、数百から数万に及ぶ。したがって、その数倍のメソッドを意

識しながら分析や概要設計を行わなければならないことになる。 

 こんなことになっては困るので、分析や概要設計の際には、エンティティに対応づけたプロシ

ージャをメソッド (継承の単位) にするのである。ただし、エンティティは、通常、データ項目



 44

よりも大きな単位なので、メソッドも大きな塊になってしまい、これを細分化しないことには、

カスタマイズ作業の際に継承率を上げることができないというのが、先の疑問に対する答えであ

る。 

 

2.2.1-l ビジネス分野には合わない点のいくつか 

 何をメソッドにすべきかを突き詰めて追求すると、オブジェクト指向の枠組みに従ったモデル

がビジネス分野にもぴたりと合うのかという点が問題になる。現状のオブジェクト指向では、ク

ラス内のプロシージャのことをメソッドと呼び、これを継承の単位にしている。これが適切かど

うかという根本的な問題が浮上してくることになる。 

 ここでオブジェクト指向を擁護しようとするつもりはないが、継承の単位、すなわちメソッド

がオブジェクトのクラスに含まれるのは、妥当なことだと思う。オブジェクト指向においては現

実世界のモノとの対応関係を重視するので、そのモノに関係するメソッドを継承の単位にしてい

るのである。もしも、オブジェクトよりも細かな塊を勝手にこしらえて、メソッドをそれに対応

させたとしたら、オブジェクトの意味があいまいになってしまうことだろう。 

 ところが、ビジネス分野では少し様子が違っていて、ある場合にはエンティティ (に対応づけ

たオブジェクト) よりも細かな塊 (データ項目) を無視したくなるのであるが、別の場合にはそ

れが明確な意味をもつ場合がある。すなわち、分析や概要設計の段階では、全体を見渡せるよう

に見通しを良くすることが重要なので、エンティティをオブジェクトに対応づけるのが分かりや

すい。ところが、カスタマイズ作業においては、メソッドをエンティティよりも細かなデータ項

目に対応させないと、メソッドの継承率を高くできない。したがって、カスタマイズの局面にお

いては、エンティティに対応づけたメソッドだけではなく、データ項目対応づけたメソッドも必

要になるのである。 

 
 

トピック 3： インスタンスに関係して 

 ここでは、オブジェクト指向のインスタンスという概念に関係する二つの話題を取りあげる。 
 
 その一つは、商品オブジェクトのインスタンスとは何かを考える中で発見したオブジェクト指

向の副次的効果に関する話である。 

 たとえば画廊という業種の業務プログラムについて考えてみると、商品オブジェクトのインス

タンスとは個々の絵画を指し示すのが普通である。ここで、絵画の中でも版画を取り扱う場合に

は、通常の絵画とは少しばかり違いがある。版画は一つの作品に対して何枚かのコピーが刷られ

るものだから、次の二つの取り扱い方法があり得る。 

 ・ 作品の各コピーを個別にインスタンスにする (各コピーに注目する) 

 ・ 作品の種別をインスタンスにする (各作品種別に注目する) 

 

 番号が書かれサインされた個々の版画のコピーを別々の商品として取り扱いたいのであれば、

作品の各コピーを個別にインスタンスにすることだろう。そうではなく、個々のコピーを区別せ

ずにマスとして捉らえて、いくつの在庫があるのかだけに関心をもつのであれば、作品の種別を

インスタンスにすることだろう。すなわち、一つの作品の各コピーを一括して同じ一つの商品だ

とみなすのである。 

 このように、どこまで区別したいのかによって何をインスタンスにするのかを決めるのが普通

である。したがって、文房具の卸業の業務プログラムにおいては、たとえば A 社製の B123 とい

う種類の鉛筆のように商品の種別または種類 (あるいは特定の商品の集合) をインスタンスに対

応づけるのが普通である。個々の鉛筆一本一本を商品オブジェクトのインスタンスにするような

ことは、めったにない。 
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 一般に、何をインスタンスにするのかを曖昧にしておくと、業務プログラムを大勢で開発する

際に誤解が生じて混乱のもとになる。もしも開発者がオブジェクト指向の用語を知っていれば、

インスタンスという専門用語を使ったコミュニケーションができるので、開発者の相互理解に役

立つ。この効用を少しばかりぎょうぎょうしく評すると、オブジェクト指向がある枠組みを設定

してあり、その用語の意味を明確にしていることによる副次的効果だといえる。 

 

 インスタンスに関係して取りあげるもう一つの話は、ビジネス分野向けにオブジェクト指向の

機能チューニングの重要性である。 

 オブジェクト指向プログラミング言語を用いると、ごく自然に各インスタンスを識別するため

のユニークな識別子が付けられる。たとえば、商品オブジェクトの各インスタンスには、他の商

品インスタンスと区別するための識別子が付けられるようになっている。これはなかなか便利に

みえるのであるが、そうでもない。ビジネス分野では従来からユニークな識別子として商品コー

ドのようなコード体系を用いているので、同じようなものが二つできてしまう。 

 従来どおり商品コードのようなコードを使い続けるのでは、識別子が２種類存在することにな

り、重複するので無駄である。いや、無駄なだけではなく、同じような役割のものが二つ存在す

るために混乱することになりかねない。したがって、商品コードは止めにしてインスタンス識別

子だけに一本化したくなる。 

 ところが、インスタンス識別子は、大抵の場合、オブジェクト指向システムが勝手に付けるも

のなので、商品コードのように前もって体系化できない。また、識別子はパーシステントでない 

(持続性がない) ことが普通であり、アプリケーションプログラムを起動する度に、異なる識別子

が付けられるおそれがある。この二つの理由によって、インスタンス識別子はビジネス分野では

使い難いのである。 

 オブジェクト指向システムの内部に立ち入って詳しく聞いてみると、どうも内部テーブルのメ

モリアドレスをインスタンス識別子にしているものが多いようである。ビジネス分野における使

い方などはお構いなしのようで問題である。もしも、ビジネス分野にもオブジェクト指向を勧め

るのなら、是非ともインスタンス識別子を従来の商品コードのように便利な使い方ができるもの

にすべきである。あるいは、既に一部のオブジェクト指向システムでは実現されているように、

識別子はあっても使わずに、商品コードのようなコードだけで大抵の処理ができるようにすべき

である。 

 なお、オブジェクト指向データベースでは、識別子をパーシステントにしている点はよいので

あるが、識別子を商品コードのように前もって体系化することはできない。そして、この他にも

ビジネス分野での使い方への配慮に欠けるという問題点が見受けられる。たとえば、ビジネス分

野で必要になる排他制御やトランザクション制御との整合性に問題の多いものがほとんどであ

る。 
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２．２．２ データ項目をオブジェクトに対応づけると 
 

 前項では、従来からビジネス分野で注目されていたエンティティをオブジェクトに対応づけて、

オブジェクト指向の考え方を意識しながら部品化アプリ再利用システムの検討や分析を進めたと

いう話をした。この項では、もう一方のデータ項目をオブジェクトに対応づけたらどうかという

検討結果の報告をする。 

 データ項目をオブジェクトに対応づけることは、SSS の特徴であったデータ項目に重要な役割

をもたせるという考え方に合致するので好都合である。しかし、通常のオブジェクト指向分析に

よる対応づけとは異なってしまうので、いかがなものかという戸惑いがあった。あまりにも即物

的で、理論的な根拠が薄弱なのではないかという点が気になったのである。 

 ところが、一般にビジュアル開発支援ツールにおいては、データ項目に近いものをオブジェク

トに対応づけていることが分かった。したがってオブジェクトをデータ項目に対応づけることは、

前例のないことではないという安心感を得た。また、RRR ファミリーの開発においては、何らか

ビジュアル開発支援ツールを使おうと考えていたので、｢ビジュアル開発支援ツールとの整合性が

良いのは好都合｣ ということで、データ項目への対応づけという方向に検討メンバの賛同が集ま

っていった。 

 

2.2.2-m オブジェクト指向と GUI 操作 

 GUI (graphical user interface) とは、ウィンドウの中に配置した各種のボタンやメニュー項

目やリストボックスやテキストボックスなどの GUI コントロール (または widget とも呼ばれ

る) を用いたビジュアルな操作方法のことである。GUI は、ゼロックス社のパロアルト研究所 

(PARC) で生まれて、アップルコンピュータ社のマック (Macintosh) で大きく成長して、マイク

ロソフト社の Windows で商業的な成功をおさめている。GUI に関するソフトウェアは、GUI コン

トロールをオブジェクトとして捉らえることで成功しており、オブジェクト指向の申し子のよう

な存在である。ここでは、オブジェクト指向の成功事例として、GUI に関するプログラムを取り

あげてみる。 

 

 GUI の操作は、オブジェクト指向的であるといわれることがある。こういわれるのは、以下の

ように GUI 操作とオブジェクト指向の枠組みとがぴたりと対応づくからである。 

 

 GUI 操作は、｢メニュー項目にクリック操作を施す｣ とか ｢アイコンにダブルクリック操作

を施す｣ とか ｢ボタンにクリック操作を施す｣ のように、｢～ に ～ 操作を施す｣ という形で

表せる。ここで、メニュー項目とか、アイコンとか、ボタンという GUI コントロールをオブ

ジェクトに対応づけると、｢～ に ～ 操作を施す｣ という操作は、｢オブジェクトに ～ 操作

を施す｣ という形になる。そして、この ｢～ 操作を施す｣ というところを、オブジェクトの

もつメソッドに対応づけると、上の例は、うまいことにすべて ｢オブジェクトにメソッドで規

定される操作を施す｣ と表現できる (注３)。 

 

─────────────────────────────────────────── 
注３： 一般に、このような分かりやすい対応関係が存在すると、すなわちプログラム (の断片) と

現実世界のモノとがぴたりと対応づくと、そのモノに対応するプログラムの断片は、識別しやす

い塊になり、部品と言えるようなものにしやすい。 

 たとえば、SSS 部品セットの各部品はデータ項目と対応づけることができるので、プログラム

を分かりやすい単位 (データ項目部品単位) に分割できる。 
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 また、GUI 操作のプログラムは ｢オブジェクトにメソッドで規定される操作を施す｣ という形

の GUI 操作と対応づけることができるので、プログラムを分かりやすい単位 (部品と言えるよう

なもの) に分割できる。 

─────────────────────────────────────────── 

 

 このように、GUI における操作は、オブジェクト指向の枠組みとぴたりと合っているので、GUI 

ではオブジェクト指向のテクノロジーを活用するのが定番になっている。 

 

2.2.2-n GUI の操作ベースと処理プログラム 

 一般に、GUI 操作に関係するプログラムは、オブジェクト指向のテクノロジーを用いており、

各種の GUI コントロールをオブジェクトに対応づけ、それに関する操作をメソッドに対応づけて

いる。そして、操作者がある GUI コントロールにある操作を施すと、その GUI コントロールの

その操作に対応するメソッドが動作する仕組みになっている。 

 

 
 

   図 2-3: GUI の操作ベースと GUI 操作の処理プログラム 

 

 GUI 操作に関係するプログラムの構成を調べてみると、GUI コントロールというオブジェクト

に対応するものと、そうではないもの (たとえば、制御を渡す役割をもつもの) の２種類に分類

できる。そして、前者は、すなわち GUI コントロールに対応しているプログラムは、そのオブジ

ェクトのそれぞれのメソッドに対応づけて分割できることが分かる。 

 本書では、図 2-3 のように、前者の部分を GUI 操作の処理プログラムと呼び、オブジェクト

に対応しない後者を GUI の操作ベースと呼ぶことにする。一般に、オペレーティングシステム 
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(OS) の上で動作するアプリケーションプログラムのことを処理プログラムと呼ぶが、これになら

って、GUI 操作に関するプログラムも上記のように二つに分類してみる。 

 こう分類すると、GUI 操作の処理プログラムは、対応するオブジェクトのメソッド群とぴたり

と対応づくことになる。そして、GUI の操作ベースは、操作者がある GUI コントロールにある操

作を施すと、その GUI コントロールのその操作に対応するメソッド (GUI 操作の処理プログラム) 

に制御を渡す (呼び出す) 働きをするものだと言える。さらに言うと、GUI の操作ベースは、メ

ソッドが動作する仕組みを実現するプログラムであるということもできる。 

 

2.2.2-o GUI の操作ベースと処理プログラムの再利用 

 ある目的を果たすプログラムを開発する際に、操作性に気を配って GUI を採用することにした

としよう。ところが、この種のプログラムを一から開発すると大仕事になる。なぜなら、その目

的を果たすプログラム (業務処理に関係するプログラム) も開発しなければならないし、さらに 

GUI の操作ベースも処理プログラムも開発しなければならないからである。これらの開発作業を

簡単に済ませるためには、どこかで開発された GUI の操作ベースや処理プログラムを再利用でき

ると好都合である。 

 一般的に言うと、プログラムの再利用には解読を伴うので、再利用は大変に面倒なのであるが、

オブジェクト指向のテクノロジーを用いた GUI の操作ベースと処理プログラムであれば、簡単に

再利用できる。 

 具体例を挙げると、メニュー項目 X にクリック操作を施したときに行うべき処理のほとんど

は、GUI の操作ベース、およびクリック操作メソッド (の標準的な処理を行う GUI 操作の処理プ

ログラム) にまかせることができる。メニュー項目 X にクリック操作を施した場合にも、メニュ

ー項目 Y にクリック操作を施した場合にも必要とする共通処理は、GUI の操作ベース及びクリッ

ク操作メソッド (の標準的な処理を行う GUI 操作の処理プログラム) が行うことになっているも

のである。したがって、メニュー項目 X のクリック操作に限って特別に行うべき処理に関係する

プログラムだけを作ればよいことになる。すなわち、業務処理のプログラムだけを作成すればよ

いのである。 

 これをさらに詳しく言うと、メニュー項目のサブクラスとしてメニュー項目 X を設けて、その

業務処理部分のプログラムをメニュー項目 X の業務処理用クリックメソッドとして記述する。こ

うすると、メニュー項目 X のメソッドは、原則としてメニュー項目のメソッドが継承されるが、

業務処理用クリックメソッドだけは、そこで差分として記述したプログラムが使われる。つまり、

差分だけのプログラムを記述すれば済むという (差分プログラミングの) 恩恵にあずかれること

になる。 

 別の見方をすると、GUI 操作の処理プログラムに対してプログラムカスタマイズを施すときに、

オブジェクト指向のテクノロジーの恩恵によってそれが簡単になるのだということもできる。 

 繰り返しになるが、オブジェクト指向のテクノロジーを用いると、再利用がしやすくなるもの

である。プログラムを新規に開発する際には、何をオブジェクトに対応づけるのかという設計が

必要になるなど面倒な点もあるが、確かに再利用はしやすくなるのである。 

 

2.2.2-p ビジュアル開発支援ツール 

 世の中には、ビジュアル開発支援ツールが何種類も出回っている。これらは、上記の差分プロ

グラミングの仕組みを備えていて、GUI の操作性を備えたプログラムを非常に簡単に開発できる

ようにしている。 

 ビジュアル開発支援ツールでは、業務処理用クリックメソッドのような差分として記述するプ

ログラムのことをイベントプロシージャまたはイベントルーチンと呼ぶことがある。イベントと

は、たとえば ｢クリック操作｣ というような事象の発生のことであり、イベントプロシージャと
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は、そういう事象が発生したときに動作するプログラムのことである。そして、ビジュアル開発

支援ツールの中には、イベントプロシージャを記述するだけで、サブクラスを作るという処置が

自動的になされるような便利な機構をもつものもある。なお、イベントプロシージャについては、

｢３．２．２ 第四世代言語｣ で詳しく説明する。 

 このように、ビジュアル開発支援ツールは、ほぼオブジェクト指向の枠組みに沿っているが、

正統的だといわれている Smalltalk 流のオブジェクト指向の枠組みと比べると機能を縮退した

り、拡張したりしている部分もある。これは使いやすいものにする努力だと好意的に見るべきだ

ろう。 

 

2.2.2-q データ項目に対応づけられた GUI オブジェクト 

 GUI とは、いわば操作者という舞台監督が、ウィンドウという舞台の上で GUI コントロールと

いう俳優たちに演技を付けるものだと見ることができる。こういう世界では、オブジェクト指向

の枠組みがぴたりと合っていて、オブジェクト指向のテクノロジーが大成功をおさめている。 

 部品化アプリ再利用システムの検討の中では、この大成功にあやかるにはどうすればよいかを

考えた。というのは、RRR ファミリーの構成要素の 6 ～ 7 割は、操作者が画面とのやり取りを

するときに動作するものだから似たような世界に住んでいるはずであるし、RRR ファミリーに 

GUI の操作性を取り入れることは必須だったからである。そして、こうするには RRR 部品セット

が取り扱う画面をウィンドウに対応づけて、さらに画面の中の入力用のフィールドをテキストボ

ックス (GUI コントロールの一種) 対応づけるという設計にするのがよいと考えた。 

 実際に、あるビジュアル開発支援ツールを用いて試作をしてみたところ、機能的なチューニン

グが必要であるが、基本的にそのように設計することによって問題のないことが分かった。すな

わち、SSS の 大の特長である。データ項目部品をビジュアル開発支援ツールのイベントプロシ

ージャに対応づける方法が見つかったのである。そして、この発見によって、SSS の良い点をす

べて引き継ぐことができるという確信が得られた。これについての詳細は、｢３．２．３ SSS か

ら RRR ファミリーへ｣ の中の ｢部品を区切る分割指針に関する改善点その２｣ で説明する。 

 こうした設計にすることは、部品化アプリ再利用システムの検討に当たって掲げた ｢SSS の特

長を損なうことなく、かつできるだけ一般に流布している考え方やツールに沿うべきである｣ と

いう方針に合致する。また、こう設計することによって、RRR ファミリーを比較的簡単に開発で

きることになる。なぜならば、RRR ファミリーの構成要素の 6 ～ 7 割に、出来合いのビジュア

ル開発支援ツールを適用できるので、その恩恵にあずかれるからである。 

 ところが、こう設計した結果を見てみると、RRR ファミリーのデータ項目は、オブジェクトと

みなされてしまうことが分かった。つまり、RRR ファミリーの中のデータ項目は、基本的に業務

プログラムの画面の中のデータ項目に対応しているので、ビジュアル開発支援ツールはこれを 

GUI コントロールというオブジェクトだとみなしているのだ。 

 以前には、エンティティをオブジェクトとみなすのが良さそうだと考えていたのであるが、ビ

ジュアル開発支援ツールを含めて検討しているうちに、データ項目がオブジェクトになってしま

った。 
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２．３ オブジェクト指向をどう捉らえたか 

 

 この節では、部品化アプリ再利用システムの検討を通して、どのようにオブジェクト指向を捉

らえるようになったのかを報告する。そして、これまで検討してきたエンティティとデータ項目

のどちらをオブジェクトに対応づけるべきかの結論を述べる。 

 

2.3-r オブジェクト指向の枠組み 

 オブジェクト指向の枠組みについては、既にその概要を ｢２．２．１ エンティティをオブジ

ェクトに対応づけると｣ の ｢進歩したと言えるのか｣ で述べている。ここでは、オブジェクト指

向に関する評価を述べるための前準備として、オブジェクト指向の枠組みをもう少し詳しく説明

する。なお、オブジェクト指向に興味のない方は、ここを飛ばしても構わない。 

 

 オブジェクト指向の枠組みは、あやつり人形のように、手元の箱のレバーによってロボットの

動作をコントロールするシステムを例に挙げてしばしば説明される。こう説明するのが分かりや

すいようだ。したがって、ロボットをコントロールするシステムを思い浮かべていただきたい。

たとえば、高専や大学対抗のロボットコンテスト (ロボコン)、すなわちロボットに球技などを競

わせる催し物が盛んになっているので、そういったものをイメージすればよいだろう。 

 このようなシステムを構築するには、ロボットにどんな振舞いをさせるのかということが重要

なポイントになる。したがって、まずはそれらを洗い出すことから始めることだろう。オブジェ

クト指向の用語では、振舞いをさせるために必要なレバー操作のことをメソッドと呼ぶ。この言

葉を使って表現すれば、｢メソッドを洗い出すことから始める｣ と言える。そして、各メソッドは、

シュートするとか前進するとかというような、ロボットにさせたい振舞いの要素に対応づけられ

る。つまり、手元の箱のレバー操作によって、このような要素的な振舞いをさせることができる

ようにするのである。 

 ちなみに、ビジネス分野の例を挙げると、販売管理システムの商品オブジェクトに関しては、

取扱商品として登録するとか商品の属性を表示するとかというような要素的な処理をメソッドに

対応づけることが普通である。 

 メソッドとは、プログラミングの世界での馴染みの言葉で言うと、オブジェクトに対してある

処理をする (あるいはある振舞いをさせる) プロシージャのことだということができるし、もっ

と平たく言うと、オブジェクトに関する何らかの処理をするサブルーチンのことだと考えても構

わない。正式に抽象的な言い方をすると、メソッドとは、オブジェクトの振舞い (behavior) を

規定するものである。 

 オブジェクト指向では、データとメソッドとをカプセル化して (いわばカプセルに入れて) 総

合的に捉らえるところに特徴がある。これはデータとプロシージャをばらばらにしないための手

段だとみることもできる。そして、メソッドを通してしかデータの参照や変更ができないように

制約を課している。このことは、オブジェクト指向以外のところでも発展をとげた定評のある情

報隠蔽 (いんぺい) の仕組みに他ならない。これらのことを含めて、オブジェクト指向の枠組み

は次のように言うことができる。 

 

 メッセージ (オブジェクト指向の用語であり、いわば手紙のような通信文) としてオブジェ

クト名とメソッド名とパラメタとを明記して発信すると、目指すオブジェクトにそれが伝えら

れて、指定したメソッドによって規定された操作が実施されることになる。たとえば、商品の

属性を表示するには､“商品”というオブジェクト名と､“商品属性表示”というメソッド名を
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明記したメッセージを発信すれば、その結果としてそのメソッドで規定された表示処理が実施

されることになる。 

 メソッド以外には、オブジェクトを操作する方法はない。したがって、オブジェクトの内部

のインスタンス変数を直接操作したり参照したりすることはできない。ロボットシステムを設

計する際には、オブジェクトをどう操作したいのかを考えて、思いどおりにするために必要な

操作は、すべてメソッドとしてあらかじめ組み込んでおくことが必要である。したがって、オ

ブジェクトを外から見ると、いわば手元のレバーという形で、メソッドが並んでいるのが見え

るだけで、オブジェクト内部の複雑な内容は見えない。これで済むようにうまく情報隠蔽され

るのだ。そして、各メソッドに関するパラメタは、あらかじめ決められているので、オブジェ

クトの外部インタフェースは、メソッドとそのパラメタだけであると言うことができる。つま

り、オブジェクトの振舞いの範囲は、どんなメソッドとパラメタを用意しておくかによって規

定されることになる。 

 これは、ロボットに関する次のイメージと重ね合わせて理解するとよいだろう。ロボットの

コントロール用の手元の箱には、メソッドに相当するレバーが付いていて、操作者がレバーの

設定を変えると、ロボットにメッセージが伝えられて、ロボットがある振舞いをする。ロボッ

トに対して外部からできることは、コントロール用の箱に付いているレバーの設定を変えるこ

とだけであり、外部インタフェースは何かということが明確になる。ロボットの内部を直接的

に操作したり観測したりすることは禁止されているのである。したがって、ロボットに対して

できる操作は、コントロール用の箱にどんなレバーが付いているかによって明確に決まること

になる。 

 

 
 

  図 2-4: オブジェクト指向の枠組み 

 

 ここに述べたことがオブジェクト指向の主な枠組みである (図 2-4 参照)。なお、これだけで

なく継承という再利用の仕組みがあることは前述したとおりである。 

 このオブジェクト指向の枠組みは、次のような従来のソフトウェアにおける馴染み深い用語で

表現することもできる。ただし、以下の表現は、非同期的な動作をするアクタとかアクティブオ

ブジェクトと呼ばれる特殊なものを除外して、通常の逐次処理だけを対象にしている。 
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 オブジェクトは、その内部変数 (インスタンス変数) を集めた構造体と共通サブルーチン 

(メソッド) から構成される。外部からは、その共通サブルーチンを呼び出すことができるが、

内部変数を直接参照したり操作したりすることは一切許されていない。つまり、外部からは、

共通サブルーチンだけしか見えないように情報隠蔽がなされることになる。こういう仕組みに

するので、オブジェクトの外部インタフェースは、共通サブルーチンとそのパラメタだけだと

いうように明確に決まる。また、オブジェクトの振舞いは、どんな共通サブルーチンを用意し

ておくかによって明確に決まることになるである。 

 

 このような表現をすると、オブジェクト指向の抽象的な含蓄のある定義を冒涜するものだと非

難する人もいる。馴染みのある用語を用いると、それに染みついた色に影響されてしまい、その

狭い範囲だけのものだと誤解されるおそれがある。各用語と現実世界のいろいろなモノとの対応

関係を固定観念に影響されずに実り豊かにしようとすると、広い解釈ができるような余地という

か抽象性を残しておくことが重要なのだと言いたいのだろう。 

 こういう人がいる一方、オブジェクト指向の精神に則っていれば、実現 (インプリメント) の

形態にこだわる必要なしと、馴染み深い用語での表現を擁護する人もいる。たとえば、共通サブ

ルーチンと言ったが、これは、関数かもしれないし、インライン展開されるマクロ命令かもしれ

ないし、メッセージパッシングかもしれないし、メッセージの待ち行列とそれを処理するプロセ

ス (タスク) かもしれないし、... と実現 (インプリメント) の形を固定的に考えなければ、馴

染みの用語による表現も理解が進むのでよいではないかと、容認してくれる。そして、逆にメッ

セージパッシングにこそオブジェクト指向の特徴があるというような言い方は、いかにも舌足ら

ずであると批判したりする。確かにメッセージパッシングには、知る人ぞ知る動的束縛 (dynamic 

binding) と呼ばれる進んだ機構が付いているが、そこにオブジェクト指向の特長が凝縮している

わけではない。 

 

2.3-s オブジェクト指向の評価をするには 

 だいぶ細かくなってしまったが、詳細に説明すればするほどオブジェクト指向の本質とは離れ

ていくような気がする。細かなことまで書いた本はたくさんある。しかし、本書よりももっと詳

しく説明したとしても、それによってオブジェクト指向の効能が明確になることにはならない。

細かなことの説明の中では、小さな効能がしばしば大げさに扱われるから、オブジェクト指向の

本当の良さがかえって見えにくくなるのではないでしょうか？ 

 ひるがえって、オブジェクト指向の本質を考えてみると、それは現実世界のモノとプログラム

の対応関係を重視するところにあると思う。そうだとすれば、細かなことを言えば言うほど、そ

れにぴたりと合う現実のシステムが限定されてしまい、オブジェクト指向の恩恵に浴するチャン

スが少なくなるような気がしてならない。なお、このことに関係することを ｢第６章 生物の進化

と部品化再利用｣ で論じる。 

 

 構造化プログラミングにおいては、その基礎のところで、すべてのプログラムの制御構造が 

while 文などの推奨パターンの組合せだけで記述できることが数学的に証明されている。そして、

こうした制御構造の標準化によって見やすいプログラムになるということを多くの人々が体験し

ている。 

 これに対して、オブジェクト指向の場合はそうではない。第一に、現実世界をすべてオブジェ

クト指向の枠組み従ったモデルで表現できることが数学的に証明されているわけではない。第二

に、オブジェクト指向の適用によって、現実世界のモノとプログラムの対応関係が分かりやすく

なるなどの成功事例は確かに報告されているが、まだ大勢の人々が体験していることではないし、
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どんな場合にも成功するという保証はなさそうである。分かりやすいかどうかは、主観的な要素

が絡む証明しにくに問題だと認めたとしても、少なくとも具体的に納得のいく数多くの成功事例

や失敗事例の報告が必要だと思う。オブジェクト指向は抽象的で分かり難い面があるので、具体

的な多くの事例があって初めて、どのようなケースにおいて (またはあらゆるケースにおいて) 

オブジェクト指向の適用がどのように効果的なのかということが明確になっていくのではないだ

ろうか？ 

 

2.3-t エンティティかデータ項目かの結論 

 部品化アプリ再利用システムの検討 (オブジェクト指向を評価した事例の一つ) の中では、エ

ンティティとデータ項目のどちらも、オブジェクトに対応づけるだけの十分な理由があるように

思えた。 

 エンティティをオブジェクトに対応づけると、データ項目が情報隠蔽され、すっきりと見通し

が良くなるのであるが、カスタマイズの際にはデータ項目を意識しなければならなくなり、情報

隠蔽の効果がほとんどなくなってしまう。逆に、データ項目をオブジェクトに対応づけると、カ

スタマイズに配慮した実現 (インプリメント) が可能であり、かつデータ項目単位の情報隠蔽も

できるのであるが、分析や概要設計を行う際の見通しが悪くなるし、エンティティ単位の情報隠

蔽はほとんどできなくなってしまう (注４)。したがって、分析や概要設計をする際には、エンテ

ィティをオブジェクトに対応づける方が良さそうであるし、ソフトウェアの実現 (インプリメン

ト) 段階までくれば、データ項目をオブジェクトに対応づける方が良さそうである。 

 

─────────────────────────────────────────── 

注４： オブジェクト指向プログラミング言語の中には、オブジェクトの中にオブジェクトを設け

るというオブジェクト階層をサポートしているものがある。オブジェクト階層を使うと、エンテ

ィティに対応づけたオブジェクトの中に、さらにデータ項目に対応づけたオブジェクトを設ける

という二重の対応づけが可能。しかし、二重の対応づけをしたとしても、ビジネス分野の使い方

ではデータ項目というオブジェクトの公開 (すなわちパブリックにすること) が必要になって、

結局エンティティ単位の情報隠蔽はほとんどできなくなることが普通である。すなわち、データ

項目をオブジェクトに対応づけた場合とほとんど変わりない。したがって、本書では二重の対応

づけをした場合について、データ項目をオブジェクトに対応づけた場合の中に含めて論じている。 

─────────────────────────────────────────── 

 

 オブジェクト指向には、クラス階層という概念があり､“商品”(エンティティ) というクラス

のサブクラスとして“商品単価”(データ項目) を位置づけられるとよいかもしれない。しかし、

もしもこうすると､“商品”の属性に“商品単価”があるという分かりやすい関係が壊されてしま

う。 

 こう考えて、エンティティかデータ項目かの二者択一をしなければならないと悩むことになっ

た。 

 

 悩んだ結果の 終的な結論は、｢どちらも意味があるので悩む必要なし｣ ということになった。

なぜなら、業務プログラムの捉らえ方には、いろいろな視点があり、ある視点から見るとそれに

ふさわしいモデル化が可能であるが、そのモデルは、異なる視点からの 適なモデルとは限らな

いからである。 

 たとえば、ウイルスを生物と捉らえるべきか結晶と捉らえるべきかを考えてみよう。こうした

場合には、どちらの捉らえ方をするかによって、より深く理解するための概念体系 (すなわちモ

デル) は異なってくる。生物という視点からは進化というモデルを用いて理解を深めることがで
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きるし、分子という視点からは結晶というモデルを用いて理解を深めることができる。したがっ

て、両方の捉らえ方をしてよいということができる。 

 これと同様に、要求仕様の明確化のためにビジネス分野の業務システムの背景となる業務の実

態の分析や概要設計を行う際に見通しを良くするという視点で捉らえる場合と、その要求仕様に

基づく業務プログラムを再利用しやすい形態になるように実現 (インプリメント) するという視

点で捉らえる場合とでは、それぞれにふさわしいモデルがあってもよいと考えたのである。そし

て、前者の見通し良く分析や概要設計をするという視点からはエンティティをオブジェクトに対

応づける方がふさわしいし、後者の業務プログラムを再利用しやすいように実現 (インプリメン

ト) するという視点からは、データ項目をオブジェクトに対応づける方がふさわしいという考え

にたどり着いた。 

 

 なお、データ項目をオブジェクトに対応づけると、RRR ファミリーにおいて拡張しなければな

らないと想定した機能が、すなわちクラス内のプロシージャをさらにデータ項目に対応づけて細

分化する機能が、不要になると思われた。しかし、実際には、この機能の代わりにデータ項目と

エンティティを結び付ける機能が必要になった。要するに、エンティティを主体にするかデータ

項目を主体にするかという見方が変わっても、RRR ファミリーにおいては、この機能に関係する

何らかの拡張が必要なことには変わりなかった。必要な機能は、見方が変わっても必要だという

ことなのだ。 

 

2.3-u オブジェクト指向という考え方を意識して感じたこと 

 オブジェクト指向に関係する用語は、それ独特のものが多いので、それらをきちんと理解する

ことから始めて、オブジェクト指向なるものを意識しながら部品化アプリ再利用システムの検討

を行った。もしもこの検討をビジネス分野以外の分野を対象にして行っていたとすれば、すなわ

ちオブジェクト指向が活躍しやすい分野を対象にして行っていたとすれば、オブジェクト指向に

対してもっと違った印象を受けたかもしれない。しかし、実際にはビジネス分野を対象にして検

討を行ったのである。いずれにしても、この検討を通してオブジェクト指向に関する何らかの感

触を得ることができたのは確かである。この章を終わるにあたり、この経験を通して感じたこと

をまとめておく。 

 

 まず、オブジェクト指向そのものについて言うと、一般には、オブジェクト指向の枠組みに従

ったモデルを用いることが有効だと思う。たとえば、GUI に関する分野はオブジェクト指向の枠

組みにぴたりと合って効果を上げている典型である。ただし、この枠組みだけでは個別の分野の

事情に対処しきれないこともあり、その枠組みを各分野の事情に合わせていくための創造的な活

動も必要なのではなかろうか？ 特にビジネス分野に関しては、オブジェクト指向の枠組みではし

っくりしないところがあり、ビジネス分野の使い方に焦点を定めた拡張が必要だと感じた。 

 

 次に、オブジェクト指向プログラミング言語を始めとするオブジェクト指向開発支援ツールに

ついて言うと、ビジネス分野にとって都合のよい機能や性能のチューニングが十分に行われてい

ないように見受けられた。ビジネス分野では、オブジェクト指向のテクノロジーが使いやすくな

っていないから使われないし、使われないから使いやすくならないという悪循環に陥っているの

かもしれない。そうでなければ、オブジェクト指向の歴史は 30 年以上もあるのだから、ビジネ

ス分野においても、もっとオブジェクト指向のテクノロジーが使われていてもよいはずである。 

 別の見方からは、オブジェクト指向開発支援ツールにビジネス分野向けの機能的なチューニン

グを施していくと、汎用的なオブジェクト指向の枠組みが阻害されてしまうのかもしれない。つ

まり、RRR ファミリーの開発で行ったように、オブジェクト指向の機能を縮退させてしまうと、
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オブジェクト指向の特徴が薄れることになる。そして、第四世代言語 (4GL) などのビジネス分野

に特化した開発支援ツールに近いものに収斂 (しゅうれん) 進化していくような気もする。 

 また、ツールベンダの立場を考えてみると、ビジネス分野向けのオブジェクト指向開発支援ツ

ールなるものを販売するには、従来から存在するビジネス分野に特化した開発支援ツールとの競

争になることは明らかである。ところが、多くのオブジェクト指向開発支援ツールのベンダは、

そうなることを避けて、別の市場をターゲットにしているようにも見受けられた。 

 

 後に、商品の宣伝のためのオブジェクト指向という枕詞について言うと、オブジェクト指向

のテクノロジーを全然使わなくても実現できることを実現させて、それがあたかもオブジェクト

指向の手柄のようにまくしたてられることがあるので注意が必要である。オブジェクト指向のテ

クノロジーを使わない場合に比べて、どんなことがどれだけ良くなるのか、実際の開発プロジェ

クトを例に挙げて、ベンダと議論することが必要だと感じた。たとえば、クラスライブラリは通

常のライブラリと何が違うのかとか、オブジェクト指向データベースはマルチメディアデータベ

ースと何が違うのかとか、問いただして突き詰めて考えてみるのがよいだろう。そして、何より

も言葉の響きに影響されずにその実体を把握するように努めることが重要である。あるいは、オ

ブジェクト指向という枕詞は無視してかかるのも一法かもしれない。 

 

 ここまで、オブジェクト指向についてだいぶページを割いてしまった。これまで ｢遅ればせな

がらビジネス分野においてもオブジェクト指向の有効性が確認されて ... ｣ と繰り返しいろい

ろな宣伝がなされている。しかし、宣伝する側からではなく、ユーザ側からの、しかも手を染め

てしまったのだから賛同せざるを得ないという立場にない方々からの具体的な試みや評価の書き

ものが少ないように思う。そこで、部品化アプリ再利用システムの検討の過程で捉らえたことを

素直に書くことに価値があるだろうと考えて、かなり詳しくなってしまった。 

 うわさやうまい話やうわべのことだけでは、理解が深まらない。具体例を示してそれを基に議

論をすることが重要である。そこで、できるだけ具体的に何を行って何を感じたのかを種々の観

点から素直に書いたつもりである。もしも、思い違いや見逃した点があれば、メールなどを通し

てご指摘をお願いしたい。 
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第３章 ソフトウェアの開発支援ツール 
 

 この章では、まず第四世代言語 (4GL) や CASE ツール (ケースツール) などの一般のソフトウ

ェア開発支援ツールを概観した後に､‘ビジネスロジック部品技術’を活用した SSS ツールと一

般のツールとを比較してみる。 

 SSS ツール自体の開発は、世の中のツールの動向をあまり調査せずに行われた。しかし、今振

り返ってみると、一般のツールにあるような機能を作り込みながら、一部の機能を突出させてい

たことが分かった。つまり SSS ツールは他と比較できないほど特殊なものではなかった。 

 そこで、部品化アプリ再利用システムの検討の一環として、世の中のツールを調査し、他のツ

ールの方が進んでいる点は取り入れて、RRR ファミリーを世界で 高の部品化再利用システムに

することを目指した。なお、RRR ファミリーとは、SSS のリファイン版のことである。 

 

 この章を読む際には ｢第４章 ソフトウェア開発の生産性｣ を参照しながら読んでいただくよ

うにお願いする。この第３章と第４章はどちらを先に配置すべきか迷った結果、この順序になっ

ている。本来なら並行して読んでいただけるように書くべきだったかもしれない。 

 

3-a 上流工程支援ツールと下流工程支援ツール 

 ソフトウェアの開発を支援するツールは、どの開発工程を支援するのかによって上流工程支援

ツールと下流工程支援ツールの二つに分類できる。この他に、中流工程支援ツールを含めて三つ

に分類することもあれば、もっと細かく分類することもある。 

 開発作業を細分化することは、うまい開発手順を見つけるために有効な手段かもしれないが、

開発工程を細かくしすぎるのは問題である。開発工程を細分化しても、人間がそうした細分化さ

れた工程に従うことで作業が簡単になるとは限らないからである。｢４．１ ソフトウェア開発の

生産性とは｣ で述べるように、ソフトウェアの開発は、ハードウェア (物) をベルトコンベアで

製造するのとはわけが違う。ソフトウェアの開発の中の知的な作業は、切り刻んだからといって

簡単になるわけでもない。そもそも、ソフトウェアの開発の中の機械的に処理できる部分は、コ

ンピュータに行わせることができるのだから、わざわざ人間が行うには及ばない。したがって、

ソフトウェアの開発の中で人間が行うべき作業は知的なものだということになり、こういう部分

を細分化することは、ほとんど意味がない。 

 ただし、開発工程の分類を曖昧のままにしておくと、幻想を生む温床になることもあるので、

何らかの分類が必要である。本書では、単純に上流工程と下流工程の二つに分類して、それぞれ

を次のように明快に定義する。 

 ｢上流工程とは、人間がコンピュータ処理の対象とする現実世界 (とその周辺) を理解して、業

務システムのイメージを要求仕様として明確化する工程であり、下流工程とは、その要求仕様を

実現させる工程、すなわちその要求仕様に基づく業務システムを構築するためにソフトウェアを

作成する工程である｣ と、本書では定義する。そして、上流工程支援ツールおよび下流工程支援

ツールは、それぞれの工程の作業を支援するツールだと定義する。 

 この定義では、あくまでも人間が中心にいて仕事を進めていくことを前提にしている。もしも

人間の介在が一切不要なツール、すなわちすべての開発作業を自動化するツールがもしも存在す

るとすれば、それは、ここで定義した支援ツールよりもはるかに高いレベルにある別物だと考え

ることにする。 
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3-b 上流工程と下流工程をめぐる捉らえ方 

 上流工程と下流工程 (注５) の関係をどう捉らえるかに関して、次の二つの提案がなされてき

た。 

 その一つは、ウォータフォールモデル (滝モデル) である。これは、滝を落ちた水のように、

上流から下流へと工程をおって進んでいき逆戻りすることはない、という捉らえ方である。現実

の開発には下流から上流への逆戻りがあることが普通だが、それが無視できるほど少なければ、

こう捉らえてよいだろう。 

 このような開発の捉らえ方から一歩踏み出して、ウォータフォールモデルに基づく開発を理想

として、手戻りを発生させるべきでないという考え方もある。これを理想に掲げるのは、主に大

勢の開発者による大規模開発を行う場合である。仕様変更に対処するための作業量は、開発者の

数の二乗に比例して増えるといわれるので、大勢の人間による開発では、特に仕様変更を出さな

いように気を使うものである。そこでは、手戻りを撲滅することを追求することになり、上流工

程の作業を完璧にすることが重要課題だという考えに傾く。この結果、上流工程支援ツールが注

目される。なお、上流工程支援ツールについては ｢３．１ 上流工程支援ツール｣ で詳しく説明す

る。 

 

─────────────────────────────────────────── 

注５： 上流工程および下流工程という言葉は広く使われているので、本書ではこれらの用語を用

いた。しかし、これらの用語は、ウォータフォールモデルに毒されているし、上流階級をイメー

ジさせ実作業を軽んじるニュアンスを含んでいる。こうしたニュアンスに影響されないようにす

るには、要求仕様の明確化工程とその実現 (インプリメント) 工程というような用語を用いるべ

きかもしれない。 

─────────────────────────────────────────── 

 

 上流工程と下流工程の捉らえ方のもう一つは、スパイラルモデルである。これは、上流工程と

下流工程をぐるぐる回りながら螺旋階段を下降するように、開発が進んで行くという捉らえ方で

ある。見直して反省することが進歩につながるという考え方なのであるが、実際の開発にはミス

による手戻りとしか捉らえようがない無駄もあるものである。 

 意外に思われるかもしれないが、このスパイラルモデルに基づく開発を理想だとする考え方も

ある。これに対して、｢手戻りを理想にするとは何事ぞ｣ と、ウォータフォールモデルを理想にし

ている人々からの反発があることだろう。手戻りを容認するのは仕方ないとしても、それを理想

に掲げるのは誤りだというのである。しかし、スパイラルモデルをかつぐ理由には、人間の特性

に合わせることを理想とする人間工学的な発想があってのこと。このような考え方も十分に成り

立ち得る。そもそも、人間が立派な作品を作るとき、そこには作っては見直すという繰り返しが

あるものだ。したがって、ソフトウェアの開発においても見直しがあってこそ、立派な作品を開

発できることになると言えよう。 

 スパイラルモデルを理想とする開発では、上流工程において、ある程度イメージがまとまった

ら下流工程に移り、取り敢えずプロトタイプシステムを作る。この際には、プロトタイピング支

援ツール (後述) が大きな役割を果たす。なお、こういった開発方法は、ラピッドプロトタイピ

ングまたはラピッドプロトタイピング方式による開発と呼ばれている。 

 初に作ったプロトタイプシステムの扱い方には、作り捨てにする場合と作った後に改版を繰

り返すことで本番システムにもっていく場合の二つがある。後者の場合の開発の様子を以下に描

写してみよう。 

 初版のプロトタイプシステムがある段階まで作成できたら、それを携えて上流工程に戻る。今

度は 初の場合と異なり、プロトタイプシステムがある程度できているので、それを活用して現
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実世界との不整合を見つけ、要求仕様をリファインできる。頭の中だけで考えるよりも目に見え

るシステムが存在した方が要求仕様を明確にしやすいものである。こうして要求仕様が今より明

確になったら、また下流工程に移り、 新の要求仕様に基づいてプロトタイプシステムに修正を

加える。 

 このように上流工程と下流工程を行きつ戻りつすることによって、システムを改版していき、

たとえば第 100 版ぐらいになると実運用に供する業務システムが完成することになる。 

 このような表現だと、あたかも上流工程と下流工程がだいぶ離れているという印象を与えるが、

画家が一筆入れては見直すような短いサイクルでこれらの工程を繰り返す場合もあるので、上流

工程と下流工程の作業が渾然一体としているようにみえることもある。そういう状況を思い浮か

べていただければ、第 100 版という数も言い過ぎではなく極めて控えめな値であることをご理解

いただけるだろう。 

 
 

トピック 4： エンドユーザ開発とスパイラルモデル 

 エンドユーザ開発とは、開発の専門家 (特注業務プログラム開発業者や企業の情報部門の人) 

ではなく、業務システムの利用者であるエンドユーザ (実際の業務に携わっている人) が開発作

業を行うことをいう。エンドユーザは、コンピュータ処理の対象となる現実世界とその周辺を既

によく理解していることが普通なので、エンドユーザが開発すれば上流工程の大部分を省くこと

ができる。したがって、エンドユーザ開発は、ウォータフォールモデル的な開発になってよさそ

うだ。ところが、むしろスパイラルモデル的な開発になることが普通だ。なぜなら、業務システ

ムがまだ何もない段階でそのイメージを固めることはエンドユーザにとって非常に難しいためで

ある。一般に、業務システムができ上がってくると、いろいろと注文が沸き出してくるものであ

る。 

 

 あるエンドユーザ開発を経験された方から伺った話では、業務システムが一応完成した後、使

い込んでいく中で、真にコンピュータを活用した効果が実感できたとのこと。それは、顧客から

電話で注文を受ける際の支援をするシステムであり、以下のような支援をすることによって、顧

客の印象をよくして売上を大いに伸ばすことができたとのことである。 

 その業務システムは、｢前回のアレは良かったから、この前の倍の数だけもってきてくれ。｣ と

いうような ｢アレ｣ とか ｢コレ｣ とかという注文に即座に ｢ハイ、xx を nn 個ですね。｣ と応答

できるように支援したり、｢ところで、yy の評判はいかがですか？ 御社の在庫もそろそろなくな

るのではないだろうか？ ご注文をいただけませんか？｣ などと顧客との会話をはずませたりす

るための支援をするものである。この業務システムに機能的なチューニングを施して、誰が顧客

からの電話を受けても常に全員がその顧客のことばかり考えていると思わせるようにできたとの

ことである。 

 こうするまでには、電話を受けて業務システムを操作するエンドユーザ側の意識の持ち方や使

い込みも重要であるが、業務システム側も改版につぐ改版が必要だったとのことである。電話を

受ける要員と業務システムとを一体化させるためには、スパイラルモデル的な開発方法を採用す

ることが必須だといえそうである。 
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３．１ 上流工程支援ツール 

 

 この節では、上流工程支援ツール、すなわち人間がコンピュータ処理の対象とする現実世界 (と

その周辺) を理解して、業務システムのイメージを要求仕様として明確化する工程を支援するツ

ールを詳しく調べてみる。 

 

 ここで、上流工程がなぜ重要だとみなされるのかをもう一度振り返ってみよう。 

 業務システムの開発を終える直前のデモンストレーションで、顧客の求めていたものとの隔た

りが発覚して、修正しなければならない事態になった場合を考えていただきたい。少量の修正で

済むのなら不幸中の幸いだと、余裕をもって受け止めることもできる。しかし、 悪の場合には

業務プログラムの大幅な作り直しになり、納期に間に合わなくなるかもしれない。このような経

験をすると、ウォータフォールモデルを理想に掲げる人々は、上流工程で完璧に業務システムの

イメージ固めをすることが益々重要であると考えるようになるものだ。これとは対照的に、スパ

イラルモデル的な開発を推奨する人々は、開発の初期段階では完璧に業務システムのイメージ固

めをすることは無理なのだから、早期に見直しを繰り返すことが必要だと主張することだろう。 

 

 考え方はいろいろだが、上流工程の重要性の話に戻って、これを特注業務プログラム開発業者

の立場にたって考えてみよう。特注業務プログラムの開発を請け負う場合は、業務システムのイ

メージをしっかりと固めておかないと、大変な目にあう。見積もり後に次から次へと出される要

求までも当初の請負いの範囲だと顧客に言われて、当初見積もった作業量を超えるオーバワーク

が必要になり、採算割れになるというおそれがあるからだ。だから、要求仕様の明確化は、採算

が取れるようにするためにも重要なのである。 

 ところが、業務システムのイメージ固めを完璧にすることは、経験を積んだスキルの高い人に

とっても、なかなか難しい作業である。したがって、これをソフトウェアのツールが代行するな

どということは到底不可能に近い。次のような状況を想像していただければ、それがよく分かる

ことだろう。 

 そもそも顧客の要求そのものが必ずしも明快とは限らない上に、開発途中で気が変わって変更

されることもしばしばある。また、顧客（企業）の各部門ごとに (価値観に相違があり) 要求が

異なっていたりして、要求仕様の取りまとめは一筋縄ではいかない。したがって、コンピュータ

の前に座っているよりも、エンドユーザとの話し合いの方がずっと重要だといわれている。そし

て、本当に役に立つ業務プログラムを開発するには、通常では聞き出せない本音の仕組み (イン

フォーマルシステム) を知ることの方が重要だともいわれている。そのためには、インタビュー

をするぐらいでは得られる情報に限界があるので、仕事の内容を覚える気になって OJT (on the 

job training) を受けるべきだとの意見もあるほどである。要求仕様をまとめ上げる作業は、コ

ンピュータサイエンスよりもむしろ社会科学の色彩が濃い。 

 

 この種の一筋縄ではいかない作業をツールで支援することは、果たして可能だろうか？ 真っ向

から取り組むことには無理があり、この種の作業をツールが代行することなどは考えられない。

しかし、上流工程の作業の一部を何らかの形で支援するのであれば可能である。実際に、次のよ

うな支援がツールによって行われている。 

 ・ 業務システムのイメージをまとめた要求仕様書を記述する作業の支援 (ワープロ)  

 ・ 各種のダイアグラムを記述する作業の支援 (上流工程 CASE ツール) 

 ・ インタビュー支援 (同種の業務システム開発のノウハウに基づく質問票) 

 ・ 疑似体験支援 (画面や帳票のプロトタイピング支援ツール)  
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 この他にも、コミュニケーションの手段としての電子メールやグループウェアなどがあり、少

なくともこれらには間接的な支援効果がある。しかし、これらにまで言及すると話が発散してし

まいそうなので、本書では省略する。そして、上に挙げた各々のツールによる支援について見て

いくことにする。 

 

3.1-c 記述という作業の支援 

 人間がコンピュータ処理の対象となる現実世界を理解したり、業務システムのイメージをまと

めたりする工程の一部には、文章や図表を記述する作業がある。ものを書くことは、記録を残す

ために必要であるし、冷静に考えをまとめるためにも有効である。記述した文章や図表は、正式

なアウトプットとして残すものもあれば、作業の過程で一時的に書いてみるだけのものもあるだ

ろう。いずれにしても、上流工程の何割かは、こういった記述作業である。 

 

 文章を記述するときにワープロを用いることは、文の追加・変更・削除などの修正作業が簡単

になるので、大きな支援になる。また、ダイアグラム (設計図の一種) を記述するときに CASE ツ

ールのダイアグラムエディタを用いることは、うんざりするようなダイアグラムの書き直し作業

の負荷を軽減するので、大きな支援になる。 

 

 支援ツールには、このようなツールのもつ明確な機能による直接的な効能だけでなく、作業を

楽しくすることで得られる協調的効果もある。悪筆の手書きの文章にたくさんの赤 (修正) が入

ったものは読むに耐えないが、ワープロの綺麗なアウトプットであれば、推敲も楽しくなるし、

不揃いのところを見つけると形式を統一しようという意欲もわくものである。たとえば、本書は

ワープロなしには完成しなかったと確信をもって言うことができる。悪筆で文章の下手な人間に

とって、自分の文章を読み直すのは気の重い仕事であるが、ワープロにはそれを楽しい仕事に変

える魔力がある。 

 このように協調的効果は確実にあるのであるが、それをどの程度だと評価するのかは、意見の

分かれるところである。この後で話題にする上流工程 CASE ツールに関する評価のような行き過

ぎもあるので、冷静さが肝要である。 

 なお、ここでは上流工程における記述作業の支援について述べたが、下流工程においても同様

の記述支援があり得ることは、言うまでもない。 

 

3.1-d 上流工程 CASE ツール 

 CASE とは computer aided software engineering の略語であり、CASE ツールとはソフトウェ

ア開発を支援するツールの一般名称である。したがって、広義の CASE ツールには第四世代言語 

(4GL) も含まれる。ただし、4GL という言葉が何となくビジネス分野に土着した印象を与えるの

とは対照的に、CASE という言葉には学問的な裏付けの香りがただよっている。こういう言葉のニ

ュアンスの差から 4GL は CASE に含まれないと思っている人も多いようである。 

 

 ブームが起こると言葉に色が付いてしまうもので、何の修飾語もなしに CASE ツールと言った

場合は、1980 年代の後半にツールビジネスとして欧米で成功をおさめた upper CASE ツール、す

なわち開発の上流工程を支援する上流工程 CASE ツールを意味することが普通である。ここでは、

その上流工程 CASE ツールに的を絞って、その総括的な評価をしてみる。 

 CASE ツールの目標は、ソフトウェア開発の上流工程の自動化であり、プログラミングの自動化

である。こういう理想を掲げて、開発の上流工程を支援し始めた上流工程 CASE ツールは、一躍

ブームを巻き起こした。ところが、そのブームは 5 年ともたなかった。なぜなら、上流工程 CASE 
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ツールはその理想とは程遠いところにあり、理想と現実とのギャップが大き過ぎたからである。

このような否定的な評価を、もしもブームの 中に述べたとしたら、ブームの勢いに押し流され

て無視されたことだろう。しかし、既にブームは去り、いわば古戦場に立ち戻って歴史的な評価

を下すのだから、何をいっても銃弾が飛んでくることはなさそうである。以下の話を冷静に聞い

てもらえそうである。 

 

 まずは、実際の上流工程 CASE ツールとはどんなものかを見てみよう。 

 米国では、1970 年代からソフトウェア工学者たちが構造化分析法などに基づくそれぞれの流儀

のダイアグラムを提案していた。これは、データ・フロー・ダイアグラム (DFD) とかエンティテ

ィ・リレーションシップ・ダイアグラム (ERD) とかを基本とするもので、業務処理の構造を分析

するのに有効であった。 

 ところがダイアグラムを書いてみると、完成させるまでに何回もの書き直しが必要になる。き

れいに書き上げて完成したと喜んだのも束の間、考え落ちに気づいて全面的に書き直さなければ

ならないという悲劇がしばしば発生する。これを鉛筆と消しゴムで行うのは面倒であるし、綺麗

に仕上がらない。また、何といってもスマートではない。 

 上流工程 CASE ツールは、このダイアグラムを記述する作業および書き直し作業を一新した。

パソコンのディスプレイ上にグラフィカルなダイアグラムをマウスによるスマートな操作で書け

るように (書き直せるように) 変えたのである。上流工程 CASE ツールとは、ダイアグラム用の

ワープロというか、ダイアグラム記述のための CAD (computer aided design) システムというべ

きか、そういう種類のツールである。いや、これだけでは少し狭い見方かもしれない。ダイアグ

ラムの中味の整合性のチェックの一部を自動的に行うものもあった。ただし、そのチェックレベ

ルは知的なものではなく、目次と本文の対応関係の有無をチェックする程度のワープロにもある

ような機能であった。 

 

 上流工程 CASE ツールは、確かに記述作業を支援する効果がある。しかし、要求仕様を明確化

する作業をどのくらい支援するのかという観点から評価すると、わずかであるとしか言いようが

ない。なお、この支援の程度を評価する方法については、｢付録３．積み上げ方式で生産性の向上

率を求める例｣ に例示してあるのでご参照いただきたい。そもそも、この種のダイアグラムは、

仕様の十分性を判定する側のエンドユーザにとって決して分かりやすいものではない。ただし、

欧米では、要求分析を専門に行うアナリストという職種があり、そういう人々は、構造化分析法

などに基づきダイアグラムを書いていた。このダイアグラムは、専門家が業務処理の実態を分析

するときに有効なものなのである。したがって、この種のツールの需要がないわけではない。で

も、それだけではブームになるとは考えにくいのである。 

 

 ブームの背景や要因を探ると、業務プログラム開発の生産性向上への潜在的な強いニーズ、グ

ラフィカルな表現を駆使したツールの見栄えの良さ、CASE という先端テクノロジーの響きのよい

言葉、ツールベンダの巧みな宣伝、コンピュータジャーナリストやコンサルタント業者の同調的

な関わりなどを挙げることができる。 

 コンピュータジャーナリストなどが見栄えの良さに引かれて CASE ツールを話題にすると、企

業の情報部門の関係者はそれについてある程度の知識を得ることが必要になる。企業のトップか

ら ｢他社は CASE ツールを導入して効果を上げているようだか、当社は何をしているのか？｣ と

問いただされるからである。そこで CASE ツールを買って調べることになる。しかし、上流工程 

CASE ツールなるものは、簡単には理解しにくいものである。したがって、コンサルタント業者の

活躍の場を提供することになる。こうして、いろいろな人々が関わりをもつ市場が形成されてい

った。 
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 また、次のようなことも言える。各企業の中で CASE ツールを調査するのは、開発の実務担当

者ではなく長期ビジョンの策定にあたる計画部門の要員であることが普通である。こういう人々

は、CASE ツールが理想を追及しているということを好意的に受け入れる傾向にある。それはそれ

で構わないのであるが、その後で現実を無視して過度な期待をふくらませることもあり、その期

待が一人歩きをすることもあった。 

 一度、大げさに取り扱ってしまうと、その後で ｢実はこの程度のものですよ｣ とは言いにくい

雰囲気が作られるし、そのビジネスに大勢の人々が参加してくると、おいそれと後に引けなくな

るものだ。前進するしかなくなり、上流工程 CASE ツールはブームにまでなったのである。 

 やがて、期待したようなものではないことが多くの人々に分かってきて、｢上流工程 CASE ツー

ルは software でも hardware でもなく shelfware (棚に飾っておくもの) である｣ という冗談

を言い合うようになった。そして、1980 年代の終わりごろになって、欧米では上流工程 CASE ツ

ールのブームは下火になった。 

 

 上流工程 CASE ツールは、ソフトウェア開発の自動化やプログラミングの自動化という理想と

は大きな隔たりのある、要求分析のプロ向けのダイアグラムの記述支援ツールだったのである。

しかも、それを使えば誰もがその道のエキスパートになれるという代物ではなく、構造化分析法

などの訓練を積んだ人だけが使いこなせるものであった。さらに言えば、上流工程の中でこの種

のツールが支援するのは一部の作業だけなのだから、大袈裟な言い方は慎むべきだったのである。

もっとも、こういうどさくさに紛れて、一儲けしようと企むのなら話は別であるが、... 。 

 

 以上が上流工程 CASE ツールブームのてん末である。この後に、統合 CASE ツールを引き下げ

てブームを起こそうとする動きがあったが、あまり成功していない。なぜなら、すべての開発作

業を本当の意味で自動化するツールなどはまだ存在しないことを、大勢の人々が理解してきたか

らだと思う。そんなツールは、100 年先ならいざ知らず、当分の間は出現することはないので気

にする必要もないのであるが、そんな幻想は確かに存在していたのである。まだコンピュータが

神の座にある名残かもしれないし、ツールベンダの宣伝が巧みすぎたので、そのような幻想をい

だかせてしまったのかもしれない。 

 
 

トピック 5： 大げさなツールの宣伝 

 一時期、明らかに行き過ぎと思われる数値を挙げて、｢ツールを使うことで生産性が n 倍にな

った｣ という宣伝がなされていた。こういう倍率を追求してみると、条件のよい特定の事例だけ

を取りあげたいわゆる瞬間風速であり、統計的に意味をもつ値ではないことがほとんどであった。

しかも、次のようなご都合主義の比較だといわざるを得ないものもあった。たとえば、同種の業

務プログラムの開発経験をもつ人が開発したので生産性が上がった事例だとか、特別にスキルの

ある人が開発したので生産性が上がった事例などとかと、通常の開発 (こちらは低く見積もりが

ち) との比較であったりする。生産性の倍率を簡単に測定する方法がないために、確かめられな

いのをよいことに言いたい放題であった。しかし、行き過ぎはすぐに分かるもので、大袈裟な倍

率は単なる宣伝文句だとみなされるようになった。生産性の倍率の測定方法について納得のいく

説明がないものは、客観的な評価ではなく、宣伝文句だとみなすのがもはや常識になってしまっ

た。 

 なお、生産性の倍率をできるだけ客観的に測定する方法については ｢４．２ ソフトウェア開発

の生産性の計り方いろいろ｣ をご参照いただきたい。また、｢４．３ ソフトウェア開発の生産性

は向上しているか｣ の ｢トピック 8： ツールでどれだけ生産性が向上するか｣ も合わせてご参照

いただくとよいだろう。 
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3.1-e インタビュー支援 

 業務システムを開発する際に、顧客から注文されたり気づいたりしたことを基にしてアンケー

ト形式にまとめ上げた資料を、ここでは質問票と呼ぶことにする。質問票は、業務システム構築

のノウハウ集の一つだとも言えるが、顧客へのインタビューをする際のツールだとみなすことも

できる。 

 もしも以前に別の顧客から注文されたことがあれば、それは誰もが望むことかもしれない。し

たがって、それらを参考にして作成した質問票に基づいて ｢一般には (つまり別のお客様ではと

いう意味)、... という選択肢があるので、この点に関して、こちら様ではどのようにいたします

か？｣ と顧客にインタビューするのは、なかなか有効である。顧客がまだ気づいていなかった点

にも気が回るようになるからである。そして、このような質問によって、後になってから顧客に

言われそうな要求を事前に把握できる。 

 

 ところで、｢１．１ 特注業務プログラムと業務パッケージの違い｣ で述べた業務パッケージの

パラメタカスタマイズにおいては、顧客にインタビューをして、その回答に基づいてパラメタの

設定するのが普通である。このパラメタは、その業務パッケージにある性格づけを施して顧客が

望む業務システムにするための情報なのだから、業務システムのイメージを固めるための質問票

のようなものだといえる。これを逆方向から見ると、業務パッケージにおけるカスタマイズのパ

ラメタに相当するのが、特注業務プログラムにおいては質問票だということができる。 

 業務パッケージにおいては、新たなカスタマイズのパラメタを設けようとすると作り込み作業

が伴うので、おいそれとパラメタを増やすことはできない。また、カスタマイズを避けようとす

る販売政策もあるだろうから、厳選したものだけをパラメタにすることだろう。 

 これ対して、特注業務プログラムの質問票は、要求仕様をもれなく把握することを目指すもの

である。業務パッケージのカスタマイズ用パラメタの数よりもずっと多くの質問が含まれていて

しかるべきであるし、この質問に答えてもらうことだけで業務パッケージよりもずっと顧客にぴ

ったりとした業務システムのイメージがまとまるはずである。 

 後述するようにビジネス分野は“創適応の必要性”(第５章で詳説してあるが、とりあえずは ｢本

書を理解するためのキーワード｣ の説明をご参照いただきたい) が高いので、これらの決まりき

った質問で分かること以外にも、顧客からのいろいろな注文があって、それらを満たすことが必

要になることだろう。しかし、顧客の要求への第一次近似のための作業として、まずは質問票の

答によって業務システムのイメージ固めをするのが合理的な手順だと思う。そして、この後で第

二次近似、第三次近似、... の作業をする中で顧客の要求にぴたりと合わせていくのが効率的だ

と思われる。 

 

3.1-f 疑似体験に支援されての要求仕様の明確化 

 業務プログラムとそのエンドユーザとの接点は、次の二つがほぼすべてである。これ以外の繋

がりはほとんどない。 

 ・ ディスプレイ画面の表示情報や出力帳票を見ること 

 ・ 表示情報を見ながらデータの入力操作をすること 

 

 業務プログラムの開発の初期の段階で、エンドユーザに画面のスタイルや帳票のスタイルを示

して (できればデータ入力の操作法までも) 疑似体験してもらうことはなかなか有効である。文

字で書かれるだけでは曖昧のままになりがちな要求仕様を現物に近い業務システムを目の前に置

いて確認してもらえるからである。この疑似体験は、コンピュータシステムに不慣れな人々にも

分かりやすい確認手段であり、上流工程 CASE ツールの説明の中に登場したダイアグラムよりも
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ずっと分かりやすい (ダイアグラムには別の意義があるのでこのような比較は酷であるが)。たと

えを挙げると、レストランで料理を注文するときに、文字で書かれたメニューよりも料理のレプ

リカや写真の方が、そのイメージを間違いなく伝えることができるのと同様である。 

 エンドユーザは完成したかのような業務システムを早めに疑似体験できるので、いろいろな点

に気が付いて多くの注文が出てくるかもしれないが、そういった注文に早めに手を打てる。した

がって、後工程での仕様変更の発生を少なくできる。 

 この疑似体験のためには、それを見たり操作したりできるプロトタイプシステムを作成するこ

とが必要である。このために、画面のスタイルや帳票のスタイルなどのデザインを支援するプロ

トタイピング支援ツールが使われる。 

 疑似体験をするタイミングとして、プロトタイプシステムをどの程度それらしく動くようにし

てからエンドユーザに見てもらうのか、ということが問題になる。紙芝居のように動かない画面

よりも、コンピュータゲームのように打てば響く画面の方がよいに決まっている。しかし、そう

するにはプロトタイプシステムの作成に時間がかかるので、疑似体験の開始時期が遅れることに

なってしまう。そこで、プロトタイプシステムの作成を適当なところで切り上げて、疑似体験を

してもらうのが普通である。 

 

 ところで、もしも開発予定の業務システムに近いものが既に開発済みであったとしたら、その

システムをエンドユーザに疑似体験 (体験) してもらうことは、間違いなく要求仕様の確認に有

効である。張りぼてのプロトタイプシステムよりも実システムの方がよほど実感がわく。部品化

再利用を推進すると、このようなことが現実に可能になるのである。ただし、既に動作している

業務システムが存在することをエンドユーザに示すことになるので、業務プログラム開発業者は

新規開発にかかる分だけの開発費を請求しづらくなると文句を言い出すかもしれない。確かにそ

のとおりであり、無駄な新規開発が不要になるのである。しかも、変に新規に開発するよりも、

再利用開発の方がお客様の納得のいくシステムになる可能性が高い。開発を行わせて開発費を払

い、開発して開発費を得るという構造を変えて、再利用を主体とする方向にしていけば、以前よ

りも疑似体験を活用することになり、お客様の満足度を向上させることができるに違いない。 

 

3.1-g 上流工程と下流工程の間をついたマジック 

 プロトタイピング支援ツールには、上流工程支援ツールだとされているものと、下流工程支援

ツールだとされているものがあるが、その内容には本質的な違いはない。ただし、どちらなのか

を曖昧にしておくと、ツールベンダの巧みな説明によって、錯覚に陥るので注意が必要である。

すなわち、上流工程を終えると下流工程で開発すべきソフトウェア資産 (画面や帳票やプログラ

ム) がツールによって自動生成されると誤解してしまうことがある。 

 もしもツールベンダに悪意があれば、詐欺だと言えるが、ひょっとするとツールベンダ自身も

錯覚に陥っているのかもしれない。 

 

 錯覚しやすいツールベンダの説明とは、以下のようなものである。なお、錯覚に陥らないよう

に、括弧の中に正しい認識を書いておくが、 初は括弧の部分を飛ばして読むのも一興である。 

 

 ウォータフォールモデルに基づく開発の中で、疑似体験によって要求仕様を明確化するのは

上流工程の作業なのだから、疑似体験に必要な確認用のプロトタイプシステムを作るのも上流

工程の作業である。 

 (理想形としてのウォータフォールモデルと実際の開発とを混同してはならない。実際の開

発では、上流工程と下流工程を行きつ戻りつするのが普通である。プロトタイプシステムの作

成は、下流工程の作業を前倒しにして実施しているのだから、下流工程の作業だとみるべき。) 



 65

 

 ウォータフォールモデルに基づく開発の中で、上流工程から下流工程に移るのは疑似体験に

よって要求仕様を明確化した後である。 

 (疑似体験に必要な確認用のプロトタイプシステムを作成するときに、一時的に何回も下流

工程に移っているのだから、疑似体験によって要求仕様を明確化した後に、初めて下流工程に

移るということではない。) 

 

 上流工程で行ったプロトタイプシステム作成の成果から、下流工程で開発すべき画面や帳票

やプログラムの一部を自動生成できる。 

 (プロトタイプシステムとして作成した画面や帳票やプログラムをその後の作業に都合がよ

いように変換することは、自動生成と呼ぶべきではない。ソフトウェア資産の変換と呼ぶべき

である。しかも、プロトタイプシステムとして作成された成果は、上流工程ではなく下流工程

で開発されたものである。) 

 

 画面や帳票やプログラムの一部が自動生成されるというような錯覚に陥らないために、再確認

の意味で、本書の定義に従った正しい見方を記しておく。 

 プロトタイピング支援ツールは、下流工程支援ツールとみるべきである。なぜなら、これはプ

ロトタイプシステムを作成し始めるとき、すなわち前述の定義に従うと下流工程とみなされる工

程区分から使用するものであり、広い意味では業務システムの作成のための支援ツールに他なら

ないからである。プロトタイプシステムは、作り捨てにする場合と、作った後に改版を繰り返す

ことで本番システムにもっていく場合がある。いずれにしてもプロトタイプシステムを作成する

ということは、業務システムの作成が始まっていることに他ならないので、下流工程の作業だと

みるのが妥当なのである。 

 ところが、疑似体験に支援されて要求仕様を明確化する作業は、正真正銘の上流工程の作業で

ある。このような言い方は、下流工程と上流工程が入り交じっているかのような印象を与えるが、

疑似体験に支援されて要求仕様を明確化する作業は、下流工程の後に上流工程に戻って行われて

いるのだと考えていただきたい。つまり、スパイラルモデルに照らして、プロトタイプシステム

を作った後に、そのシステムを携えて上流工程に戻り、そのシステムを活用して現実世界との不

整合を見つけたり、業務システムへの要求仕様をリファインしたりしているということなのだ。 

 こう考えれば錯覚に陥らないと思う。これまでは、錯覚に陥って画面や帳票やプログラムの一

部が自動生成される、とありがたがっていた人々も見受けられるので注意が必要である。もしも

開発の中間成果物に対して何らかの変換処理が必要であれば、ツールによって変換するのだと説

明すべきである｡“変換”だと言わずに、錯覚を生じさせがちな“自動生成”のような言い方がな

されることがあるので、注意が必要なのである。 

 ここで中間成果物の変換処理だという冷静な見方をしてみると、そのような変換処理は本当に

必要なのかという疑問がわき、たとえ必要だとしても 小限にしたいと思うはずである。たとえ

ば、下流工程支援ツールだとして販売されるプロトタイピング支援ツールを疑似体験のために用

いれば、変換処理が不要なことが普通である。 

 なお、これと同様に錯覚を起こしやすい言い方なのだが、疑似コード (シュードコード) から

プログラムコードに変換することが自動生成だと強硬に言われることがある。言葉の魔力に惑わ

されないように気をつけ、変な誤解や錯覚をしないように注意が必要である。 

 

 そもそも上流工程と下流工程の間には大きなギャップが存在する。そして、上流工程の情報か

ら下流工程のソフトウェア資産を本当の意味で自動生成するようなツールはまだ存在しない。し

かし、そのようなツールへの期待から、幻想が生まれている。くれぐれも注意が必要である。 
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 手の込んだマジックのためだというのは邪推かもしれないが、開発工程を細かく分類する仕掛

けもある。本書では、分かりやすく上流工程支援と下流工程支援の二つに分類したが、工程１、

工程２、工程３、... のように数多くの工程区分を設けるのである。そして、ツールを使うこと

で、工程１の成果物から工程２に必要なものを生成し、工程２の成果物から工程３に必要なもの

を生成し、... と生成のシークエンスを強調することによって、強力なツールであることを示そ

うとする宣伝が行なわれたこともあった。 

 既に賢明な読者の方々はお分かりのように、その宣伝は上流工程支援と下流工程支援の二つに

からむマジックを数多くの工程に応用しただけのことである。そして、そういった宣伝は、トラ

ンプの手品の一つ、カードの数当てシークエンス (注６) を連想させる。ソフトウェアの開発は、

ベルトコンベアのようには進まないので、工程を切り刻んだからといって簡単になるわけではな

い。人間が思い付いたり思い浮かんだりする単位よりも小さくしても意味があるとは思えない。

こういう疑問をもって、ツールベンダがなぜそういう工程区分にするのかを考えてみると、彼ら

にとっての都合がよいからではないかと思えてくる。いわばゲリーマンダ (Gerrymander) の山椒

魚の形に似た選挙区区割のようなもので、当選するのに都合がよいからだというように思われる

のである。 

 実際のソフトウェアの開発は、一人の開発者の頭の中でさえもいろいろな開発作業が並行して

進む。ましてや、複数の開発者がいればもっと複雑な様相を呈するものである。そうした中で、

開発工程ではなく開発作業を分類してうまい開発手順を見つけて、それを活用することは意味が

あるし理解できることである。しかし、無理やり特定の開発工程シークエンスに合わせようとし

ても、うまくいかない。少なくとも新たな創造を伴うような実際の開発 (注７) においてはそれ

に合うように進むとは限らないのである。したがって、そういった開発工程シークエンスは単な

る目標か形だけのものになるのが普通である。 

 

─────────────────────────────────────────── 

注６： 数字が見える方の１枚目のカードを裏返しにして、トランプの束の反対側に乗せて、束の

両側のカードの数字が見えるように準備しておき、｢次々とカードの数を当てる｣ と宣言する。

初に、１枚目のカードをお客様に向けてかざして見せながら、その反対側の (お客様には見えな

い) カードの数を記憶する。次に、トランプの束を体の後ろにもっていって、今記憶にとどめた

カードを 初にしたように移動してお客様に見せるカードにする (先にお客様に見せたカードの

上に乗せる)。この後、トランプの束を体の前に戻して、お客様にかざして見せると同時に、その

数を言い当てる。こういった動作を繰り返すことで、次々とカードの数を言い当てていくことが

できる。 

 

注７：‘ビジネスロジック部品技術’を用いた業務プログラムのカスタマイズ作業は、作業方法が

分かりやすい分だけ、工程が立てやすいし、その作業量も見積もりやすい。二番煎じの創造を排

除している効果だといえる。しかし、二番煎じの創造とはいえども、ある種の創造を伴うことの

多い従来の開発では、そうは工程どおりに進まないものである。 

─────────────────────────────────────────── 
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３．２ 下流工程支援ツール 

 

 この節では、部品化アプリ再利用システムの検討の一環として行った下流工程支援ツール (上

流工程で明確化された要求仕様に基づいて業務システム構築のためのソフトウェア作成を支援す

るツール) の調査によって、この種のツール類をどのように捉らえるようになったのかを報告す

る。 

 

3.2-h 下流工程支援ツールの動向 

 古い話になるが、アセンブラやコンパイラによる生産性の向上は、目覚ましいばかりであった。

インターラクティブ (会話的) なコンピュータ利用も大変に効果的であった。紙テープやカード

を使っていた時代から、ラインエディタを用いるようになり、やがてフルスクリーンエディタが

普及した時代へという流れも生産性の向上に大いに寄与した。そして、この流れの延長線上に、

画面や帳票のレイアウトを書くための専用エディタや文章を記述するためのワープロなどが続い

てきた。これらは、コンピュータの歴史が始まってからしばらくの間は、下流工程支援ツールと

して、生産性を向上させることに大いに寄与した。 

 

 下流工程支援ツールの主なものを以下に挙げてみる。 

 ・ プログラミング言語から機械語への変換支援 (アセンブラやコンパイラ) 

 ・ 設計文書作成支援 (ワープロ) 

 ・ 画面や帳票のレイアウト設計支援 (専用エディタ) 

 ・ 画面や帳票のレイアウトを中心にしたプロトタイプシステムの開発支援 

 ・ ファイルやデータベースの設計支援 (専用エディタ) 

 ・ プログラム記述行数の削減支援 (第四世代言語) 

 ・ プログラムの見やすさの向上 (チャート図エディタ) 

 ・ 部品化再利用の支援 (オブジェクト指向、嵌め込みシステム) 

 ・ インタープリティブな即実行とデバッグ (インタープリタ) 

 ・ デバッグ／テスト作業の支援 (デバッガ) 

 ・ 開発資産の管理支援 

 

 なお、ツールとはいえないが、部品として位置づけられる次のようなソフトウェア資産も生産

性の向上には重要である。 

 ・ 様々な機能ルーチンの品揃え (汎用サブルーチンライブラリ)  

 

 上のツールのリストには設計支援と書かれているところがあるが、下流工程支援ツールのほと

んどは、設計らしい作業ではなく、設計作業の中の機械的に処理できる部分を人間に代わって遂

行することが中心である。たとえば、アセンブラは、面倒なアドレス計算や、機械命令の名前か

ら命令コードへの変換を人間に代わって遂行してくれる。こういった計算や変換の作業は、決し

て設計の根幹に関わる部分ではないが、普通の人には過酷で面倒な作業であることも事実である。

そして、うまいことに簡単にコンピュータに処理させることのできるものであった。したがって、

真先に注目されツールの機能として組み込まれて、生産性の向上に大いに貢献した。 

 コンピュータが開発された初期の頃には、コンピュータに処理させやすく、かつ効果の大きな

ネタ (材料、施策、仕掛け、仕組み) がいくつもあったので、そういうネタをツールに組み込む

ことで、大いに生産性を向上させることができた。しかし、効果の大きなネタはすぐに拾い尽く

されてしまい、この延長線上では、ほんの少ししか生産性を向上させることができなくなってし
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まった。初期の頃の目覚しい進歩に比べて、その後のツールによる生産性の伸びが停滞している

のはこのためである。なお、さらに踏み込んだ議論は ｢４．３ ソフトウェア開発の生産性は向上

しているか｣ をご参照いただきたい。 

 本来であれば、設計の根幹をなす知的作業の生産性を向上させることに真正面から取り組むべ

きだろう。つまり、人間ではなくコンピュータに設計作業の中心部分を実施させるようなツール

を開発すべきである。しかし、残念なことに、これを実現できる目処は全く立っていない。 

 そこで、下流工程支援ツール、すなわち業務システム構築のためにプログラムの開発を支援す

るツールは、より生産性に寄与するよりも、むしろ ｢快適なソフトウェア開発環境の提供｣ を目

指して開発されるようになった。これは、車の基本機能が成熟した後に、快適な居住空間の提供

という目標を掲げて車が開発されるようになったのと同様である。 

 

 部品化アプリ再利用システムの検討の中では、そのような中でも生産性にこだわっている次の

二つのツールを取りあげて、詳しく調べてみた。 

 ・ 部品化再利用の支援 (オブジェクト指向技術、嵌め込みシステム) 

 ・ プログラム記述行数の削減 (第四世代言語) 

 

 

３．２．１ 嵌め込み (はめこみ) システム 

 

 部品化再利用の支援に関係するものとして、オブジェクト指向技術については既に第２章で論

じた。そこで、この項では、ソフトウェアの部品化を目指した嵌め込みシステムについて、部品

化アプリ再利用システムの検討の一環として行った調査結果の報告をする。 

 

 嵌め込みシステムにおいては、図 3-1 のような骨組みとなる骨格ルーチン (スケルトン) とそ

れに肉付けをする補填ルーチンユニット (フックメソッド) からプログラムを構成する。つまり、

骨格ルーチンの中にスロット ( 近の言葉を使えばホットスポット) という挿入口を設けてお

き、そこに適当な補填ルーチンユニットを嵌め込むことによって業務アプリケーションプログラ

ムを完成させる。これは、骨格ルーチンや補填ルーチンユニットを部品と見立てて再利用するこ

とを狙ったものであり、一種のソフトウェアの部品化再利用システムだとみることができる。 

 

 この嵌め込みシステムは、いかにも部品の合成システムだという感じがするので、日本では同

種のものがいろいろなところで発案され、それぞれに名前が付けられた。テンプレート方式とか、

部品合成システムとか、穴埋め方式とか、プログラムパラダイムとか、... である。そして、SSS 

もこの種のものの一つだと見ることができる。 

 ところが、SSS 以外の嵌め込みシステムは、大抵は失敗に終わっている。というのは、嵌め込

みシステムには、いわば二つの分かれ道が待ち受けていて、この種のシステムを開発した人のほ

とんどは、誤った方向に向かってしまったからである。なぜ誤った方向に向かってしまうのか、

調査結果をご披露しよう。 
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   図 3-1: 骨格ルーチンと補填ルーチンユニット群 (フックメソッド群) 

 

 

3.2.1-i 嵌め込みシステムの第一の分かれ道 

 第一の分かれ道では、嵌め込んで合成するツール (部品合成ツール) に重点をおくのか、部品

そのものに重点をおくのかという判断が求められる。この種のシステムの開発者は、部品そのも

のの重要性を薄々感じてはいても、ひとたびツールの開発を始めてしまうと、開発の楽しさにの

めり込んでしまうものである。こうして、第一の分かれ道で判断ミスをしてしまう。 

 

 実際に、嵌め込んで合成するというツールは多くのところで開発されたが、そのツールを上手

に使いこなしたという話は聞いたことがない。その原因は、骨格ルーチンや補填ルーチンユニッ

トという部品の単位をいか様にもできるので、部品の意味が不明確になってしまう点にある。様々

な大きさの様々な役割を果たすプログラムの断片の山を相手にして、それらを整理することに失

敗してしまうのである。整理されていないものはゴミと同じなので、ほとんど役に立たない。プ

ログラムの断片を部品と呼んでみてもむなしいだけである。 

 これではいけないと、ツール開発にこだわった人々の中には、嵌め込みシステムの上に部品検

索システムを開発するという打開策をこうじた人もいた。しかし、この部品検索システムはゴミ

を検索するシステム以上のものにはならない。たまにはゴミも役立つことがあるが、それだけの

ことである。決して、いつでも役立つというわけではない。 

 

 ちなみに、部品検索システムは、嵌め込みシステムとは無関係に、共通サブルーチンなどの部

品を検索するために開発されたこともある。これらを含めて部品検索システム一般が失敗に終わ

ってしまう様子を見ておこう。 
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 たくさんの共通サブルーチンなどの部品セットを蓄積したとしても、欲しい部品があるのかな

いのかはっきりしなかったり、捜し出せなかったりしたとしたら、それは宝の持ち腐れである。

何とかして簡単に捜し出せるようにしたいものだ。こう考えると、部品検索システムを開発する

ことが必要だということになる。 

 そこで、部品検索システムを開発するのであるが、これで問題が解決するとは限らない。実際

に数多くのプログラムの断片を蓄積して、さらに部品検索システムを装備して、｢さあ皆さん使い

ましょう｣ と開店した部品再利用システムの多くは成功していない。成功しない理由はいろいろ

あることだろうが、その主な理由は、利用者が欲しいと思う部品を検索しても見つからないこと

が度重り、そういう“お店”は見向きもされなくなるからなのである。辞書から切り取った何ペ

ージかを辞書と呼んでも、もはやそれは辞書の役割を果たさないのと同様である。そこには知り

たい言葉が載っているとは限らないので、辞書とはみなされないのである。 

 “欲しい部品は大抵見つかる”という部品の品揃えが部品システムとしての成功の鍵である。

そこまでがんばるのが無理だとしたら、欲しい部品が部品ライブラリの中にあるのかないのか事

前に想像がつくような工夫をすることによって、空振りの検索による失望回数を減らすことは、

低の礼儀だと言える。 

 

 失敗の原因がこんなところにあるということはほとんど知られていないが、ツールにこだわっ

て失敗した人々やそうした試みが失敗したという事実を知っている人々は、部品検索システムと

か嵌め込みシステムと聞いただけで敬遠するようになった。 

 ちなみに、ウッドランド社は、宣伝のために SSS が嵌め込みシステムであることを強調したが、

こうすることで逆に敬遠されてしまい、また誤解されてしまい、マイナスの宣伝になってしまっ

たようである。 

 

 第一の分かれ道で正しい方向に向かうには、ツールに重点をおくのではなく、部品そのものに

重点をおくことが必要である。 

 いくら立派な部品検索システムを開発しても、いくら立派な嵌め込みシステムを開発しても、

部品倉庫に存在しない部品は検索できないし、嵌め込んで合成することもできない。繰り返しに

なるが“欲しい部品は大抵見つかる”という部品の品揃えの方が重要なのである。 

 このためには、部品をある形に体系化して、それに沿って必要な部品を開発しておき、いつで

も使えるように整備しておくことがどうしても必要になる。たまたま近くに転がっていた部品を

かき集めて部品倉庫に格納したのでは、欲しい部品が見つかるようにはならないものである。 

 機械の部品も電子機器の部品も、みな用途を考えて意図的に作られたものである。ソフトウェ

アの部品も同じである。用途を考えて部品として認められるべく意図的に作られたソフトウェア

でない限り、ガラクタかゴミだと思って間違いないだろう。部品となるように意図せずに開発さ

れたプログラムの断片を数多く収集しても、そういった部品管理システムがほとんど役に立たな

いことは、多くの人が経験するところである。 

 

3.2.1-j 嵌め込みシステムの第二の分かれ道 

 第二の分かれ道では、骨格ルーチンと補填ルーチンユニットのどちらを共通部品と見るのかと

いう判断が求められる。補填ルーチンユニットの方が粒々しているので、この種のシステムの開

発者は功をあせって、こちらを共通部品だと思ってしまうようである。こうした人々は、第二の

分かれ道で判断ミスをすることになる。 

 補填ルーチンユニットの方を共通部品だと見ることは、サブルーチンを共通部品とすることと

ほとんど同じであり、従来の方法と比べて何の進歩もない。骨格ルーチンに補填ルーチンユニッ

トを嵌め込むということは、骨格ルーチンが補填ルーチンユニットを呼び出すことを意味する。
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逆方向から見ると、補填ルーチンユニットは、骨格ルーチンから呼び出されて何らかの仕事をす

るものだと言える。したがって、補填ルーチンユニットは、共通サブルーチンと等価である。 

 ｢共通サブルーチンとは違うのだ｣ と細かいことを言う人もいるが、それならば、アセンブラや

Ｃ言語のマクロ命令の展開に相当するといった方がさらにぴったりと対応するのかもしれない。

要するに既存の技術であり、そこには何の新規性も見出せない。 

 

 広い意味での部品の呼出しには、サブルーチン呼出しやマクロ命令の展開やシステムコール 

(スーパバイザコール)やメッセージパッシングなどいろいろな手段があるが、この種のものの一

つに嵌め込みという古典的な手段が追加されただけのことである。 

 したがって、補填ルーチンユニットの方を共通部品だと捉らえるのでは、新たな生産性向上効

果は得られない。たとえ補填ルーチンユニットを共通部品にすることによって生産性が向上した

としても、それは従来の部品呼出し方法で得られる生産性向上効果だから、嵌め込みシステムの

手柄だと見るべきではない。つまり、その生産性向上効果は、従来から共通部品にできると分か

っている部分を再利用することによる効果に他ならないのである。 

 

 嵌め込みシステムは、これらの二つの分かれ道で誤った方向に導かれてしまうので、効果を発

揮することなく不成功に終わってしまうのが普通である。しかし、もしも SSS のように第一、第

二の分かれ道で正しい方向に向かえば、それなりの効果を発揮するはずである。すなわち、骨格

ルーチンの方を共通部品だと捉らえると、新たな光が見えてくる。この捉らえ方は、サブルーチ

ンを呼び出す“メインルーチン”の方が実は共通ルーチンであるということであり、これまでな

されなかった見方である。そして、もしも“共通メインルーチン”( 近はフレームワークと呼ば

れる) が存在するのならば、それを共通部品にすることによって、これまで見落としていた部分

が再利用できるという道が開けてくる。つまり、従来とは異なるところで生産性向上効果が得ら

れることになるので、この効果は嵌め込みシステムの手柄だといってよいだろう。 

 その注目すべき“共通メインルーチン”なるものは、一般になじみが薄いと思うが、実際には

いくつかのところに出現していて、生産性向上に寄与してきた。狭義のフレームワークと呼ぶと、

通りがよいかもしれない。これは、以前に注目された第四世代言語にも使われていたものなので、

｢３．２．２ 第四世代言語｣ の中で詳しく説明する。ここでは、共通メインルーチンになじむた

めに、また感覚的に理解をしていただくために、｢付録４．ものを認識する際の図と地の分離につ

いて｣ という参考資料をご参照いただきたい。 

 



 72

３．２．２ 第四世代言語 

 

 第四世代言語 (以後 4GL と略記する) は、第一世代の機械語、第二世代のアセンブラ言語、第

三世代のコンパイラ言語に続く言語だといわれているが、必ずしもその名が体を表わしているわ

けではない。4GL は、汎用性を追求した言語だと捉らえるよりも、むしろビジネス分野に狙いを

定めた生産性を向上させるためのツールまたはフレームワークだと捉らえる方が当たっている。 

 4GL かどうかの判定基準として、エンドユーザにも使えることとか、何日以内に習得できるこ

となどを挙げる文献もあるが、世間一般が認める判断基準にはなっていない。4GL だとそのベン

ダが言えば、それは 4GL だということになっている。こうして 4GL の数は、そのベンダの数だ

け存在することになり、優に 100 を越えた。 

 

 いろいろな種類の 4GL がある中で、この項では、ビジネス分野の特注業務プログラムや業務パ

ッケージの開発に使えるような基幹業務向けの 4GL に的を絞って、部品化アプリ再利用システム

の検討の一環として行った調査の結果を報告する。 

 

 先端の CASE と時代遅れの 4GL という風に対比するのは正しくない。4GL は名目的にもちゃ

んと広義の CASE に含まれるし、時代を経た現在でも大抵の 4GL は生産性の向上に寄与するもの

である。あえていうと、4GL はもっぱらビジネス分野の業務プログラム開発の経験に基づいて設

計されたものが多く、そこには必ずしも理論的な裏付けがあるわけではない。言い換えると、な

ぜ生産性の向上に有効なのかという理由を曖昧のままにして、実質的な効果を上げることに力を

入れている 4GL が多かったといえるだろう。 

 

 初期の 4GL は、それまでの COBOL などの第三世代言語に改良を加えて、リレーショナルデー

タベースをうまく使いこなすための言語として生まれた。 

 この仕様は各社各様だったが、どれも１～２行の文で目的のデータを検索できるという意味で

は同じようなものであった。COBOL ではどうだったかというと、データ検索をするには 10 行 ～ 

20 行の文が必要だったから、4GL は確かに効果的であった。 

 また、4GL はデータベースへのアクセスだけでなく、データベースの定義も簡便にした。COBOL 

を使う場合には、プログラム中のデータ宣言とデータベースの各データ項目の定義の両方を行う

ことか必要だったが、4GL ではこの重複定義を行わなくてもよいようにした。 

 さらに、4GL はデータベース定義の延長線上に、画面や帳票を簡単に定義できるようにする機

能を付け加えていった。なお、こういった機能は、プロトタイプシステムの作成を簡単にする役

割を果たすことにもなった。 

 

3.2.2-k イベント駆動方式 

 ところが、このような初期の 4GL の成果は、徐々に第三世代言語にも取り込まれることになっ

た。リレーショナルデータベースのアクセス法は、SQL として標準化されて第三世代言語の COBOL 

からも使うことができるようになった。さらに、リレーショナルデータベース管理システムの機

能のおかげで、COBOL によるプログラミングにおいてもデータ宣言の重複定義が不要になった。

こうして第三世代言語と 4GL の差が少なくなってしまい、4GL の存在意義が希薄になっていった。

そこで、このような状況を打開すべく、4GL はイベント駆動方式を採用して巻き返しを図った。 

 ここでイベント駆動方式はなぜ生産性を向上させるのかを解明しなければならないが、それに

はイベント駆動方式とはどんなものであり、それが採用される以前と比較して何がどう変わった

のかを理解することが必要である。 
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 まずは一般的な説明から始めよう。イベント駆動方式とは、あるオブジェクトに関するあるイ

ベントが発生すると、そのオブジェクトのそのイベント種別に対応するイベントプロシージャを

動作させる方式のことである。よくある例を挙げると、オブジェクトとは、画面や帳票またはそ

れらの中のデータ項目のことであるし、イベント種別とは、操作者のアクションの種別のことだ

と考えていただきたい。 

 

 たとえば、操作者が画面上のあるデータ項目にデータをインプットしたとか、キーボード上の

ファンクションキーを押したというようなイベントをきっかけにしてイベントプロシージャが動

作するのがイベント駆動方式の特徴である。このように操作者のアクションをイベントに対応づ

けることで、プログラムが操作者のアクションに反応できるものになる。 

 イベント駆動方式を採用すると、プログラムの組み方が伝統的な COBOL のプログラミングスタ

イルとは異なってしまう。それぞれのオブジェクトのそれぞれのイベント種別に対応する数多く

のイベントプロシージャに分割しなければならない。そして、伝統的な COBOL は、上から下に流

れる“ダラダラ”プログラムを作るものだとすれば、イベント駆動方式を採用すると、お呼びが

かかると動作する“ツブツブ”の数多くのイベントプロシージャになることになる。 

 

 このような説明では、イベント駆動方式を知っている人以外には理解しにくいかもしれないか

ら、イベント駆動方式が採用される以前と比較して何がどう変わったのかをもう少し分かりやす

く説明しよう。なお、プログラミングに関する知識のない方は、ここで前提知識を仕入れるため

に ｢付録１．プログラムの実行とは｣ をご参照いただきたい。 

 

 COBOL で書いたプログラムは、初期の 4GL と全く同様に、メインルーチンの先頭の文から順に

実行していき、メインルーチンの終わりの文で終了するという動き方をするものであった。そし

て、この基本的な流れに加えて、時にはサブルーチンを呼び出してそれを実行してから戻ってく

るとか、ループを描きながら繰り返し文を実行するとか、文を飛び越して進んだり戻ったりとか

というような動き方をするものであった。プログラムに関して少しでも知識のある方なら、この

ようなプログラムの実行方法は何の変哲もないごく普通のものであることがお分かりいただける

だろう。 

 COBOL 言語によるプログラミングとは、このような実行方法を前提にして、メインルーチンを

構成する文やサブルーチンを構成する文を記述することに他ならない。したがって、プログラム

を開発するときには、既に開発済みのサブルーチンを除外すると、メインルーチンもサブルーチ

ンも開発することが必要であった。 

 

 これに対して、イベント駆動と呼ばれる近代的な動作スタイルを採用した後期の 4GL において

は、プログラムの実行方法に関して基本的な違いはないのであるが、プログラムが数多くの断片

から構成される点に大きな違いがある。そして、これに伴い各断片の実行の契機があらかじめ決

められているという点も異なる。ここで各断片とは、正式にはイベントプロシージャと呼ばれる

ものであり、いわばイベントを契機として呼び出されるサブルーチンのようなものである。これ

が呼び出されて実行するのは、たとえば画面上のある項目にデータがインプットされたときとい

うように、ある特定のイベントを契機とするように決められている。実際に、その決められたイ

ベントが起きると、それを処理する役割のイベントプロシージャが呼び出されて、断片的にチョ

ロッと実行することになる。このようにイベントプロシージャ (サブルーチン) の呼び出される

契機が決められているという点は、従来なかったものである。 

 ところで、イベントプロシージャが呼び出されるということは、何かがそれを呼び出している

はずである。この何かのことを 4GL の操作ベースと名づけることにする。こう命名すると、4GL の
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操作ベースがイベントプロシージャを呼び出すという言い方ができるし、4GL の操作ベースが各

イベントプロシージャの実行の契機を決めているということができる。 

 これらを前提にすると、イベント駆動のプログラムを開発するということは、4GL の操作ベー

スという共通メインルーチン (狭義のフレームワーク) から呼び出されるイベントプロシージャ

だけを開発すること、すなわちサブルーチンだけを開発することを意味する。 

 

 ここで注目していただきたいのは、従来はメインルーチンもサブルーチンも両方とも開発する

ことが必要だったが、イベント駆動のプログラムではサブルーチンだけを開発することになった

という変化である。 

 

 そして、この変化が生産性を向上させることになったである。すなわち、以前までは当たり前

のように開発していたメインルーチンが、イベント駆動方式を採用することによって、不要にな

るので生産性を向上させることになるのである。なぜ不要になるのかというと、4GL の操作ベー

スがメインルーチンの役割を果たしてくれるからである。 

 

3.2.2-l 4GL によってなぜ生産性が向上するのか 

 4GL、すなわち第四世代言語という名前は、素晴らしい言語仕様を持っているかのような印象を

与える。しかし、その名前に似合わず、後期の 4GL は、その言語仕様にさしたる特徴がない。市

販の 4GL の言語仕様を詳しく調べてみると、COBOL などの第三世代の言語仕様と比べて本質的な

違いがないことが分かる。たとえば、COBOL の IF 文に相当する文が 4GL を使うと簡略化される

わけではない。逆に、COBOL では１行の CORRESPONDING MOVE 文を記述するだけでたくさんのデ

ータを一括して移動できるのに、このような便利な機能を言語仕様として備えていない 4GL もあ

る。このような比較検討をすると、市販の 4GL の言語仕様は第三世代言語とそう違いがないとい

う事実を確認できる。 

 それにもかかわらず、4GL を使うと確かに生産性が向上するのである。筆者には、これが不思

議でならなかった。この理由は、部品化アプリ再利用システムの検討の中で 4GL と同様の機構を

試しに設計した際にやっと分かった。その理由とは、既にお話したとおり、4GL の操作ベースの

おかげで、メインルーチンを開発しなくて済むようになったからなのである。4GL の操作ベース

を調べてみると、それは操作性に関係する処理を行っていることが分かるから、業務プログラム

の操作仕様に関係するプログラムを書かなくて済むために生産性が向上すると言い換えてもよい

だろう。つまり、4GL の操作ベースが共通メインルーチンとなって、操作性に関係する処理を代

行してくれるおかげで生産性が向上するのだ。 

 

 4GL には、このようなメリットがある一方、その構造からくる次の問題をはらむことになった。

それは、4GL を用いて開発した業務プログラムは、その操作性を少し変えたいと思っても簡単に

は変えられないことが多いという問題である。 
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3.2.2-m 4GL が主流になっていない二つのわけ 

 4GL は、もっと広く使われ、主流になっていてよいように思うのであるが、必ずしもそうなっ

てはいない。この理由を探ってみよう。 

 市販の 4GL の利用者がしばしば問題にするのは、ほんのちょっとしたところなのであるが“自

由がきかない歯がゆさ”である。4GL のサポート範囲からちょっとでも外れた使い方をしようと

すると、完全に拒否されてしまう。このために ｢4GL は懲り懲りだ｣ と嫌われることがしばしば

ある。ある開発者が次のように言っていた。 

 ｢4GL を用いて開発した業務プログラムをテスト中に、お客様から操作性を少し変更せよと要求

された。それは、4GL では実現できないものだったので、無理だとお客様に説明した。しかし、

分かって貰えず、結局は要求を満たさざるを得なくなった。このために、急遽 4000 行ほどのプ

ログラムを休日返上で開発しなければならない羽目になった。 初から COBOL で組んでおけば、

こんな目にあわずに済んだのに。｣  

 この 4GL の典型的な問題点は、｢画面スタイルがその 4GL 固有のものになってしまう｣ と表現

されることもある。画面スタイルには、画面の図柄やそのレイアウトや操作性が含まれるが、特

に操作性が固定されてしまう。これは操作性を統一することになるので良いようにも思われる。

しかし、一般に 4GL は欧米で開発されたものがほとんどで、日本で育まれた木目細やかな操作性

を実現できないために、4GL を使って開発した業務プログラムの操作性に違和感を持つ人が多い

のも事実である。 

 なぜ 4GL では操作性を簡単には変えられないのかというと、操作性に関係するプログラム (す

なわち 4GL の操作ベース) は、4GL の内部のインタープリタまたはプログラムコードの生成部に

いわばワイヤードロジックのように固く組み込まれているからである。これを変更するには、通

常は 4GL 自体をプログラムカスタマイズすることが必要である。しかし、4GL のベンダがこの変

更要求にタイムリに応えてくれることはないといってよいだろう。 

 

 もう一つの大きな問題点は、4GL の仕様は各社まちまちで、標準化されていない点である。少

なくとも言語仕様だけでも標準化されるべきだと思うのであるが、この常識が通用しない。バベ

ルの塔の話のように、言語がばらばらにされているのだから、困ったことである。4GL を使用す

るには、どれか一つの言語を選択して、その新たな言語仕様を覚えなければならない。したがっ

て、市販の 4GL を採用したいと考えても、非標準の言語仕様に躊躇してしまう人も多いようであ

る。バベルの塔の罰を受けてまで、混乱した言語を使うという気にはならないものである。 

 

 これまでの考察で分かるように、4GL のミソは、操作性に関係する処理を行う 4GL の操作ベー

スにあるのである。したがって、それをより良いものにしようとするベンダ間の競争のために仕

様に違いが出てくるのは、必要悪だと割り切ることができる。しかし、IF 文の書き方のような言

語仕様までも各社各様にする必要はないはずである。疑いの目でみると、4GL ベンダは、ユーザ

を囲い込んで逃げられないようにするために独自の言語仕様を制定しているのだと見ることがで

きる。 

 コンピュータの世界ではオープン化の波が起こり、ベンダのビジネス上の都合を優先させるだ

けではいけないといわれる時代になった。したがって、プロプライアトリな言語仕様にこだわり

続けると 4GL は使われなくなっていきそうである。そこで、オープン化の流れに積極的に沿って、

オープンな 4GL にしていく努力が求められる。そして、オープン性を追求していくと、標準化さ

れた言語仕様の上に操作性に関係する処理を行う共通メインルーチン (狭義のフレームワーク) 

を作ればよいという結論になるはずである。 

 この件に関して大胆な意見を言わせていただくと、4GL という名前は、言語仕様が優れている

という誤った印象を与えるので、よくない。4GL は発展的に解消して速やかに ｢共通メインルー
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チン (狭義のフレームワーク)｣ へと変身するのがよいと思う。なお、こうなったとしても 4GL の

名はビジネス分野の業務プログラム開発の経験を踏まえて実質的な効果を上げたフロンティアと

して歴史に残ることだろう。したがって、古い名前はきっぱりと棄てて、名実ともに分かりやす

いオープンな ｢共通メインルーチン｣ へと変身することを期待する。そういったフロンティアス

ピリットこそ尊重されるべきである。 

 

3.2.2-n 4GL と嵌め込みシステム 

 ここで、嵌め込みシステムを思い出していただきたい。詳しく比較するまでもなく、イベント

駆動方式を採用した 4GL と嵌め込みシステムとは、非常によく似ている。呼出し関係を比較して

みると、4GL の操作ベースが骨格ルーチンに対応し、イベントプロシージャが補填ルーチンユニ

ットに対応している。 

 も重要な類似点は、これらはどちらも共通メインルーチン (狭義のフレームワーク) を再利

用する仕組みであるという点である。イベント駆動方式を採用した 4GL においては、その 4GL で

記述したどのプログラムも、4GL の操作ベースをメインルーチンとすることになる。したがって、

この種の 4GL は、4GL の操作ベースという共通のメインルーチンを再利用する仕組みであるとみ

ることができる。嵌め込みシステムにおいても同様である。繰り返しになるが、嵌め込みシステ

ムは、骨格ルーチンの方を共通のメインルーチン (共通部品) だと捉らえて、それを再利用する

ことによって、生産性を向上させているのである。つまり、嵌め込みシステムも、共通メインル

ーチンを再利用する仕組みに他ならない。 

 

 共通メインルーチンが果たす役割や機能について見てみると、4GL の操作ベースは、主に操作

性に関係する処理を行っていた。もう一方の、嵌め込みシステムの中の骨格ルーチンとして広く

共通に使われているものを調べてみると、やはり操作性に関係する処理を行っているものが多い

ことが分かる。すなわち、役割や機能についても似ている。 

 なお、共通メインルーチンは、操作性に関係する処理の他にもいくつかの処理をするものがあ

る。たとえば、イベントプロシージャや補填ルーチンユニットを呼び出す処理は、いうまでもな

く共通メインルーチンの役割である。また、データベースのアクセスを行うものもある。データ

ベース系ツールと呼ばれているものは、ある限定した使い方をする限り、データベースのアクセ

スに関するプログラムを手作りしなくて済むようにする。 

 

 ところで、GUI アプリケーションプログラム向けのビジュアル開発支援ツールは、イベント駆

動方式を採用しているのが普通である。こうしたものを調査してみると、GUI の操作ベースも 4GL 

の操作ベースと同じような役割を果たしていることが分かる。 

 したがって、以下の三つのプログラムは､“共通メインルーチン”であり、その主な役割は操作

に関係する処理であるということができる。 

 ・ SSS の中の操作仕様に関係する操作ベース 

 ・ 4GL の操作ベース 

 ・ GUI の操作ベース 
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３．２．３ SSS から RRR ファミリーへ 

 

 RRR ファミリーの開発の前に行った部品化アプリ再利用システムの検討の中では、SSS という

嵌め込みシステムを見直して、どこが優れていたのかを再評価した。そして、4GL やビジュアル

開発支援ツールのイベント駆動方式と比較して、それぞれのツールの良いとこ取りをすることに

した。ここでは、これらを詳しく説明する。 

 

3.2.3-o SSS という嵌め込みシステムの場合 

 嵌め込みシステムには、いわば二つの分かれ道が待ち受けていて、大抵は誤った方向に向かっ

て失敗に終わっていることは既に述べたとおりである。そして、正しい道に行けばそれなりの成

功をおさめる。ところで、SSS という嵌め込みシステムは幸運にも正しい方向に向かうことがで

きた。そして、並みの成功ではなく大変な成功をおさめることになる。何が幸いしたのか、ここ

で振り返ってみよう。 

 

 ウッドランド社が SSS 開発のために行った研究では、同社がオフコンのディーラとして顧客に

納入した万を越える業務システムを研究材料にした。具体的には、その中で も多くの実績をも

つ販売管理システムを題材にして研究したのである。この研究の状況やその中で生まれたアイデ

アなどについて述べよう。これは ｢１．３ 特注対応業務パッケージ｣ の中の次のパラグラフを

再度掲載し、その続きとして説明するのがよさそうだ。 

 

 もしも、共通仕様に関係するプログラム部分は共通にして、各社各様の仕様に関係するプログ

ラム部分だけを各社各様にできれば、特注業務プログラムの開発作業を合理化することになる。

しかし、これは言うは易く行うは難しである。共通部分と各社各様の部分の間に明確な線引きが

なされているわけではないし、この線引きが簡単にできるというわけでもない。したがって、ど

こが各社各様の部分だといわれても対処できるような備えが必要であり、プログラムと仕様との

対応関係を根本から見直さなければならなかった。 

 

 この見直し作業において、部品合成ツールの検討をしたのではなく、実際に動作する販売管理

システムを詳細に調べて、そのプログラムに線引きを施し分割して部品にしようと考えた。この

ことによって､“嵌め込みシステムの第一の分かれ道”で、ツールに重点をおくのではなく、部品

そのものに重点をおくという正しい道に向かうことができた。 

 本書では、SSS や RRR ファミリーという製品に代表される部品化再利用システムに部品化アプ

リ再利用システムという一般名称を付けている。これは､“部品化アプリを再利用するシステムで

ある”という意味を込めての命名である。では、部品化アプリとは何かというと、あるアプリケ

ーションプログラムに線引きを施して、切れ切れにされたもののことである。つまり、切れ切れ

の部品に砕かれた (すなわち部品化された) アプリケーションプログラムのことを意味してい

る。そして、うまい具合に切れ切れの部品にできれば、ここが重要なのでなるが、そうした部品

化アプリは再利用しやすいものになるはずである。これが、部品化アプリ再利用システムの命名

の由来である。 

 

 さて、1988 年に行ったプログラムと仕様との対応関係の見直しの中である線引きのアイデアが

浮かんだ。それは、業務仕様に関係するプログラムと操作仕様に関係するプログラムの間に線引

きをしたいという希望から生まれたアイデアである。もしも、これが実現できれば、SSS 開発の

ための研究の見通しが良くなるはずだと期待をかけたのである。 
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 操作仕様とは、業務プログラムの操作性に関する仕様なので、A 社向けも B 社向けも基本的に

同じにしてよいはずである。したがって、操作仕様に関係するプログラムは共通にできるはずで

ある。これに対して、業務仕様の方は、共通部分もあれば各社各様の部分もある。したがって、

業務仕様に関係するプログラムは、カスタマイズの必要性がある部分なのである。 

 これらを総合すると、この線引きができれば、カスタマイズの可能性が高い部分をある範囲の

プログラムだけに絞り込めるはずだという確信が得られた。 

 ところが実際のプログラムを見ると、業務仕様に関係するプログラムと操作仕様に関係するプ

ログラムはごちゃ混ぜ (混雑) 状態になっている。したがって、これを分離するには大手術 (

近の言葉を使うとリファクタリング) が必要であった。この手術では、整形、並べ替え、汎用化

などのテクニックを用いた。この手術は、いわば本書の章建てを何回も変更して少しでもすっき

りした形のしようともがいたようなもので、その中身の話をしても面白くないし、細かくなりす

ぎるのでここでは省略させてもらう。とにかく手術後の状態を見たところ、操作仕様に関係する

プログラムが骨格ルーチンになり、業務仕様に関係するプログラムが補填ルーチンユニットにな

っていた。 

 骨格ルーチンの方は、操作関係するプログラムだから、共通にできるはずの部品に当たる。し

たがって、骨格ルーチンと補填ルーチンユニットのどちらを共通部品と見るのかという“嵌め込

みシステムの第二の分かれ道”で、SSS は図らずも正しい方向に向かうことができたのである。 

 こうして、嵌め込みシステムの一つであった SSS は、共通メインルーチンを再利用する仕組み

を装備するものになった。すなわち、イベント駆動方式を採用した 4GL と同様に、操作性に関係

する処理を行うメインルーチンを再利用することによって、生産性を向上させるものとなったの

である。そして、カスタマイズの可能性が高い部分は、補填ルーチンユニットに書かれる業務仕

様に関係するプログラムだけになるように絞り込むことができた。 

 

3.2.3-p 部品を区切る分割指針の重要性 

 本書では“欲しい部品は大抵見つかる”という部品の品揃えの必要性を強調した中で、部品を

ある形に体系化して、それに沿って必要な部品を開発しておき、いつでも使えるように整備して

おくことが重要だと述べた。要するに、何の考えもなく勝手に ｢これが部品だ｣ と決めていった

のでは、部品というものをどう捉らえてよいのか分からなくなり、混乱に陥るだけだ。欲しい部

品があるのかどうかも分かり難くなり、大勢の人々にとって使いやすい部品にはならない。整然

と部品を利用できるようにするには、部品を区切る強力な分割指針を打ち立てて、それに沿って

部品をある形に体系化して、その体系に沿って必要な部品を開発しておくことがどうしても必要

になる。 

 これに関係して、本書では、部品化再利用システムというものをどのように捉らえているのか

という思想のようなもの、あるいは立場というべきだろうか、を明らかにしておきたい。たとえ

ば、販売管理のアプリケーションプログラムを部品合成できるような部品化再利用システムを設

計する場合に、本書では、その部品の元になるものは実際に動作する販売管理のアプリケーショ

ンプログラムの中に存在するはずだという考え方をとっている。 

 ここで誤解のないように注意が必要である。実際に動作する販売管理のアプリケーションプロ

グラムは、スパゲッティ状態かもしれないから、それに適当な線引きを施して区切られた塊を取

り出してきても、とても部品と言えるものにはならないことだろう。したがって、線引きをして

分割するだけでなく、細工・整備・整形・並べ替え・汎用化といった、いわば内臓の器官を器官

らしく整える手術 (リファクタリング) が必要になるといって間違いない。そして、もしも販売

管理のアプリケーションプログラムにこのような手術をうまく行うことができれば、奇麗に分割

できるようになり、分割されたそれぞれが“部品そのもの”または“部品の元”になるのだ。つ

まり､‘ビジネスロジック部品’とは、このようなものだと考えているのである。さらに付け加え
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ると“部品そのもの”または“部品の元”というあいまいな表現をしたのは、そこには追加の部

品が必要だろうし、機能を汎用的にすることも必要だろうし、また部品合成時に何らかの調整処

理が必要かもしれないという含みをもたせただけのことである。基本的には、うまく手術しさえ

すれば、分割されたそれぞれが“部品そのもの”となり、これが‘ビジネスロジック部品’にな

るはずである。 

 要約すると、販売管理のアプリケーションプログラムをうまく手術して奇麗に分割すると、そ

れは販売管理の部品化アプリになり、それをカスタマイズして A 社向けの販売管理システムにし

たり、B 社向けの販売管理システムにしたりすることが、すなわち再利用することが、簡単にで

きるようになるという考え方なのである。そして、SSS は正にこのような実例に他ならないので

あり、この考え方を裏付けるものである。 

 これと同様に、生産管理のアプリケーションプログラムをうまく手術して奇麗に分割すると、

それは生産管理の部品化アプリになり、それをカスタマイズして A 社向けの生産管理システムに

したり、B 社向けの生産管理システムにしたりすることが、すなわち再利用することが、簡単に

できるようになるはずである。 

 

 本書の考え方はこうなのであるが、これとは別の部品化再利用システムの捉らえ方をするとど

うなるだろうか？ たとえば、部品の合成に重点をおくとか、部品の検索に重点をおくとか、前述

した失敗事例とは別の何らかの形があり得るかもしれない。そして、ひょっとすると、そうした

ものを追求すれば何か成果が得られるかもしれないが、よく見えない。見えないものを試すこと

はできないので、本書では、部品化再利用システムは、部品化アプリ再利用システムという形態

にする他はないという立場にたった。なお、この考え方が実際に効果をあげることは、SSS とい

う事例によって実証されている。 

 これらを総合すると、少なくとも本書のように捉らえることは意味があり、このように捉らえ

た場合には、部品を区切る強力な分割指針が部品化再利用システムを出来不出来を左右する重要

なキーだと言っても過言ではない。 

 

 そこで、部品を区切る分割指針という観点から SSS を評価してみよう。 

 SSS 部品セットは、二つの分割指針のもとに‘ビジネスロジック部品’の個々の粒々に分割さ

れている。一つの分割指針は、この手前の ｢SSS という嵌め込みシステムの場合｣ で述べた業務

と操作の分離である。もう一つの分割指針は ｢１．３ 特注対応業務パッケージ｣ の中で述べた

データ項目対応の分割である。つまり、業務仕様に関係する補填ルーチンユニットをデータ項目

に対応づけて分割するという分割指針である。 

 初の“業務と操作の分離”という分割指針は、SSS 部品セット独特のものではなく、4GL な

どの他のツールでも採用されているので、この分割指針の効果は広く認められているといってよ

いだろう。この指針によって、共通メインルーチンを再利用して生産性を向上させることができ

るし、またカスタマイズの可能性が高い部分をある範囲のプログラムに絞り込むこともできる。 

 もう一つの“データ項目対応の分割”という分割指針は、ビジネス分野ではデータ項目名によ

って仕様変更要求が表現されるという特徴をうまく捉らえたものである。本書は、この分割指針

によって実用的で効果的な部品化再利用システムを構築する道が開けたということを ｢１．３ 

特注対応業務パッケージ｣ の中で強調した。 

 ここで、その重要部分を繰り返しておこう。この分割指針に沿って分割したデータ項目部品は、

業務仕様との対応関係が明快になり、それだけで意味の分かる閉じた塊になり、ほとんどは 100 

行以下になり、類型的で解読しやすいものになった。そして、それぞれのデータ項目名で始まる

名前を付けることで検索しやすいものにすることができた。これらのことから、アプリケーショ
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ンプログラムを部品と呼べるような塊、すなわちデータ項目部品に分割できたのである。これは

並みの成功以上の成功であった。 

 データ項目対応の分割という分割指針は、一見するとビジュアル開発支援ツールも遵守してい

るように思われるが、肝心な点が今一歩であった。調査した範囲では、SSS 部品セットのように、

この分割指針に、バカ真面目と言えるほど徹底的に従っているものはなかった。SSS 部品セット

は、この点において突出したものだったのだ。なお、この点は重要なので、この少し後の ｢部品

を区切る分割指針に関する改善点その２｣ でさらに詳しく説明する。 

 

 ちなみに、部品を区切る分割指針に関係して、再利用のしやすさでは定評のある Smalltalk シ

ステムを見ると、階層をなすオブジェクト群の構成を決めるために、MVC (model view controller) 

の三つに分割するのだという指針を採用している。そして、この分割指針の重要性がしばしば指

摘されている。この種の分割指針にこそ本質が含まれている。 

 

3.2.3-q RRR ファミリーに向けた改善点 

 RRR ファミリーは、SSS の後継製品に位置づけられる部品化アプリ再利用システムとして、1995 

年から本格的な開発を行った。 

 SSS では部品セットと部品合成ツールとが未分化なところがあったという反省から、RRR ファ

ミリーではこれらを明確に分けた。本書では、前者を RRR 部品セット、後者を RRR ツールと呼

んで区別することにする。 

 

 
 

   図 3-2: RRR ファミリーの構成要素と部品合成 
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 図 3-2 のように、RRR ファミリーに属する各製品、たとえば RRR 販売管理は、RRR 部品セッ

トの一つ (RRR 部品セット販売管理) と RRR ツールから構成される部品化再利用システムであ

る。RRR 部品セットは、特定の業務プログラムを構成するために必要な一群の部品セットであり、

RRR 販売管理用には RRR 部品セット販売管理を用いるし、RRR 財務会計用には RRR 部品セット

財務会計を用いる。そして、RRR 部品セットのそれぞれの部品は本書で論じる‘ビジネスロジッ

ク部品’の代表例になっている。 

 RRR ファミリーの開発する上では、SSS という嵌め込みシステムと、イベント駆動方式の 4GL や

ビジュアル開発支援ツールなどとの比較をして、それぞれの優れている点を採用した。以下では、

このような比較をして得られた結果のうちの主な二つ、すなわち部品の呼出し機構と部品を区切

る分割指針について説明する。 

 

 部品の呼出し機構については、以下のように、イベント駆動方式のツールの方が嵌め込みシス

テムよりも優れていた。 

 一般に嵌め込みシステムでは、嵌め込むべき補填ルーチンユニットの個数に依存して、骨格ル

ーチンの一部を修正することが必要になる。すなわち、嵌め込むべきユニットが存在しない場合

にはスロットを削除したり (あるいはダミーのユニットを嵌め込んだり) することが必要である

し、嵌め込むべきユニットの数が多い場合にはスロットを増設することが必要である。ところが、

イベント駆動方式においては、こういったことが一切不要である。 

 したがって、この点に関しては、古典的な嵌め込みシステムではなく、より近代的なイベント

駆動方式を採用したことは言うまでもない。なお、イベントプロシージャの呼出しの際のパラメ

タについては、ビジュアル開発支援ツールでは固定的だったが、これに改良を加えて、RRR ツー

ルでは自由度の高いものにした。 

 

3.2.3-r 部品を区切る分割指針に関する改善点その１ 

 部品を区切る分割指針を見ると、基本的には、イベント駆動方式を採用しているツールも嵌め

込みシステムも次の二つの分割指針を採用しているようにみえる。その一つは業務と操作の分離

であり、もう一つはデータ項目対応 (オブジェクト対応) の分割である。ただし、分割指針にど

のくらい忠実に従っているかという点において、部品化アプリ再利用システムの理想とするとこ

ろと大きな隔たりがあった。 

 

 業務と操作の分離という分割指針は、特にビジュアル開発支援ツールはどれも、忠実には守ら

れていない。ビジュアル開発支援ツールは、業務と操作の分離がかなりあいまいになってしまっ

ていて、むしろハードウェア装置の動作を細かく制御可能にすることの方が優先されている。 

 たとえば、ビジュアル開発支援ツールのイベントの代表例には、GUI コントロール上でのマウ

スクリックやキーボードのキーの押下などがある。これらは、業務と操作の分離というより、ハ

ードウェア装置をアプリケーションプログラムから思い通りに制御するのに都合がよいイベント

体系だという方が当たっている。具体的に言うと、キーボードのキーを押したときと離したとき

にそれぞれ別の処理を可能にするために、これらの区別ができるような細かなイベント体系にな

っているし、また１文字インプットするごとに頻繁にイベントが発生するようになっている。こ

のようなローレベルのイベント体系では、たとえば、キーボードを用いた文字のインプットを主

体に取り扱うアプリケーションプログラムを作ろうとすると、イベントプロシージャの中に記述

する業務仕様に関係するプログラムよりも多くの行数の操作性に関するプログラムを混在させて

記述しなければならないような状態に陥る。これでは業務と操作の分離という分割指針に従って

いるとはとてもいえない。 
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 ただし、このようなローレベルのイベント体系であっても、見方によっては、ある程度の分離

ができているといえる。たとえば、扱いやすい GUI 操作のアプリケーションプログラムの開発を

とりあげると、操作性に関するほとんどの処理は GUI の操作ベースにまかせることができるの

で、イベントプロシージャとしては主として業務に関するプログラムだけを記述すればよいよう

になっている。一般にビジュアル開発支援ツールは、ユーザの多数派を占めるホビープログラマ

を対象にした機能を装備して、売上本数をかせいでいる。こうしたホビープログラマ向けの機能

を使うと、｢ボタンをクリックするとハトが出ます｣ というような玩具のようなプログラムであれ

ば、非常に簡単に組める。したがって、この種の簡単なプログラムに対しては、業務と操作の分

離という分割指針が遵守されていることが分かる。 

 ところが、ビジネス分野ではよくあるキーボードからのインプットの処理を行うプログラムに

対しては、上で述べたように業務と操作の分離という分割指針はほとんど無視されている。たと

えば、カーソルの移動を矢印キーで操作できるのが常識だと思うのであるが、こうするには業務

処理を記述はずのイベントプロシージャとして、矢印キーの操作に関するプログラムを記述しな

ければならない状態なのである。 

 

 

   図 3-3: ローレベルのイベントと高級イベント  

 

 

 RRR ファミリーは、ビジュアル開発支援ツールの上に構築しようと考えていたので、図 3-3 の

ように高級イベント (ハイベルイベント) と名づけたイベント体系をローレベルのイベント体系

の上に構築することにした。そして、高級イベント体系は、業務と操作の分離という分割指針に

忠実に従うようにした。 

 たとえば、ビジュアル開発支援ツールでは、画面上の項目に１文字でもインプットがあるとイ

ベントが発生するようになっているのに対して、高級イベント体系では、画面上のある項目にイ

ンプットされたデータをチェックすべきタイミングをイベント (高級イベント) にした。こうす

れば、どのような場合にデータのチェックが必要かを判断するプログラムが不要になる。これを

わずかな改善だと思われるかもしれないが、こういった判断をするプログラムなどの細々したも

のを集計すると、これらの操作性に関係するプログラム (狭義のフレームワーク) の行数は、業

務処理に関係するプログラムよりも多くなる。したがって、ハードウェア装置を細かく操作する

のに都合のよいイベント体系ではなく、業務処理に都合のよい高級イベント体系にすることは大

きな違いなのである。高級イベント体系を用いることで、業務処理に関係のない部分はプログラ

ミングが不要になり、高級イベントプロシージャのプログラム行数が少なくなるし、分かりやす

いプログラムになる。 
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 要するに、ローレベルのイベント体系は、操作性に関係するプログラムと業務に関係するプロ

グラムが混在しがちである。これに対して、高級イベント体系は、操作性に関係するプログラム

が混在しにくいインタフェースであり、操作性に関係するプログラムを記述しなくて済む。そし

て、その分だけ、業務に関係する部分のプログラム行数が少なくなる。 

 こういった効果が得られる理由は、次のように解釈することもできる。ハードウェア装置に密

着したローレベルのイベント体系は、ビジネスシーンに登場するイベントとのギャップが大きい

ために、これらの間を埋めるためのプログラムを大量に必要とする。そこで、ローレベルのイベ

ント体系ではなく、ビジネスシーンに登場するイベントに近いところに高級イベント体系を設け

れば、ギャップが小さい分だけ必要なプログラム行数が少なくなるし、分かりやすいプログラム

になる。 

 

 高級イベント体系は、このような効果が得られる反面、ハードウェア装置の細かな制御がしに

くくなる。この点に関しては、ビジネス分野の業務プログラムではほとんど気にしなくてよいの

であるが、この点に関係した次の問題がある。それは、ハードウェア装置の細かな制御を行うプ

ログラムが固定化されることで、操作性などが固定化されてしまうという問題である。これは、

一般の 4GL で“自由がきかない歯がゆさ”と表現されたあの問題に他ならない。なお、この問題

にどう立ち向かったかについては、｢トピック 6： 部品化イベント駆動方式を実現したツール｣ で

述べる。 

 高級イベント体系に関して問題があるかもしれない点としてもう一つ気になったのは、実際の

ビジネスシーンに登場するイベントへの対応力であろう。ローレベルのイベント体系は、細かな

イベントから構成されているので、それらを組み合わせることで、どのようなビジネスシーンに

も対応できることがこれまでの経験で分かっている。これに対して、果たして、それほど細かく

ない高級イベント体系でだいじょうぶなのかという点が気になる。しかし、これに関しては、こ

れまでのところ (初版執筆時点で３年ほどの間、改訂時点では７年の間) 問題にならずに、高級

イベントプロシージャの組合せによって、いろいろなビジネスシーンに対応できている。今後、

対応できないようなものに出くわす可能性がゼロとはいえないが、もしも対応できなければ、現

状のイベント体系に新たな高級イベントを追加するという方法もとれる。したがって、ビジネス

シーンへの対応力については、問題ないのである。このことは、高級イベント体系に近い体系が

採用されている 4GL において、この種の対応力に関する問題が発生していないことからも、裏付

けられる。 

 

 業務と操作の分離という分割指針に関する話がだいぶ長くなったので、ここでまとめておく。

ビジュアル開発支援ツールでは、この分割指針が忠実には守られていない。そこで、RRR ファミ

リーでは、ビジュアル開発支援ツールのローレベルのイベント体系の上に高級イベント体系を構

築して、業務と操作の分離という分割指針に忠実に沿うようにした。 

 

3.2.3-s 部品を区切る分割指針に関する改善点その２ 

 イベント駆動方式を採用しているツールおよび嵌め込みシステムの部品を区切る分割指針を見

ると、業務と操作の分離に近い指針の他に、データ項目対応 (オブジェクト対応) の分割という

分割指針を採用しているようにみえる。ただし、分割指針にどのくらい忠実に従っているかとい

う点においては、部品化アプリ再利用システムの理想とするところと大きな隔たりがあった。 

 

 一見すると、4GL もビジュアル開発支援ツールも、データ項目対応の分割指針に沿っているよ

うにみえる。すなわち、あるデータ項目に関するあるイベントが発生すると、そのデータ項目の

そのイベント種別に対応するイベントプロシージャが動作するようになっている。したがって、



 84

イベントプロシージャは、データ項目ごとに作成することになっていると。正確には、データ項

目とイベント種別の組合せごとに作成するのであるが、同じデータ項目に関するイベントプロシ

ージャは同じグループに属するものと考えれば、正にデータ項目ごとに分割されていることにな

る。 

 

 ところが、肝心なところが欠けていた。データ項目部品を形成するための重要なイベント、す

なわちアップデートプロパゲーション (更新伝播) に関するイベントが欠落していたのである。

この欠落のために、イベントプロシージャのデータ項目ごとの区切りがぼやけていた。 

 この具体例として、ビジュアル開発支援ツールを用いて、商品の受注計上データのインプット

支援を行うプログラムを開発する場合を考えていただきたい。すなわち、図 3-4 のような画面を

もつ業務プログラムを作ろうというのだ。この画面では商品コードというデータ項目にデータが

入力されると、商品コードに関するあるイベントプロシージャが動作することになる。そのイベ

ントプロシージャの中では、インプットされた“商品コード”が商品マスタファイルにあるかど

うかをチェックするだけでなく､“商品名称”や“商品単価”の表示処理を行うのが普通である。

ここで問題なのは､“商品コード”のイベントプロシージャの中で“商品名称”とか“商品単価”

のような他のデータ項目の処理までも行ってしまうということである。したがって、データ項目

ごとの区切りがぼやけているのである。 

 

 
   図 3-4: ビジュアル開発支援ツールを使った業務プログラム 

 

 こうすると、いろいろと不都合がある。たとえば、商品のキャンペーンのために、ある期間だ

け“商品単価”を２割引にするようなカスタマイズを行う場合には、商品コードに関するイベン

トプロシージャを変更しなければならなくなる。商品単価に関するカスタマイズなのだから、商

品単価に関するイベントプロシージャを変更するようにしたいのであるが、そうはいかないので

ある。また、このイベントプロシージャは、商品コードと商品名称と商品単価の三つだけが登場

する画面にしか使うことができないので、再利用できる局面が限られている。できれば、商品コ
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ードと商品名称の二つが登場する画面にも再利用したいし、商品コードと商品名称と商品単価と

商品賞味期限の四つが登場する画面にも再利用したいのであるが、そうはいかないのである。 

 これらの不都合は、みなデータ項目ごとの区切りがぼやけているために起きる問題である。し

たがって、データ項目ごとの区切りを明確にすることが必要になる。このためには、商品コード

に関するイベントプロシージャの中では、インプットされた“商品コード”が商品マスタファイ

ルにあるかどうかをチェックする以外の他のデータ項目に関する処理をしてはならないのであ

る｡“商品名称”や“商品単価”の表示処理は、それぞれ商品名称や商品単価のイベントプロシー

ジャの中で行うようにすべきなのである。 

 このためには、他のデータ項目の値の変化を契機としてイベントプロシージャを起動する機構

が必要になる。つまり、アップデートプロパゲーションの機構が必要なのである。この機構を実

現するために、図 3-3 のように高級イベントと名づけたイベント体系をビジュアル開発支援ツー

ルのローレベルのイベント体系の上に構築することにした。そして、高級イベント体系の中に、

特別な高級イベントを追加し、アップデートプロパゲーションの機構を利用できるようにした。 

 この結果、SSS 部品と同様にデータ項目ごとの区切りのよいデータ項目部品にすることができ

た。上で述べた不都合がすべて解消した上で、次のようにすることによって開発作業の負荷を軽

減した。すなわち、SSS の場合にはアップデートプロパゲーションの処理を行うプログラムを手

作りする必要があったのであるが、RRR ツールではこのプログラムを自動生成するようにした。 

 なお、このアップデートプロパゲーションの処理を自動化するにあたっては、数学の一分野の

有向グラフの理論を活用して、無駄な呼出しが起きない方式 (Width First 方式) を採用した。 

 

 4GL やビジュアル開発支援ツールのイベントプロシージャは、データ項目対応の分割という分

割指針に忠実に従っていないので、残念ながら部品と言えるようなものではない。しかし、イベ

ントプロシージャを RRR 部品セットのように忠実にデータ項目対応に分割したものにすると、ま

とまりがよくなるし、いろいろな局面で再利用できるものになる。部品としての価値が生じて､

‘ビジネスロジック部品’と言えるようなものになる。そこで、一般のイベント駆動方式を改良し

て、イベントプロシージャが部品としての価値をもつようにしたものを部品化イベント駆動方式

と呼ぶことにする。 

 4GL やビジュアル開発支援ツールのイベント体系を評価してみると、どんなプログラムでも作

れるようにすることを第一に考えるためか、必ずしもイベントプロシージャが作りやすくはなっ

ていない。これに対して、部品化イベント駆動方式のイベント体系を設計するにあたっては、イ

ベントプロシージャが作りやすく、かつカスタマイズしやすくなることに重点を置いた。そして、

このためには、アップデートプロパゲーションの機構が必要だったということなのである。 

 
 

トピック 6： 部品化イベント駆動方式を実現したツール 

 RRR ツールについては、ウッドランド社とアプリテック社とで分担開発した。すなわち、ビジ

ュアル開発支援ツールに機能をアドオンして、あたかも部品化イベント駆動方式を採用したツー

ルように変身させるところはアプリテック社が開発して、これ以外のデータベースのアクセスに

関わる部分などのすべてはウッドランド社が開発した。 

 

 ここでは、アプリテック社がマイクロソフト社の Visual Basic というビジュアル開発支援ツ

ールのアドオンツールとして開発した MANDALA (マンダラ) のご紹介をする。 

 RRR ツールの中核に位置づけられる MANDALA には、上に述べたように部品化イベント駆動方式

を採用した。また、業界標準と言えるような Visual Basic のアドオンツールにすることによっ

て、MANDALA 自体の開発負荷を軽くした。もしもツールに必要なすべての機能を独自に開発する
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ようなことをすると、開発スピードも落ちるし、環境の変化に素早く対応できなくなる。生産性

を上げるためのツールが、それ自体の開発の重さに失速してしまい、ユーザに対して“はしごを

はずす”ことになり、多大な迷惑をかけた事例は数多くある。したがって、そんなことにならな

いように、開発の軽いアドオンツールにして、ビジュアル開発支援ツールに欠ける機能だけを開

発することにした。 

 

 そして、MANDALA を設計するにあたって次の四点に注意を払った。 

 ・ ビジュアル開発支援ツールに含まれていない 4GL の機能をすべて取り込む 

 ・ 操作性の変更要求 (カスタマイズ要求) に対処しやすい構造にする 

 ・ GUI の見栄えの良い操作だけでなく従来どおりのキーボード操作も可能にする 

 ・ 標準となった言語仕様を用いる (ローカルな言語仕様はつくらない) 

 

 このようにして、MANDALA に 4GL の有用だと思われる機能はすべて盛り込んでオープンな 高

のツールにすることを目指した。たとえば、これを使って作った画面アプリでは、データベース

へのデータの追加だけでなく参照・更新・削除の処理も行えるマルチ機能に仕立てることも可能

にした。特に､“自由がきかない歯がゆさ”と言われて 4GL が嫌われてしまう問題点については、

MANDALA をパラメタカスタマイズできるようにして対応した。しかし、実際にはそれでは対応で

きないこともあった。そこで、MANDALA 自体をプログラムカスタマイズしやすくして、開発者の

方々からの要求にタイムリに応えるサービスも実施した｡“お抱えツール屋サービス”とは、

MANDALA 自体をプログラムカスタマイズする AppliTech サービスの一つであり、既に 10 社以上

のお客様に有償でご提供済みである。なお、一般のツールベンダがツールのカスタマイズサービ

スに積極的でないのは、第１章で述べた業務パッケージ開発業者と同様に手離れのよいビジネス

を好むためである。しかし、アプリテック社では、このサービスを MANDALA を多様な環境に適応

可能にさせるためのカスタマイズ要求に関する情報収集策だと考えて実施している。 

 それから、MANDALA で開発する業務プログラムの性能などに配慮して、MANDALA はプログラム

生成タイプのツールとして開発した。一般に、プログラム生成タイプのツールは、プレ生成ツー

ルとポスト生成ツールに分類できる。プレ生成ツールでは、生成処理が先に行われるので、生成

結果に開発者が手を入れなければならないが、ポスト生成ツールは、開発者が記述したプログラ

ムを解析して、それにふさわしい生成を行う。しばしば生成タイプのツールには多くの問題点が

あると言われるが、それはプレ生成ツールの問題点である。MANDALA は、そういった問題点のな

い、業務プログラムの変更や再生成が自由に行えるポスト生成ツールにした。 

 

 以下に参考のために、MANDALA で開発する業務プログラムが用いる高級イベントの主なものを

載せておく。各高級イベントの名前は、それぞれの高級イベントプロシージャにおいて、どのよ

うな処理をすべきかを表わしている。これらの中で“派生値”という高級イベントに、注目して

いただきたい。これは、アップデートプロパゲーションに関係するものである。 

 

 ・ 入力チェック (Check) 当データ項目にインプットされたデータのチェック。 

 ・ 派生値 (Derived)   他のデータ項目へのデータのインプットを契機とした、当データ項

目への値の設定。 

 ・ 初期値 (InitVal)   各処理の完了ごとの当データ項目への初期値の設定。 

 ・ 案内表示 (Prompt)   当データ項目に関する促進メッセージの発行。 

 ・ 選択リスト (SList)  当データ項目への入力候補データ一覧 (選択リスト) の表示。 
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 また、以下に参考のために、Visual Basic で使えるイベント (ローレベルのイベント) の主な

ものを載せておく。各イベントの名前は、それぞれのイベントプロシージャがどのような契機で

呼び出されるのかを表わしている。 

 これらがハードウェア依存のローレベルのイベントであるのとは対照的に、高級イベントは業

務プログラムのビジネスロジックに直結するものであるという違いに注目いただきたい。 

 

 ・ Change        当オブジェクトの内容が変更されたという契機。 

 ・ Click         当オブジェクトがクリックされたという契機。 

 ・ GotFocus       当オブジェクトにカーソルが来たという契機。 

 ・ KeyPress       当オブジェクトにカーソルがあるときに、キーボードのキーを押下

したという契機。 

 ・ LostFocus       当オブジェクトからカーソル抜けたという契機。 

 ・ MouseUp        当オブジェクトにカーソルがあるときに、マウスボタンを離したと

いう契機。 

 

 なお、ここのオブジェクトとは、画面とか画面の中のフィールド (データ項目) を意味する。 
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第４章 ソフトウェア開発の生産性 
 

 一般に、ソフトウェアを開発した経験のない方々は、ソフトウェアの開発を物の製造と同じだ

と考えたがるが、これは大いなる誤解を発生させる。また、ソフトウェア開発の生産性は簡単に

数値化可能であると考えるのも誤りである。そして、ソフトウェア開発の実態に立ち入らずにそ

の生産性を議論するようでは、有効な成果は期待できない。意味をなさない議論が展開されて、

生産性の数値が一人歩きをするだけである。これでは、何の実りもない。 

 この章では、まずソフトウェア開発とは何なのかをある程度深く認識してから、その生産性の

正しい計り方について考察してみる。その後で、これまでのソフトウェア開発の歴史を振り返っ

て生産性が向上しているかどうかを調べ、 終的には、生産性を向上させる方法を探ることにす

る。 

 

 この章は、プログラムの中のバブル、すなわち冗長な部分を取りあげたためか、本文までも少

しばかり冗長になったようである。この章の内容を常識どおりで冗長だと感じた方は、興味のあ

る部分だけを拾い読みするのがよいかもしれない。この章には、第３章および第５章の記載内容

を裏付ける事柄が書いてあるので、第３章および第５章の記載内容に納得していただけるようで

あれば、この章は飛ばしても本書の趣旨は通じる。しかし、常識とは異なることを述べているな

との印象をもたれた方は、慎重にじっくり読んでいただくのがよいだろう。 

 

 

４．１ ソフトウェア開発の生産性とは 

 

 ソフトウェア開発を管理する立場の方々は、もしもソフトウェア開発の生産性に何らかの関与

をしたいと考えたとしても、必ずしも細かな開発作業の内容を知る必要はない。しかし、少なく

ともソフトウェア開発とはどんな作業なのかを正しく認識することは必要である。 

 この節では、ソフトウェア開発とはどんな作業なのかを見ることから始めて、その生産性につ

いての理解を深めることにする。 

 

4.1-a ソフトウェアの開発は設計作業 

 ｢ハードウェアの生産性は飛躍的に向上しているわりに、ソフトウェアの生産性は向上していな

い｣ といわれることがある。この言い方には、ソフトウェアに関わる技術者の奮起を促す意味が

込められている。これはこれで素直に受け止めるべきだろうが、この文の意味は次のように解釈

すべきだろう。 

 飛躍的に向上しているのは、ハードウェア (物) の製造に関する生産性だとみなしてよいだろ

うし、向上していないのは、ソフトウェア開発という設計を人間が行う際の生産性だと考えるの

が妥当だろう。したがって ｢ハードウェア (物) の製造の生産性は飛躍的に向上しているわりに、

ソフトウェアの設計の生産性は向上していない｣ というように理解できる。 

 そもそも、ハードウェアの生産性とかソフトウェアの生産性というような言い方は曖昧である。

意味を明確にするには、ハードウェアについてもソフトウェアについても“設計の生産性”と“製

造の生産性”とに分けるべきである。すなわち、ハードウェアの設計、ハードウェアの製造、ソ

フトウェアの設計、ソフトウェアの製造の四つを比較すべきである。こうすると、設計か製造か

という点にこそ本質的な違いがあるのであって、対象がハードウェアかソフトウェアかという違

いはわずかで、むしろこれらには共通点が多いことに気がつく。たとえば、支援ツールを比べて
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みると、ハードウェアの設計を支援する CAD (computer aided design) はソフトウェアの設計を

支援する各種のエディタやコンパイラに相当するし、ハードウェアのシミュレータはソフトウェ

アのデバッガに相当するというように、それぞれに対応するものがある。このような認識に立つ

と、ソフトウェアであってもハードウェアであっても ｢製造の生産性は飛躍的に向上しているわ

りに、設計の生産性は向上していない｣ という本質が見えてくる。 

 

 この辺りの理解を深めるために､“設計”と“製造”という言葉の意味を明確に定義することか

ら始めよう。 

 ここで“製造”とは、既に設計が済んでいることを前提にして、設計作業を通して明確にされ

たものの“実体を作る”ことを意味するものとする。車とかコンピュータハードウェアとか建造

物とか印刷機とかの製造とは、設計図面で明確にされた何らかの物体を作ることであるし、ソフ

トウェアとか書籍とかの製造とは原本のコピーが入ったフロッピーディスクとか CD-ROM とか綴

じた紙の束を作ることに他ならない。 

 そして“設計”とは、製造対象物を明確にすること、すなわち製造対象物に関する曖昧さを一

切なくすことを意味するものとする。設計をするという行為によって、もはや製造段階では何を

作るのかという迷いが一切生じなくなり、創造性を発揮する余地もなくなるのである。言い換え

ると、製造対象物に関しては (詳細な製造方法を別にすると) 一かけらの創造性も必要としない

ようにすべてのお膳立てをすることが“設計”なのである。 

 “設計”とは、小説を例にとると、構想を練って、取材をして、執筆して、推敲して、装丁を

デザインするというような作業である。これに対して､“製造”とは、活字を組んで原版をつくり、

印刷機を回し、製本するというような作業である。 

 なお、第３章では、要求仕様の明確化という作業とそれを実現させる作業とを区別したが、こ

れら二つの作業の後に続くのが“製造”工程である。そして、これら二つの作業は、広義の“設

計”作業だと捉らえることができる。どうしても区別したければ、要求仕様の明確化とは、狭義

の“設計”の前に行うものであり、要求仕様を実現させること (実現させた姿を考え出すこと) が

狭義の“設計”に相当すると捉らえても構わない。 

 

 ソフトウェアの開発は、ウォータフォールモデルに基づこうがスパイラルモデルに基づこうが、

計画／分析、概要設計、プログラミング、テストなどの作業が含まれている。これらの中のプロ

グラミングを製造と呼ぶので誤解が生じるのであるが、少し考えれば分かるようにプログラミン

グは決して製造ではない。製造工程とは、製造対象物が明確になった後に、ソフトウェア製品と

なるフロッピーディスクや CD-ROM などにデータを焼きつける工程のことである。プログラミン

グ作業は、ソフトウェアという製造対象を明確にする作業に他ならないので、設計工程に含まれ

るものである。いわば、設計図を仕上げる作業に相当すると考えるのが正しい。 

 そもそも、ソフトウェア開発はそのほとんどすべてが設計作業である。したがって、その生産

性を向上させたければ、設計作業の生産性向上策を練るべきなのである。ソフトウェア開発を製

造工程に無理にたとえて、製造作業の生産性向上の成果にあやかりたいと思っても、それは単な

る希望にしか過ぎない。この後の ｢４．３ ソフトウェア開発の生産性は向上しているか｣ で述べ

るように、製造作業の生産性向上策を設計作業に適用するのは難しいのである。ソフトウェア開

発を製造工程にたとえるのはご自由であるが、誤解を生み幻想を育てることになるだけなのでお

勧めできない。 

 

4.1-b ソフトウェア開発の生産性をどう計るか 

 生産性とは“成果物の量”を成果物の製造または開発に費やした“延べ作業時間”で割った値

であり、単位作業時間当たりの成果物の量を意味する。生産性の値は、従来の生産方法と比較し
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て、成果物の量を増やすか、あるいは延べ作業時間を減らせば、高くなるという関係があり、生

産性はこの二つ (成果物の量と延べ作業時間) の比によって決まる。 

 

 生産性 ＝ 成果物の量 ／ 延べ作業時間 

 

 まず延べ作業時間の計り方については、人間が直接かかわった時間だけをカウントすることに

する。ソフトウェア開発の場合には、開発費の大半は人件費なので、こうしても大きな誤差はな

いだろう。 

 ただし、多額の設備投資を必要とする装置産業の場合には、装置のコストも考慮すべきである。

つまり、もっと精密にするには、装置の開発や製造のために費やした人間の作業時間も含めるべ

きだろう。これはもっともな考え方なのだが、ここではソフトウェア開発の生産性を取りあげて

いるので、話を簡単にするために、そうした設備類は開発や製造のための基盤 (インフラストラ

クチャ) だと考え、それらを前提とした上で、開発や製造に人間が直接かかわった延べ作業時間

だけを用いて生産性を算出することにする。 

 延べ作業時間はこのように片がつくのであるが、成果物の量の計り方は難問である。特にソフ

トウェア開発のような設計作業の成果物の量の計り方は難しい。 

 参考にできるかもしれないと、製造作業の成果物の計り方を調べてみると、これも決して簡単

ではない。種類が異なる成果物を比較しようと考えると、たとえば車の製造と本の印刷製本とを

比較しようとすると、成果物の量の尺度をどう合わせるのか問題になる。あえて比較するのであ

れば、それぞれの作業による付加価値を金額に換算して計るしかなさそうである。一般に、成果

物の種類が異なるとその量を比較することは困難である。 

 同じ種類の製品については、たとえば車であれば、成果物の量を台数で計る (数える) ことが

できる。ただし、一口に車といっても、製造に手のかかる高級車もあれば、製造にあまり手をか

けない大衆車もある。成果物の量を単純に台数で計ると、その生産性は高級車よりも大衆車の方

が高いことになってしまう。だからといって、高級車の製造よりも大衆車の製造の方が生産性を

向上させる製造技術が優れている (という傾向が見受けられるが) とは限らない。成果物の量を

台数で計った生産性を比較するのならば、同じ種類の同じグレードの製品同士でないと、フェア

な比較にならない。 

 ユニークな設計の高層ビルのように世の中に一つまたは極めて少数しか作らないものの場合、

成果物の量をどういう単位で表現すべきかとい点は、特に難しい問題である。というのは、１棟

２棟のような大雑把な値を基に生産性を算出しても、それは他と比較しようがないので意味のあ

るデータとはいえないからである。たとえば、クフ王のピラミッドの建造に 100 万人年の延べ作

業時間がかかったものとすると、その生産性は 0.000001 棟／人年であるということになる。し

かし、これは生産性の数値としての意味をもつわけではなく、単なる延べ作業時間の逆数にしか

過ぎない。１棟２棟のような単位ではなく、他と比較しやすい表現にしないと、生産性としての

意味をもつデータにならない。ある意味では建造物の価値を無視するかもしれないが、たとえば

成果物の量を床面積とか体積というような共通の尺度で計る工夫が必要である。 

 

 小量生産とは違って大量生産される工業製品の場合には、同じ製品の生産性を比較することは

簡単である。１台２台という単位で成果物の量を計って (数えて) で生産性を算出すれば、少な

くともその製品に関する限り十分に意味のあるデータになる。たとえば、ある車が０．３台／人

日で製造できるという生産性データは、その車の製造方法を変更するような場合、それが生産性

向上に有効かどうかを示すデータとして役立つ。その車に関する製造技術を評価する際のバロメ

ータとして意味をもつのである。 
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 このように繰り返し行われる作業の場合は、その個数 (回数) で成果物の量を表した生産性は

十分に意味がある。しかし、小量しか生産されないものの場合とか、成果物の種類やグレードが

異なる場合には、成果物の量を表す適当な共通の尺度を見つけないと、生産性を比較できない。 

 

 ここまで製造作業の成果物の計り方を見てきたが、ソフトウェア開発のような設計作業の成果

物の量についても似たようなことが言える。 

 一般に、ソフトウェアは一品一品開発するのが普通であったので (本書はこれをお勧めしてい

ないことに注意していただきたいが実態はこうなので)、ユニークな設計の高層ビルの場合と同じ

ように小量生産にまつわる問題がある。しかも、一口にソフトウェアといっても、開発に手のか

かるソフトウェアもあれば、あまり手のかからないソフトウェアもある。したがって、成果物の

量を１システム２システムという大雑把な計り方 (数え方) をして算出した生産性では、他と比

較のしようがない。この業務システムは、0.01 システム／人月の生産性であったといわれても、

その数値は延べ 100 人月かかったことを示すだけで、生産性としての意味をもつことにはならな

い。それぞれの開発の生産性を比較できるようにするためには、成果物の量をどう表現するのか

という工夫が求められる。ピラミッドという成果物の量を床面積とか体積で代表させるというよ

うな工夫が必要になるのである。 

 この共通の尺度に関してはいろいろな提案や議論がある。｢コメント文 (注釈文) を除いたプロ

グラム行数は、いくらでも水増しできるという問題点があるが、他に良い尺度がないのでこれを

用いるしかない｣ とか、｢画面や帳票やレコードやデータ項目の数に、ある重み付けした点数で計

るべきだ｣ とか、｢その成果物による収入で計るべきだ｣ とか、苦肉の策と思われるようなものも

含めていろいろなことがいわれている。なお、プログラム行数に近い計り方だけでもいろいろな

種類があり、プログラムの文の数でカウントした方が正確だとか、文字数でカウントすべきとか、

細かい議論がある。本書では、そこまでは立ち入らずに、これらを“コメント文を除いたプログ

ラム行数”で代表させることにする。 

 

4.1-c プログラムのミニマム情報量 

 ソフトウェア開発の成果物の計り方を十分に納得できるものにするには、何らかの理論的な裏

付けが欲しい。情報理論の基礎をなす有名なシャノン (Shannon) の定理は、情報量と通信容量と

の関係を明確にしたものであり、情報の中から冗長性を取り除く理論的な裏付けになっている。

したがって、その“情報量”を用いて成果物の量を計れば、納得のいく客観データが得られるこ

とになるはずである。つまり、あるプログラムを開発した際に、そのプログラムを記述する (あ

るいは通信回線を通して送る) のに必要なミニマム情報量がもしも分かるとすると、その値を成

果物の量とすることによって一つの客観的な生産性を定義できる。このミニマム情報量とは、平

たく言うと、そのプログラムを もコンパクトにしたときのプログラムサイズのことである。こ

れをもう少しシャノンの定理に沿うように言うと、そのプログラムをうまく作り替えて、そのプ

ログラムを通信回線で送るときのバイト数が も少なくなるようにした場合の、そのバイト数の

ことである。なお、成果物の量としてプログラムのミニマム情報量を用いた生産性のことを真の

生産性と呼ぶことにする。 

 これで準備ができたので、いざプログラムのミニマム情報量を求めようとすると、これを求め

るアルゴリズムが見つかっていないことに愕然とすることだろう。さらに言えば、コンピュータ

の理論に登場する有名なチューリング (Turing) マシーンの停止問題には一般解法が存在しない 

(注８) のと同様に、プログラムのミニマム情報量を求めるアルゴリズムはどうも存在しないよう

だということに気づく。一般解法がないとなると、ミニマム情報量は個々のプログラムごとに創

造性を発揮して実践的に求めていくしかない。すなわち、プログラムの中の無駄な部分を省いて、

共通部分を共通サブルーチンや共通メインルーチンとして括り出し、プログラム情報を圧縮して 
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(注９) というようなテクニックを駆使して、できるだけ小さなプログラムに変えていくのであ

る。この作業は非常に難しい作業であり、プログラムを開発することと比べ物にならないほど多

くの労力がかかることだろう。しかも、これ以上小さくすることはできないと言い切るのは難し

いので、いつ果てるともない仕事になってしまう。要するにミニマム情報量を求めることは極め

て困難なのである。 

 

─────────────────────────────────────────── 

注８： チューリングマシーンとは、コンピュータの理論を展開する際に用いられる仮想的なコン

ピュータのこと。チューリング (Turing,A.) が考え出したのでこの名が付けられた。なお、コン

ピュータ分野で貢献した個人またはグループに米国計算機学会 (ACM) から与えられるチューリ

ング賞も彼の名にちなんでいる。 

 チューリングマシーンの停止問題とは、いわばあるプログラムを走らせたときに、いつか停止

することになるのか、あるいは複雑なループをするなどして永遠に動き続けることになるのか、

のどちらなのかを判定する問題のこと。特定のプログラムを取りあげると、停止問題の答えを出

すことができる場合がある。しかし、どんなプログラムが与えられてもその答えを出せる、とい

えるような一般的なアルゴリズムは存在しないことが (すなわち停止問題の答えを出すようなプ

ログラムをつくれないことが) チューリングによって証明されている｡“停止問題の答えを出せな

い”というコンピュータサイエンスの世界におけるこの定理は、ゲーデル (Gödel,K.) の不完全

性定理に対応するものであり、世の中には絶対に解けない問題が存在することの例になっている。 

 

注９： シャノンは、情報圧縮の限界を理論的に次のように示した。もしも、すべてのプログラム

に関して、それぞれが使用される確率分布が分かれば、確率 P で使用されるプログラムは次のビ

ット数に圧縮できる。 

 

 Log2 (1/P) 

 

 たとえば、1/8 の確率で使用されるプログラムは 3 ビットに圧縮できるし、1/256 の確率で使

用されるプログラムは 8 ビット、すなわち 1 バイトに圧縮できることになる。これは常識的な

値よりも大幅に小さいように思われるかもしれないが、プログラムに付けた名前 (またはプログ

ラムを識別するためのコード) だと考えると理解できる値である。部品化再利用の究極の姿は、

もはやプログラムを開発することがなくなり、既に開発済みのプログラムの識別コードを唱える

だけになることを理論的に示したものだと捉らえればよいだろう。なお、この理論的なシャノン

の圧縮の成果を得るためには、圧縮結果を解凍するための莫大な解凍プログラム (いやプログラ

ム名からその本体を引き出すための莫大なプログラムライブラリと呼ぶべきかもしれない) が必

要になることにご注意いただきたい。 

 ここでは、理論的な限界から現実的な情報量の算出方法の話に立ち戻って、すなわちすべての

プログラムについてどの程度使用されるのかという確率分布が分かるわけではないし、部品化再

利用の究極の終焉まで行き着けるわけでもないので、次のように解凍処理に配慮した考え方をと

るのがよさそうである。 

 圧縮・解凍プログラムを新規に開発して、プログラムを圧縮するのが得策であれば、そうすれ

ばよいのであるが、この場合、算出する情報量には、その解凍プログラム自体のミニマム情報量

を加えるものとする。なぜなら、解凍プログラムも一緒に通信回線を通して送らないことには、

送り先で解凍できないからである。いわば、自己解凍形式のファイルにするのと同等の処置が必

要だとお考えいただきたい。 



 93

 それでは、既存の圧縮・解凍プログラム (たとえば ZIP) を用いる場合はどうかというと、算

出する情報量には、その解凍プログラムの名前 (一般には解凍プログラムを識別するためのコー

ドとして拡張子が使われている) に相当する情報量 (拡張子であれば 3 バイトほど) を加えるこ

ととする。なぜなら、解凍プログラムまでも通信回線を通して一緒に送る必要はないだろうが、

解凍プログラムの名前が分からなければ、送り先で解凍できないからである。 

─────────────────────────────────────────── 

 

 ミニマム情報量は簡単に求められないので、これに代わる成果物の量として ｢コメント文を除

いた開発プログラム行数｣ を採用するのが普通である。もしもこの値がミニマム情報量に比例す

るものとすれば、これは客観的な意味をもつ生産性だとみなすことができる。確かに、コメント

文を除いた開発プログラム行数とミニマム情報量とは、統計的には比例する傾向があるように思

われる。しかし、個々の開発をみると、コンパクトに引き締まったプログラムもあれば、バブル (冗

長部分) でふくれ上がったプログラムも存在する。このふくれ具合を何らかの形で推定して補正

しないことには、上げ底、水増しのとんでもないプログラムだとは知らずに、高い生産性を上げ

たと誤った評価を下すことになってしまう。 

 

 これをピラミッド建造の生産性にたとえると、｢コメント文を除いた開発プログラム行数｣ と

は、外から計れるピラミッドの体積に相当するようなものである。しかし、ピラミッドにはぎっ

しりと石の詰まったものや、大量の隙間を含むいわばバブルでふくれ上がったものもあるかもし

れない。もしもこうだと仮定すると、見かけの体積という尺度で成果物の量を表現するのは、必

ずしも適切ではない。中に隙間のあるピラミッドは、石を詰め替えて見かけの体積を 小にした

ミニマムピラミッドに作り替えて、その実質の体積 (ミニマム情報量) を成果物の量とすべきで

ある。しかし、ピラミッドを作り替えるのは莫大な作業量を必要とするので、仕方なく見かけの

体積で成果物の量を計っているということになる。大袈裟な作り替えなどせずに、簡単にミニマ

ムピラミッドの実質の体積を求める方法があるとよいのだが、プログラムに関してはそういう方

法がないのである。 
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４．２ ソフトウェア開発の生産性の計り方いろいろ 

 

 ソフトウェア開発の生産性としては、誰もが納得できるような計測方法があるわけではない。

そこで少しでも納得できるようにするには、一つの計測方法だけを頼りにするのではなく、複数

の計測方法を併用して総合的に判断する方がよさそうである。そのために、いくつかの計測方法

をご紹介することにする。 

 

4.2-d プログラム行数を用いて算出した生産性の補正方法 

 まずは、ソフトウェア開発という設計作業の生産性の実績を示すために広く用いられる、次の

式で表される生産性から説明する。 

 

 コメント文を除いた開発プログラム行数 ／ 延べ作業時間 

 

 本書では、何の補正もせずにこの式の通りに計算した値を単純生産性と呼ぶことにする。単純

生産性は簡単に求められる点はよいのであるが、これに頼ると次のような弊害がある。すなわち、

中身が詰まったコンパクトなプログラムを開発すると生産性が低く評価され、逆にふくれ上がっ

たものを開発すると高く評価されることになる。このような評価方法をとっていると、プログラ

ムをコンパクトにする努力を阻害して、バブルでふくらませる安直な手段を推奨することになっ

てしまう。悪意をもって水増しして見かけの生産性を高めることはめったにないとしても、これ

では知らず知らずの間にふくれ上がったプログラムを当たり前だと思うように慣らされてしま

う。いや、既にそうなっているように見受けられる。 

 

 こういった問題点は、成果物の量として開発プログラムの行数という、いわば見かけの体積を

採用したことにより発生した不具合である。これを正すには、単純生産性をそのまま用いるので

はなく、中身の詰まり具合によって成果物の量に補正を施すことである。そして､“真の生産性の

ように完全にバブルを取り除いた生産性値”に近づけるべきである。なお、単純生産性を補正し

たものを本書では補正生産性と呼ぶことにする。 

 

 生産性の補正方法としては、単純にバブルが見つかる度にその分を成果物の量から差し引くの

が分かりやすいと思う。たとえを挙げると、ピラミッドの中に隙間が見つかる度にその分を差し

引いていくのである。 

 具体的には、不要なプログラムステップが見つかったら、開発プログラム行数からその分を差

し引く。また、ライブラリに登録されている共通サブルーチンが再利用できるにもかかわらず、

新たに開発していたという重複が見つかったら、それはバブルなので、開発プログラムからその

行数を差し引くことで補正を施す。 

 再利用できるソフトウェア資産はいろいろある。共通サブルーチンだけでなく、操作性に関係

する共通メインルーチンや業務仕様に関係するデータ項目部品なども再利用できることは、本書

で明らかにしたとおりである。したがって、これらに対しても部品ライブラリに登録されている

資産を徹底的に再利用するという原則は適用すべきである。したがって、もしもこれに反して新

たに共通メインルーチンやデータ項目部品またはそれ相当のルーチンを重複して開発しているの

が見つかったら、補正を施す。 
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 このようにして求めることのできる補正生産性は、次のように表現できる。ちなみに、単純生

産性についても、同様の表現を示しておく。なお、｢実際に開発したプログラム行数｣ は、｢実質

的に開発が必要なプログラム行数｣ よりも ｢発見したバブル行数｣ だけ大きな値を示す。 

 

 補正生産性 ＝ (実際に開発したプログラム行数 － 発見したバブル行数) ／ 延べ作業時間 

       ＝  実質的に開発が必要なプログラム行数 ／ 延べ作業時間 

 

 単純生産性 ＝ 実際に開発したプログラム行数 ／ 延べ作業時間 

 

 上記の補正方法は単純で分かりやすいのであるが、バブルを人手で検出しなければならないた

めに見落としがあるかもしれないという問題がある。つまり、バブルの検出の感度によって、補

正生産性の値が異なってしまう。うっかりしてバブルを見つけ損なうこともあるだろうし、また

元々バブルだとは思いも寄らなかった部分は検出できない。たとえば、操作性に関係する共通メ

インルーチンのことを教えられないと、その部分を重複して開発してもバブルだとは気がつかな

いかもしれない。気がつかないと補正できないので、補正生産性は“真の生産性のように完全に

バブルを取り除いた生産性値”にはならない。確かにまだ誰も気づかない部分は検出のしようが

ないが、バブルに関する認識を深め、気づいたものは必ず補正することがこの方法の基本なので

ある。補正生産性をきっちりと求める別法があるとよいのであるが、残念ながら上記のように補

正する以外にうまい方法はなさそうである。 

 このように理解すると、あまり意味をなさない単純生産性は別として、意味のあるソフトウェ

ア開発の生産性は簡単には数値化できないことがお分かりいただけると思う。 

 

 いくつか問題点はあるが、何も補正を施さない単純生産性よりも補正生産性の方がずっと“真

の生産性 (完全にバブルを取り除いた生産性値)”に近い値を示す。しかも、単純生産性を用いる

ことからくる弊害は、補正生産性の採用によって大幅に緩和される。現状では単純生産性が幅を

きかせているが、補正生産性に速やかに切り換えるべきだろう。切り換えるには、これまで必要

のなかった補正作業という手間がかかる点が障害になるかもしれないが、これはプログラムのレ

ビューの際に並行して行えばよいだろう。 

 
 

トピック 7： パソコンによる開発とレビュー 

 あるところで ｢補正生産性を求めるための補正作業は、プログラムのレビューの際に並行して

行うのがよい｣ という話をしたのであるが、キョトンという顔をされてしまった。なぜかと尋ね

てみたところ、 近はプログラムのレビューを行わなくなっている実態が分かった。そこの出席

者の場合は、１割ほどしかレビューの習慣がないとのことであった。 

 昔はコンピュータが高価だったので、それを使える時間が限られていた。そこで、短時間の内

にデバッグが終わるように、レビューに力を入れたものであった。パソコンが普及して、いつで

もコンピュータが使える環境になったのは良いのであるが、レビューが忘れ去られているようで

ある。 

 念のためにレビューとは何かというと、書いたプログラムを見直す作業である。いわば、文章

の推敲に相当する作業なのである。レビューには、一人で行う自己レビューもあるが、大抵は開

発プロジェクトの関係者数人で行うことが普通である。レビューの目的は、インタフェースの不

整合を見つけたり、バグを見つけたりすることであるが、これら以外にプログラミングに関する

情報交換という意味もある。つまり、美しいプログラムを見たり、美しいプログラムにしたりす

るための意見交換の場でもあったのである。 
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 情報交換がないと、プログラムは一人よがりのものになり、磨きがかけられるチャンスを逸す

る。また、お互いのプログラムの中の共通部分が見つからないまま残るので、再利用が阻害され

る。これらは、恐るべき大問題である。なぜなら、コンピュータパワーをふんだんに使えるよう

になっても、バブルでふくれたプログラムを作っているのでは、開発要員をいくら増やしても追

いつかないからである。補正生産性を求めてみれば、このことが立証できるはずである。 

 

 “人月”という単位で見積もった値が売上に直結する開発業者は、いっときは、うるおうかも

しれないが、そのツケはメンテナンス作業にまわる。つまり、メンテナンスのためにさらに人手

を食うことになる。これはメンテナンスという売上を得る業者には好都合なのかもしれないが、

発注者側にとっては踏んだり蹴ったりの酷い仕打ちだといえよう。 

 したがって、パソコンを使うようになってもレビューを行わせるべきである。以前とは違って、

WAN や LAN などのネットワークと適切なグループウェアを活用すれば、地理的に離れていてもレ

ビューができるような環境が整ってきている。このように良い環境が整備されてきたにもかかわ

らず、パソコンがふんだんに使えるために、かえってレビューが行われなくなっているのは全く

皮肉なことである。 

 

 ちなみに、レビューとは少し異なる観点で生まれたリファクタリングによっても、レビューの

ねらいは実現できる。したがって、もしもレビューは古いというのなら、リファクタリングを行

うのがよいだろう。こう考えると ｢レビューをしていますか｣ ではなく ｢リファクタリングをし

ていますか｣ と尋ねるべきだったかもしれない。リファクタリングとは、プログラムの冗長部分

を少なくするだけでなく、プログラムを変形することによって、あるねらった状況化での再利用

をしやすいものにすることに他ならない。 
 

 

4.2-e 生産性の向上率を求める実施検証 

 少しでも納得できる生産性の値を求めるために、複数の計測方法を併用することをお勧めして

いるが、ここではソフトウェア開発の生産性の絶対値を問うのではなく、あるネタ (材料、施策、

仕掛け、仕組み) を適用することによって生産性が何倍になるかという相対値、すなわち倍率に

着目してみよう。ここでは、各ネタがどれだけ生産性を向上させるのかを、そのネタの生産性の

向上率と呼ぶことにする。 

 生産性の向上率は明快で分かりやすい意味のあるデータになり得る。この値は、どのネタから

順番に適用していくのがよいかを示す合理的な判断材料になる。また、あるネタを適用した結果、

生産性がどうなったかを評価する場合、この生産性の向上率さえ得られれば事足りる。わざわざ

生産性の絶対値を求めるには及ばない。 

 

 生産性の向上率を求める方法は二つある。まずは実施検証によって求める方法から始めよう。 

 あるネタの適用による生産性の向上率は、一見すると、実施検証によって簡単に測定できるよ

うな気がする。すなわち、 初はそのネタを適用しないで、次にそのネタを適用して同じチーム

が同じ開発対象を開発してみれば、生産性の向上率は (延べ作業時間の比の逆数として) 求まる

ように思われる。たとえば、そのネタを適用しないときに 200 人月、適用したときに 100 人月

かかったとすると、そのネタによって生産性が２倍だけ向上したということができる。これは、

いわば生産性の向上率を実施検証によって求めたことに他ならない。 

 ところが、こういった実施検証はそう簡単ではない。もしも、同じチームが同じソフトウェア

を２回開発すると、開発者は以前の開発内容を記憶しているので２回目の方が生産性を高くでき

るに決まっている。暗黙のうちに再利用がなされてしまうのである。したがって、同じ開発対象
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を異なるチームに開発させなければ測定にならない。こうすると困ったことに各チームの開発能

力が等しいことを保証できなくなる。そこで、統計的に意味のある値を得るために、複数のチー

ムに同じものを開発させて平均値をとる必要が生じる。たとえば、10 チームがそのネタを適用せ

ずに開発し別の 10 チームがそのネタを適用して開発して、これらの結果を比較するような大規

模な実施検証をしなければならなくなる。いわば新薬の効果を検証する実験に似たことをするの

である。 

 この測定方法は大掛かりになりそうであるが、精度の高い測定結果が得られそうである。成果

物をどう計るのかとか、どうやってバブルを検出して単純生産性を補正するのかなどに悩まずに、

成果物の量は同じだとして延べ作業時間の方を比べればよいからである。この実施検証をする際

の問題点は、性能の良いもの悪いもの、バグの多いもの少ないものなど様々な質の成果物が得ら

れることだろう。したがって、その質までも問題にしないと公正な測定結果にはならない。成果

物の質を合わせるのは実際には難問であるが、ソフトウェアの品質に関する具体的な基準を設け

て、ある水準以上にすることを条件にして比較すれば、かなり妥当な生産性の向上率を求めるこ

とができそうである。 

 このような実施検証は大いに意味があると思うのであるが、実施したという報告を聞いたこと

がない。大がかりで面倒だとみなされて敬遠されてしまうかもしれないし、非生産的だとみなさ

れて開発メンバに応募しようとする人が現れないかもしれない。また、何といっても費用がかさ

むのは難点である。しかし、莫大な金を食うモータスポーツが車の安全性を向上させたように、

開発レースは生産性の向上に寄与することは確かだろう。遊び心に訴えて、開発レースを楽しむ

ことに賛同してくれる方々を増やすことで資金が調達できれば、実施検証がスムーズに行えるか

もしれない。 

 そもそもソフトウェア開発は人間の精神活動というパラメタに全面的と言ってよいほどに依存

している。そして、生産性を左右するこのパラメタはいろいろな意味でばらつきが大きいために、

各ネタの効果を測定しようとしても、その影に隠れてしまい、てこずっているのが現実である。

しかし、もしも生産性の向上率を真剣に測定しようとするのであれば、このような実施検証をし

てもよさそうである。そして、この程度の細心の注意を払って実施検証をしない限り、正確な生

産性の向上率を求めることはできそうにない。 

 このように考えると、ソフトウェア開発の生産性や生産性の向上率は、簡単には数値化できな

いことが、またもやお分かりいただけると思う。 

 

4.2-f 生産性の向上率を求める別法、積み上げ方式 

 あるネタの適用による生産性の向上率を求める方法には、実施検証の他に積み上げ方式がある。 

 積み上げ方式では、まず個々の作業における効果を推定するステップがあり、次にこれを積み

上げるステップによって総省力化率を算出して、生産性の向上率を求める。後者の積み上げステ

ップは誰が計算しても同じ結果が得られるのであるが、前者、すなわち効果推定ステップの方は

どうしても主観や感性に頼らざるを得ないものである。こういう悪条件のもとで生産性の向上率

を求めるには、できるだけ客観性を持たせて根拠らしきものを明らかにするための努力が大切で

ある。そこで、効果の推定に当たっては支援対象作業の割合と省力化の割合の積として表現する

ことを推奨する。一つの数値ではなく二つの数値の積にするには、より深く効果を分析すること

が要求されるし、もしも他の人の見積値と大幅な違いが生じたときにその違いを分析するために

も有効である。 

 

 生産性の向上率を求めるには、以下の二つのパーセンテージを推定して、それらを (100 ％を

１とする) 割合に変換して、それらの積の逆数を計算すればよい。 
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 ・ 支援対象作業の割合 

(そのネタがソフトウェアの開発作業全体の中の何％ほどの作業を支援するのかを延べに

して示す。メンテナンス作業を除いたソフトウェア開発作業を１、すなわち 100 ％として、

延べにした支援対象作業の割合をパーセンテージで示す。)  

 

 ・ 省力化の割合 

(支援対象作業の作業内容の何％を自動化省力化するのかを示す。完全に省力化できれば 

100 ％、何の支援もなければ 0 ％として、省力化の程度をパーセンテージで示す。)  

 

 たとえば、開発全体の 20 ％を占める作業を５％支援すれば、それぞれの割合の積を求めるこ

とで、１％だけ省力化できることが分かる。そして、この１％の省力化は、約 1.01 倍に (１／

0.99 倍に) 生産性を向上させることを意味する。 

 

 実際には“支援対象作業の割合”も“省力化の割合”もなかなか数値化しにくいものであり、

主観や感性に頼ってエイヤッと見積もる以外にないかもしれない。しかし、少なくとも 40 ％な

のか 20 ％なのか 10 ％なのか 5 ％なのかという程度の荒っぽさであれば、あまり誤りを犯すこ

となく推定できることだろう。その程度の精度だと割り切ることにしても、とにかく数値化して

いただきたい。 

 

 ところで、生産性を向上させるネタの中には、特定の作業を支援するだけでなく、その後の工

程にも効果を与えるものもある。たとえば、要求仕様の明確化を支援するネタは、その作業その

もの生産性を向上させるだけではなく、後工程の作業の手戻りを少なくする効果をもつものであ

る。こういう場合は後工程に関する省力化率も同様に“支援対象作業の割合”と“省力化の割合”

の積の形で表現して、これらを積み上げる (累積する) ことでトータルな省力化率を計算するこ

とにする。 

 ちなみに、この算出方法は、信頼性の向上による生産性向上の効果を数量的に理論づける方法

としても使えそうである。信頼性を向上させると、後工程で費やされる無駄な作業を少なくでき

るので生産性を向上させることができるからだ。 

 

 さて、実際にこの積み上げ方式で、ツールの改良点などのネタごとにその生産性向上の度合い

を計算してみると、ほとんどのネタは１％にも満たない極めて小さな値になってしまい、がっか

りすることがほとんどである。塵も積もれば山になるのだと自分に言い聞かせて、効果の薄いネ

タを数多く適用するのも一つの方向かもしれない。しかし、既に効果的なネタは拾い尽くされて

いるので大幅な効果があるものは残っていないのは、全く残念なことである。 

 

 なお、この積み上げ方式で生産性向上の度合いを計算する実施例が ｢付録３．積み上げ方式で

生産性の向上率を求める例｣ にあるので、ご参照いただきたい。 
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４．３ ソフトウェア開発の生産性は向上しているか 

 

 この節では、ソフトウェア開発の生産性は向上しているかどうかという問題に取り組む。ただ

し、この問いかけに明確な証拠を示した上で答えることは非常に難しい。そこで、製造作業の生

産性などと比較したり、ソフトウェア開発の歴史を振り返ったりしながら、ソフトウェア開発の

生産性は向上しているかどうかの状況証拠を示す。 

 

4.3-g 製造作業の生産性はなぜ向上させることができたのか 

 初に、参考のために製造作業の生産性が向上している理由を調べてみよう。 

 製造作業の中でも大量のコピーを作る繰り返し作業の生産性は、工業製品の大量生産を経験す

ることによって相当高いレベルに達している。既に多くの工業製品の製造において、人間ではな

く機械が製造作業の主要部分を実施するようになっている。そこでは人間は補助的な仕事をする

に過ぎない。現在の進んだ技術をもってすれば、費用がかかるかもしれないが、製造作業を完全

に自動化することも、既に多くの製品分野において可能になっている。たとえば、ロボットを製

造する工場に行くと、ある種の機械を自動的に製造しているロボットの活動が見学できる。そし

て、こうしたロボット自体がロボットによって自動的に昼夜の区別なく製造されているのを目の

当たりにしたりする。 

 十分な設備投資をすれば、人間が直接かかわる“延べ作業時間”をゼロに近づけられるから、

生産性 (ある基盤を前提にした生産性) を無限大に近づけることが可能である。 

 しかし、実際にはどの程度の価格の製品をいくつぐらい製造するのかによって基盤の整備にさ

ける投資額がおさえられるので、限られた投資の範囲でどれだけ生産性を上げられるかの勝負に

なっている。言い換えると、生産性を上げることは可能なのであるが、それを安価に実現するこ

とに苦労しているのである。 

 

 大量のコピーを製造する際の生産性は、なぜ高いレベルに上げることができたのだろうか？ も

ちろんそこには多くの人々のアイデアや努力の積み重ねによるところも大きいのであるが、コピ

ーを製造することについては、次の二つの特徴があったためだということもできる。 

 一つは、生産性を客観的な数値で表せる点である。生産性を向上させる新たな提案がなされた

ときに、その効果の程度や副作用の程度を正確に把握できるので、迷信の生まれる余地がない。

新たな提案を正確に明快に評価できる。 

 もう一つは、何といっても製造作業そのものが創造的な知的作業を必要としない機械的に処理

できるものだという点である。実際には、何らかの製品の製造工程を機械化しようとすると、そ

こには実施上のいろいろな問題点があることだろうし、その解決には製造技術者たちの知的作業

を必要とすることだろう。しかし、既に数多くの製造作業の機械化の実績が示すように、そうい

ったもののほとんどは技術的に解決可能だといって間違いない。 

 

4.3-h ソフトウェア開発の生産性はなぜ向上させることが難しいのか 

 製造作業の生産性とは対照的に、ソフトウェア開発などの設計作業は、生産性を高める際に都

合がよい前述の二つの特徴を備えていない。 

 第一に、生産性を客観的な数値で表わすことが困難である。生産性に関する共通認識を得るた

めに、できるだけ科学的な手法を採用して、しかも複数の方法を併用して判断するといった 善

の努力をしたとしても、その数値を求める際にどうしても主観や感性に頼らざるを得ない部分が

ある。あるいは、これらに頼らないためには、大規模な実施検証が必要になる。この辺りは、前

節 ｢４．２ ソフトウェア開発の生産性の計り方いろいろ｣ で述べたとおりである。したがって、
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生産性を向上させる新たな提案がなされたときに、どの程度の効果があるものなのか本当のとこ

ろがなかなかはっきりしない。こういう状況では、それぞれの人がそれぞれの手法を 善だと考

えることになりがちである。 

 第二に、設計には機械的に処理しにくい作業が含まれている。設計の根幹には、これから作ろ

うとするものを頭の中に思い浮かべて、それを誰もが製造できるように具体化する作業がある。

この種の知的作業の大半は、どうしても機械的に処理できないために、人間が遂行する他ないの

が現状である。 

 コンピュータにできるのは、人間が立てた数式に従って計算することか、あるいは人間の設計

作業を補助的にまたは間接的に支援することのどれかである。本来ならば、人間ではなくコンピ

ュータに設計作業の中心部分をまかせたいところである。しかし、人間が行っている設計作業の

大半は、数式で表現できるような部類には含まれない。そして、そういった作業をコンピュータ

に代行させるにはどういうアプローチを取ればよいのかさえも、今のところは暗中模索の状態で

ある。製造作業の方は、大概のことは機械で処理できると自信をもって言えるのと対照的である。 

 

4.3-i 古き良き時代にあったソフトウェア開発の生産性の向上 

 このように決して生産性を向上させやすい条件が整っていない中で、ソフトウェア開発の生産

性は向上しているのだろうか？ 一般には ｢ハードウェア製造の生産性は飛躍的に向上している

わりに、ソフトウェア設計の生産性は向上していない｣ との認識である。ソフトウェア開発にか

かわっている大多数の人々も、本音のところで、生産性はほとんど向上していないと思っている

ことだろう。 

 

 ここでは問題をきわだたせるために、ソフトウェア開発の生産性はほとんど向上していないと

決め付けてみる。そして、これに反論できるかどうかで、生産性が向上しているかどうかを判断

したいと思う。 

 そもそも生産性を向上させるには何らかのネタ (施策、仕掛け、仕組み) があるはずなので、

それらをピックアップして、本当に生産性を向上させてきたかどうか、ソフトウェア開発の歴史

をざっと振り返る中で検証してみたいと思う。 

 

 このように考えると、古き良き時代にはソフトウェア開発の生産性を向上させることができた

という次のような反論がありそうである。 

 

 プログラミング言語については、第一世代の機械語か、第二世代のアセンブラ言語へ、そし

て第三世代のコンパイラ言語へと世代交代していくにつれ目にみえる生産性向上効果があっ

たことは、万人が認めるところである。また、インターラクティブな (会話的な) コンピュー

タ利用やエディタの発展などもそれなりに効果があったことも間違いない。たとえば、アセン

ブラ言語からコンパイラ言語へと変えることで、開発の延べ 60 ％にあたる作業を、5/6 ほど

省力化して、1/6 にしたと見積もるとすれば、開発全体で 50 ％の省力化を果たしたことにな

り、つまり生産性を２倍にしたことになる。 

 

 このようにコンピュータが開発された初期の頃には、コンピュータに処理させやすく、かつ効

果の大きなネタ (施策、仕掛け、仕組み) がいくつもあったので、そういうネタをツールに組み

込むことで、大いに生産性を向上させることができた。 

 したがって、上述の反論は納得がいくものである。したがって、古き良き時代には、ソフトウ

ェア開発の生産性は向上したということを認めることにする。そして、コンパイラ言語などを活
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用することにより、あるレベルにまで生産性が上がり、その生産性レベルが世間相場になったと

ころまでは認めることにする。 

 

 ところで、その後はどうかと考えてみると、古き良き時代に効果の大きなネタはすぐに拾い尽

くされてしまい、その延長線上では、ほんの少ししか生産性を向上させることができなくなった

ように思われる。このことによって、ここ 20 年ほどの間はツールによる生産性の伸びが停滞し

ているのではないだろうか？ つまり、以前の世間相場よりも高い値に生産性を向上させることが

できていないように思われる。 

 

 さて、これに反論することはできるだろうか？ それには、効果の大きなネタをいくつか取りあ

げて、その効果を明確に示すことが必要である。ネタの効果を評価する方法は、｢４．２ ソフト

ウェア開発の生産性の計り方いろいろ｣ および ｢付録３．積み上げ方式で生産性の向上率を求め

る例｣ に詳しく説明してあるので、それを使って反論すればよいのである。 

 読者の皆様方は、反論できるようなネタを何かご存知だろうか？ 

 

4.3-j ツールだけによる生産性向上策 

 1990 年代の前半から開発支援ツールベンダの端くれになった筆者は、本来ならその職業がらこ

れに反論してしかるべきである。しかし、残念ながらこれに反論することができない。これに反

論したいのであるが、コンピュータに処理させやすく、かつ効果の大きなネタは、古き良き時代

に既に拾い尽くされている。したがって、設計作業の中の機械的に処理できる部分を人間に代わ

って遂行するというネタの延長線上には、大したネタは残っていないのである。 

 

 一人が１日に書く (完成させる) プログラム行数の平均値に着目してある集団を調べてみたと

ころ、ここ 10 年ほどの間 20～30 行のレベルにとどまっており、ほとんど増加がないように思

われる。もう少し多くのプログラムが書けるようになっても良さそうであるが、いまだにこんな

ところが相場である。この値は、人間が知的作業をこなす速度そのものに依存しているので、人

間自身が設計作業の中心部分を遂行する限り大きな伸びは期待できない。もちろん、プログラム

を生み出す速度には個人差があることだろうし、訓練による速度の向上も期待できることだろう。

こういった変動要素はあるものの、トータルに見てその平均値を２倍３倍にすることは困難だと

思われる。もしもソフトウェアの開発能力を飛躍的に向上させる突然変異が発生して、それが人

類全体に広まるようなことがあると話は別であるが、... 。 

 

 こう考えると、設計の根幹をなす知的作業をコンピュータに実施させるというネタに期待をか

けたくなる。つまり、人間ではなくコンピュータが設計作業の中心部分を実施するようにできれ

ばよいのである。ところが、この辺りは今なお実現の見通しが全く得られていない。これが現状

の技術レベルなのである。このことを認めたとすると、できることは次の二つである。 

 

 ・ これまでの延長線上のネタ、すなわち ｢設計作業の中から機械的に処理できる部分を抜き出

してコンピュータに遂行させる｣ というネタをツールに組み込む 

 ・ ツールによる支援に伴う協調的効果を狙う 

 

 前者は、残念なことに、ほんのわずかの効果しかもたないネタが残っているだけである。しか

し、塵も積もれば山となると言うので、こつこつと塵のような生産性向上のネタをサポートして

いくことも無駄ではないだろう。しかし、もはや大きな効果は期待できない。 
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 後者の協調的効果とは、機械的な処理をコンピュータに遂行させることによって醸しだされる

効果を指す。たとえば、ワープロ機能は、単に文章の追加・変更・削除などの修正作業を簡単に

できるように支援するだけでなく、曰く言い難い文書作成支援効果をもっているのも事実である。

悪筆の手書きにたくさんの修正が入った文章は読む気がしないが、ワープロの綺麗なアウトプッ

トであれば、推敲が楽しくなるし、不揃いのところを見つけると形式を統一しようという意欲も

わくものである。効果を数値化しにくいとはいえ、こうしたことで生産性が向上することは確か

である。コンピュータとハサミは使いようなのである。 

 

4.3-k 快適なソフトウェア開発環境の提供 

 一人の人間が１日に書く (完成させる) プログラム行数の平均値を見る限り、生産性の向上は

あったとしてもわずかだということになると、一体全体ツール類は何をしてきたのか、また生産

性を向上させるツール類の実力とはそんなものなのかと疑問に思われるかもしれない。そこで、

これにお答えしよう。 

 ほとんどのツールは、人間にとって過酷な面倒な作業を代行することによって人間の作業を大

いに楽にした。CASE ツールのダイアグラムエディタはうんざりするようなダイアグラムの書き直

し作業の負荷を軽減してくれるし、ワープロやプログラムエディタは追加・変更・削除などの修

正作業を億劫ではないものにしてくれるし、ドキュメンタはドキュメントのかなりをプログラム

情報から抽出してくれるし (この結果プログラム情報とドキュメントの不一致を人間がチェック

しなくてもよいようになる)、... と何とありがたい召使たちではないだろうか？ ツールによる

支援に伴う協調的効果とあいまって、開発の作業を大変に楽にしてくれている。 

 こう見てくると、ここ 10 年ほどの間ツール類に組み込まれてきたネタは、本当の意味での生

産性の向上に貢献しているというよりも、むしろソフトウェアの開発作業を快適にすることを追

求してきたことが分かる。たとえば、車の基本機能が成熟した後には、快適な空間の提供を目指

して車が開発されている。これと同様で、ソフトウェア開発支援ツールにおいても ｢快適なソフ

トウェア開発環境の提供｣ は重要テーマである。そして、これは広い意味で“生産性を向上させ

るもの”だといって間違いない。しかし、その“生産性の向上”というのは、いわば“掛け声”

のようなものであり、｢４．２ ソフトウェア開発の生産性の計り方いろいろ｣ で述べたようにし

て計ることを想定した“厳密な意味での生産性の向上”ではないのである。 

 
 

トピック 8： ツールでどれだけ生産性が向上するか 

 開発支援ツールベンダの端くれの筆者は、ときどき困った質問を受ける。それは、特定のツー

ルを指して、そのツールによって生産性がどれだけ向上するのかと聞かれることである。特定の

ツールの生産性の向上率を質問されても、その答えは質問した人が握っているので、困惑してし

まうのである。 

 

 生産性の向上率を求める方法は二つご紹介したので、実施検証か積み上げ方式かのどちらかで

求めればよいだけなのであるが、その際にいろいろと明らかにしなければならないことがある。 

 ここで、｢付録３．積み上げ方式で生産性の向上率を求める例｣ に例示した“ツールによるダイ

アグラムの記述支援というネタの効果の求め方”をご参照いただきたい。この中には、要求仕様

を把握する際の誤り率が高い開発プロジェクトの場合には、ある程度生産性を向上させることが

できるが、そうでない場合にはあまり生産性を向上させられないということが説明してある。し

たがって、この例の場合には、要求仕様を把握する際の誤り率が分からないと、ツールによる生

産性の向上率が求まらない。また、既にダイアグラムに書き下すという手法を用いている開発プ

ロジェクトかどうかによっても、ツールの効果の程度は違ってくる。このように、開発プロジェ
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クトの資質やそこで採用している開発手法によって、ツールによる生産性の向上率は大幅に違っ

てしまう。 

 

 100 年先ならいざ知らず、現状ではすべての開発作業を自動化するツールは存在しない。した

がって、あくまでも人間が中心にいてツールを使って仕事を進めていくことを前提にしなければ

ならない。こうすると、人間がどのような行動をとっていたのかということが問題になり、それ

によって生産性の向上率は変わってしまうということなのである。 

 

 そこで、特定のツールの生産性の向上率を問われたときに、筆者は次のように答えることにし

ている。 

 

 一般に、ツールが生産性を向上させるのは、そのツールの狙いどころに合った使い方をする

ときである。したがって、ツールを選択するときには、どこが優れているかという話を聞いて

納得するだけでなく、実際に試用して開発プロジェクトに合っているものかどうかの感触を得

ることが大切である。一般的にいって、どんな場合にも生産性を何倍にすると断言できるよう

なツールなどは存在しない。したがって、お客様の業務プログラム開発の場合についてはどう

かと試すことで、どの程度の生産性を上げられるのかが見えてくるものである。 

 

 ケネディ大統領風に言うなら、｢ツールがどれだけ生産性を向上させられるかと問うのではな

く、お客様ならそのツールによってどれだけ生産性を向上させられるのかと自問していただけま

せんか｣ ということなのである。 
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４．４ ソフトウェア開発の生産性を向上させるには 

 

 ソフトウェア開発の生産性は、ここ 10 年ほどの間ほとんど向上していないという否定的な意

見を述べてきた。一応これを認めたとすると、果たして生産性を向上させる道は全く閉ざされて

しまったのだろうか？ いや、生産性を向上させるのが困難だとしたら ｢生産性の向上と同等の効

果を発揮する道はないのだろうか？｣ と問うべきかもしれない。言い換えれば、中身の詰まった

プログラムを開発するスピードは限られているものとして、何ができるのかというように問題を

設定し直してみる。 

 

4.4-l 再利用による生産性の向上率 

 幸いなことにといっては語弊があるが、これまでに開発されたプログラムの多くはバブルでふ

くれあがっている。だから、ここに着目するのがよさそうである。バブルを減らして無駄な作業

を省くための方策、すなわち部品化再利用を推進することによって生産性を向上させるのである。

これは、ツールだけではなく、ツールと部品の組合せによって、生産性を向上させる道だという

ことができる。 

 

 部品化再利用を推進していくと、面白いことに、極端な場合にはプログラムを生産 (開発) し

なくても、ある機能のソフトウェア製品が生産 (開発) できるという事態に遭遇する。したがっ

て、ソフトウェア開発の生産性に関して認識を新たにすることが必要になる。ここで、｢１．１ 特

注業務プログラムと業務パッケージの違い｣ の中の ｢トピック 1： 金の卵を生む業務パッケージ

への夢｣ の内容を思い出していただきたい。 

 

 そもそも“生産性”という言葉は、ソフトウェアを開発せずに徹底的に再利用するアプローチ

にはしっくりこない｡“生産”という言葉の響きに惑わされると、単純に成果物の量を増やせばよ

いという単純生産性至上主義に陥ることになりがちである。成果物の量を増やすことばかり考え

るのではなく、発想を変えて部品化再利用を推進することは、すなわち再利用率 (非生産率) を

高めることは、開発に費やす延べ作業時間を少なくするので、実質的に生産性を向上させるもう

一つの方法なのである。 

 そこで、再利用によって実質的にどれだけ生産性が向上するのかを表わす指標として再利用に

よる生産性の向上率を導入する。この指標は、あるソフトウェアの中のバブルを取り除けば、す

なわち再利用できるところは徹底的に再利用すれば、無駄な作業を省けるので、実質的にどれだ

け生産性が向上することになるのかを示すものである。この値を正確に求めるには、再利用をし

ない場合と再利用をする場合のそれぞれについて前述の実施検証を行う必要がある。しかし、お

およその値でよければ次の計算式によって求めることができる。 

 

 再利用による生産性の向上率 ＝ 単純生産性 ／ 補正生産性 

 

 この計算式の値は、実際に開発したプログラム行数を実質的に開発が必要なプログラム行数で

割った値 (以下の計算式の値) と同じことなので、プログラム行数当たりの作業時間 (開発にか

かる時間) が一定だと仮定すると、再利用による生産性の向上率を示すことになる。 

 

 実際に開発したプログラム行数 ／ 実質的に開発が必要なプログラム行数 
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 ちなみに、この計算式を使って、特別な二つのケースについて、再利用による生産性の向上率

を求めてみよう。一つのケースはすべてバブルの場合である。この場合は、補正生産性がゼロに

なり、再利用による生産性の向上率は無限大になる。もう一つのケースはバブルが全然ない場合

である。この場合は、単純生産性と補正生産性が一致する。したがって、再利用による生産性の

向上率は１となる。この１という値の意味は、バブルが見つからないので、再利用という手段で

は生産性を向上させることができないということである。このことは観点を変えると、バブルが

あれば、再利用によって生産性を向上させる余地があるということができる。したがって、これ

までに開発されたプログラムの多くがバブルでふくれあがっていることに着目したのである。 

 

4.4-m 再利用によって生産性を向上させるとは 

 本書では、これまでにたびたび、各種のソフトウェア資産を再利用することによって生産性が

向上すると述べてきた。このことは、再利用による生産性の向上率が１以上であることを意味す

る。言い換えれば、バブルを開発するという無駄を行っていた場合には、そういう無駄な作業を

再利用によって駆逐できるので、生産性を向上させることになるのである。 

 なお、部品化再利用を積極的に推進しても、補正生産性の値は上がることにはならない。なぜ

なら、補正生産性は、バブルを成果物だとはみなさない尺度、すなわち無駄は無駄だとする“厳

しい尺度”だからである。これに対して、単純生産性の方はバブルまでも開発の成果物に含めて

しまう、いわば“おうような尺度”だと言える。 

 

 一般的に ｢ツールによってどれだけ生産性を向上させられるのか？｣ という問いが意味をなさ

ないのと同様に、一般的に ｢再利用によってどれだけ生産性を向上させられるのか？｣ という問

いも意味をなさない。しかし、特定の開発プロジェクトの特定の業務プログラムの開発に的を絞

ると、両方のどちらの問いも意味をもつことになる。そして、ある種の発展途上の開発プロジェ

クトでは、ほんの少しの改善で、目を見張るような生産性向上効果を発揮する場合がある。 

 

 たとえば、共通サブルーチンを括り出すという習慣のない開発プロジェクトにとっては、重複

開発していた部分を共通サブルーチンにして、再利用するように切り換えることが目を見張る効

果を発揮する。また、各開発者ごとに別々の操作性に関するプログラムを重複して開発していた

プロジェクトにとっては、操作性に関係する一つのメインルーチンのひな型を配布して、それを

コピーして適当な修正を施すような開発方法に変えることが生産性の向上に有効である。 

 このように、どの程度の部品化再利用をしていたかによって、再利用による生産性の向上の度

合いが異なるものである。元来、再利用の程度が低い開発プロジェクトであればあるほど、大き

な効果が得られる。そして、100 ％の部品化再利用をしている開発プロジェクトでない限り、何

らかの効果を上げることができる。なお、100 ％の再利用とは、部品を組み合わせるだけで業務

プログラムに仕立てることを意味する。 

 こう考えてくると、ほとんどすべての開発プロジェクトは 100 ％の部品化再利用をしているわ

けではないので、大いに生産性を向上する余地のあることが分かってくる。つまり、部品とツー

ルの組合せによって (または 4GL のように部品を内包したツールによって) 再利用を推進すれば

よいのである。これとは対照的に、ツールだけによる生産性向上策は、既にネタ切れになってお

り、生産性を向上させあぐねていることは、既に述べたとおりである。 

 

4.4-n 再利用によって生産性を向上させる二つの方式 

 部品化再利用には、図 4-1 のように二つの方式がある。このどちらを採用したとしても、開発

者の気ままにまかせた開発方法よりは良い結果を生む。開発者の気ままにまかせた開発では、共

通にできるプログラムであっても、各開発者があたかも新たな発明をしたかのような創造の喜び
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の代償として、ばらばらなものにしてしまいがちである。このようにばらばらになるよりは、素

性の知れたコピーの方がまだましであるし、できれば整然と再利用することの方が良いに決まっ

ている。 

 

 

  コピー実施型再利用 

    プログラムの開発スピードを上げることができる 

    しかし、バブルでふくれたプログラムになる 

    プログラムが大量にできあがるので、生産性が高いように見える 

    しかし、メンテナンス対象資産を増やしメンテナンスを難しくする 

 

 
 

  コピー排除型再利用 

    １本のプログラムの開発に要する行数が 1/2 なり 1/3 なりに減る 

    (例：共通サブルーチンライブラリを充実させて、それを徹底的に再利用) 

    コンパクトなプログラムになる 

    見かけの生産性は向上しないが、真の意味で生産性は向上する 

    メンテナンス対象資産が少なくなりメンテナンスが楽になる 

 

   図 4-1: 再利用の二つの方式 

 

 

 部品化再利用の方式の一つは、コピー実施型再利用である。バブルでふくれたプログラムにな

ることは構わずに、プログラムの開発スピードを上げることである。 

 中身の詰まっていないプログラムの開発ならば、スピードを付ける方法はいろいろ考えられる。

たとえば、しばしば使用されるプログラムの言い回しを教育して、空で言えるようなベテラン開

発者を養成することである。空で言うのが難しければ、手本となるプログラム群の教育を行い、

適当なものをコピーするように推奨する方法も考えられる。そういう方法の中で特に、操作性に

関係するメインルーチンをコピーすることなどは、真先に推奨するのがよいだろう。 

 こうして、コピーした分も新規開発行数に含めてカウントすれば、見かけの生産性 (単純生産

性) は大いに上がることになる。そして、こうすることは、従来の気ままな開発以上に問題を拡
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大することにはならない。これまでと同様にバブルでふくらんだソフトウェア資産を増やしてメ

ンテナンス負荷を増大させるという問題は残ったままであるが、気ままな開発者たちが再発明す

るばらばらのバブルプログラムよりも、素性の分かるコピー (バブルプログラム) の方がまだメ

ンテナンスしやすいものである。 

 

 もう一つの方式は、コピー排除型再利用である。少ない新規開発行数で同等の処理をするプロ

グラムの開発を目指すことである。バブルを徹底して排除するのである。 

 

 こうすると、これまで１本のプログラムに必要とした 1/2 なり 1/3 なりの少ない新規開発行

数でこれまでと同等の処理を実施するプログラムが開発できるようになる。たとえば、汎用サブ

ルーチンライブラリを充実させて、それを徹底的に再利用するように開発者を教育するのである。

しかし、主要な汎用サブルーチンは既に洗い出されており、また共通サブルーチンを括り出して

利用するのが当たり前になっている現状を鑑みると、これまで以上に少ない新規開発行数にする

のは困難かもしれない。確かにそのとおりだろうが、本書で取りあげた共通メインルーチンやデ

ータ項目部品は、これまであまり利用されていなかった玉なのだから、これらの玉を使うことで

相当の成果が上げられるかもしれない。すなわち、共通メインルーチンやデータ項目部品のライ

ブラリを充実させて積極的に再利用することにすれば、少ない行数で同等の処理を実施するプロ

グラムを作れる余地は大いに残っている。 

 念のために言うと、コピー排除型再利用は、作るのではなく再利用を追求するアプローチであ

り、プログラムをふくらませないのだから見かけの生産性 (単純生産性) は向上しない。しかし、

それにもかかわらず生産性を向上させるのと同等の効果を上げることになる。 

 

4.4-o 二つの再利用の方式を評価すると 

 ここでこの二つの方法を評価してみよう。 

 コピー実施型再利用は、開発者に再利用の習慣を付けさせて、組織的にコピーを推奨するアプ

ローチなので、バブル資産が蓄積されることになる。そして、コピーしたソフトウェア資産は時

とともに変更されていくために、段々とその素性が分かり難くなっていき、コピーした部分はコ

ピー元とは独立した新たなソフトウェア資産だと考えざるを得なくなる。これは取りも直さず、

メンテナンス対象資産が増えることを意味し、メンテナンス負荷を増大させることになる。 

 

 コピー排除型再利用は、開発者に再利用の習慣を付けさせる点は同じであるが、コピーを推奨

しない点が異なる。これは、ソフトウェアを再利用しやすい構造に変えていくアプローチであり、

バブル資産を排除することになる。たとえば‘ビジネスロジック部品’を再利用しても、メンテ

ナンスしなければならないソフトウェア資産を増加させることにはならない。 

 

 メンテナンスの観点からは、コピー排除型再利用の方が断然望ましい。さらに、コピー排除型

再利用の方には輝く未来が期待できる。製造作業においては機械化によって生産性を無限大に近

づける道があったのと同様に、ソフトウェア開発においては、コピー排除型再利用を徹底的に追

求すれば生産性を無限大に近づけることができる。なぜなら‘ビジネスロジック部品’を充実さ

せることによって、新規開発をゼロに近づければよいからである。これは現状の技術で十分に可

能なことである。 
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従来の業務プログラム (第一段階) 

 

 

第四世代言語などを用いて開発した業務プログラム (第二段階) 

 

 

部品化アプリ (第三段階) 

 

 

  ハッチングの部分は､‘ビジネスロジック部品’でカバーすることによって、実際に再利用さ

れた部分、または再利用しやすくなる部分である。 

 

 図 4-2: 部品化再利用の拡大の歴史 

 

 

 もちろん、無限大の効果を上げるための道のりは簡単ではないだろう。工業製品の製造におい

ては製品ごとにその製造工程を機械化する基盤が必要だったように、コピー排除型再利用におい

ても応用分野ごとに‘ビジネスロジック部品’の一式という基盤が必要になる｡‘ビジネスロジッ

ク部品’を充実させるための継続的な努力などの課題もあることだろう。しかし、コピー排除型

再利用は本質的にソフトウェア開発を合理化するものであることは間違いない。 

 

4.4-p 再利用の段階と二つの方式 

 ビジネス分野の典型的な業務プログラムに関する部品化再利用には、図 4-2 のように三つの発

展段階があることだろう。 

 

 大抵の開発プロジェクトは、汎用サブルーチンを再利用すること、および共通サブルーチンを

括り出して再利用することを行っており、こういったサブルーチンの再利用は既に習慣にまでな

っているのが普通である。そういうプロジェクトが開発する業務プログラムは、少なくとも第一

段階に達していて、プログラムの２割～３割程度を汎用サブルーチンの再利用でまかなえること

だろう。当然のことであるが、そういうプロジェクトに対して、もっとサブルーチンを再利用す
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るように勧めても、もはや生産性を向上させることはできない。たとえできたとしても、再利用

し損ねていた分に対するわずかな生産性の向上があるだけである。 

 ところで、操作性に関係する共通メインルーチンを再利用していないプロジェクトは、かなり

存在するものと思われる。そういうプロジェクトでは、共通メインルーチンの再利用を実施し始

めることによって生産性を向上させることができる。こうすることで、第二段階に持ち上げられ

た業務プログラムケーションプログラムは、その２割～３割程度を汎用サブルーチンの再利用で

まかなうことに加えて、新たな３割～４割程度を共通メインルーチンの再利用でまかなえること

だろう。そして、共通メインルーチンを新たに再利用し始める分だけ、すなわち第一段階から第

二段階に上げる分だけ生産性を向上させることができる。 

 さらに再利用を徹底的に行おうとするプロジェクトには、データ項目部品の再利用を始める道

がある。これを適用することによって、第三段階に持ち上げることができる。こうなると、業務

アプリケーションプログラムは、データ項目部品の恩恵を受けることができる。汎用サブルーチ

ンの再利用および共通メインルーチンの再利用ではカバーできなかった残りの部分をデータ項目

部品でまかなえることだろう。すなわち、部品化アプリにするのである。ただし、第二段階から

第三段階に上げても、初版の業務プログラムを開発する際の生産性はあまり向上しない。生産性

が向上するのは、初版の業務プログラム (すなわち部品化アプリ) を再利用するような局面であ

る。たとえば、初版の業務プログラムを他の顧客向けにカスタマイズするような場合とか、初版

の業務プログラムをメンテナンスしていくような場合である。 

 

 ここで、第一段階から第二段階に向かう過程を詳しくみてみよう。メインルーチンを再利用す

る方法は、２種類ある。一つは、操作性に関係するメインルーチンのひな型を配布して、それを

コピーしてから適当な修正を施す形態の“コピー実施型再利用”である。もう一つは、4GL (すな

わち部品を内包したツール) や嵌め込みシステム (すなわち部品とツールの組合せ) によって共

通メインルーチンを再利用する形態の“コピー排除型再利用”である。なお、｢３．２．３ SSS か

ら RRR ファミリーへ｣ の中の ｢トピック 6： 部品化イベント駆動方式を実現したツール｣ で述

べたプレ生成ツールによる開発は、コピー実施型再利用であり、ポスト生成ツールによる開発は、

コピー排除型再利用だということができる。 

 

 どちらの方法をとっても、同じように生産性を向上させることができる。ただし、コピー実施

型再利用の場合はメンテナンスの負荷が大きくなるので、是非ともコピー排除型再利用にすべき

である。このメンテナンスの負荷の違いは、たとえばオリジナル (原本) に変更が必要になった

場合を考えてみるとよく分かる。なぜなら、コピー排除型再利用の場合は、オリジナル (原本) に

対してだけ変更を行えばよいのであるが、コピー実施型再利用の場合は、コピーして作ったプロ

グラムをすべて変更することが必要になるからである。 

 

 ここまで、ビジネス分野の典型的な業務プログラムを第三段階の部品化アプリにする方法を述

べてきた。ほとんどすべての開発プロジェクトはまだ 100 ％の部品化再利用をしているわけでは

ないので、こうすることによって大いに生産性を向上させることができることがお分かりいただ

けたと思う。 
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トピック 9： 開発生産性とメンテナンス生産性の向上率 

 本書では、開発作業だけを対象にした生産性、すなわちメンテナンス作業を考慮に入れない生

産性について考察してきた。しかし、メンテナンス地獄という言葉がときどき話題にのぼること

を考えると、開発作業の２～４倍にも及ぶメンテナンス作業 (開発が終わった後で行われる機能

追加や機能変更やバク修正など) に押しつぶされないようにする対策も重要である。実際のメン

テナンス作業の割合は、各企業の情報部門の様々な事情によって差はあるが、メンテナンス費用

という見方をすると、固定費として大きな割合を占め、無視できないくらいになっていることが

普通である。 

 なお、ここで述べる開発生産性とメンテナンス生産性の向上率に関する説明は、メンテナンス

という言葉をカスタマイズという言葉に置き換えることによって、開発生産性とカスタマイズ生

産性の向上率の説明になる。したがって、メンテナンスとカスタマイズの両方の視点から以下を

読むようにお願いする。たとえば、業務パッケージのカスタマイズを行うビジネスにとっては、

カスタマイズ作業を対象にした生産性は採算を左右するキーファクタだから、以下の話は重要で

ある。 

 

 ここでは、これまでのように開発作業だけを対象にした生産性の向上率だけでなく、メンテナ

ンス作業を対象にした生産性の向上率についても考察する。なお、前者を開発生産性の向上率と

呼び、後者をメンテナンス生産性の向上率と呼ぶことにする。そして、ライフサイクル全体をと

おした生産性の向上率を生涯生産性の向上率と呼ぶことにする。 

 

 これら三つの生産性の向上率の間には次の関係が成り立つ。 

 

    １＋α          １            α 

 ───────── ＝ ───────── ＋ ───────────── 

 生涯生産性の向上率  開発生産性の向上率  メンテナンス生産性の向上率 

 

 ここで、α はメンテナンス比を表す。これは、開発にかかった延べ作業時間の何倍をメンテナ

ンスのために費やすかという倍率である。たとえば、開発の３倍の延べ作業時間をメンテナンス

に費やすものとすると、α の値は３になる。 

 ちなみに、あるケースについて上の式にあてはめて、生涯生産性の向上率を評価してみよう。

上の式は直感的には理解しにくいので、数値例を挙げた方が分かりやすいと思う。 

 開発の延べ作業時間が 10000 時間、メンテナンスの延べ作業時間が 30000 時間だとする。し

たがって、α の値が３になる。この場合に、開発生産性を５倍にするのと、メンテナンス生産性

を２倍にするのとでは、どちらが効果的なのかを計算してみよう。上の計算式によると、前者の

生涯生産性の向上率は 1.25 になり、後者の生涯生産性の向上率は 1.6 になるので、メンテナン

ス生産性を２倍にした方が効果的なことが分かる。 

 これは、次のようにして検算できる。前者の場合は、以前 40000 時間かかった仕事が、32000 時

間 (すなわち 10000 × (1／5) ＋ 30000) で済むことになるが、後者の場合は、25000 時間 (す

なわち 10000 ＋ 30000 × (1／2)) で済むことになる。したがって、メンテナンス生産性を２倍

にした方が効果的だということが分かる。 

 ソフトウェアの生産性を向上させようとするときに、開発生産性の向上率だけを問題にしがち

であるが、これでは改善方法の選択を誤ることになりかねない。正しくは、生涯生産性の向上率

を問題にすべきである。そして、α の値が１より小さいか大きいかによって、開発かメンテナン
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スか、どちらの改善により力を入れるべきかが決まるので、力の配分を誤らないようにすること

が大切である。α が１より大きい場合、すなわちいわゆるメンテナンス地獄の場合を想定すると、

生涯生産性の向上率を大きくするには、開発生産性よりもメンテナンス生産性の向上率の方を大

きくすることに努めた方が有効である。これは極めて常識的な判断だと思うが、こうした合理的

な判断がしばしば忘れられたり無視されたりしているのが現状ではなかろうか？ 

 

 ところで、生産性を向上させるネタの中には開発作業に効果のあるものとメンテナンス作業に

効果のあるものがある。したがって、各ネタの効果を知るには開発生産性の向上率とメンテナン

ス生産性の向上率の二つの値が必要になる。たとえば、プログラムの構造を美しくするあるネタ

は、開発生産性の向上率が１％でメンテナンス生産性の向上率が 10 ％だというように二つの値

で表現すれば、そのネタの効果をはっきりと理解できる。そして、α の値が１より大きいか小さ

いかによって、生産性を向上させるためにどんなネタを選択するのがよいかが決まる。α の値が

１より大きいか場合にはメンテナンス生産性を向上させるネタを重視すべきであるし、そうでな

い場合には開発生産性を向上させるネタの方を優先すべきである。 

 これまでは、開発生産性ばかりに気を取られて、メンテナンス生産性には無頓着であったとい

うのが一般的な傾向である。したがって、これまでおろそかにしていたメンテナンス生産性はま

だまだ低いレベルに留まっており、大きな効果を上げるネタが拾いつくされていないものと思わ

れる。もしもそうなら、メンテナンスに有効なネタを適用することによって、生涯生産性を向上

させることができそうである。 

 ただし、メンテナンス生産性を向上させるネタを適用するには、小手先だけでは改善できず、

開発当初からの配慮を必要とする場合が多い。たとえば､‘ビジネスロジック部品’による部品化

再利用は、開発当初からの配慮が必要である。つまり､‘ビジネスロジック部品’を活用した資産

体系へ乗り移ることが必要なのである。しかし、乗換えを行えばメンテナンス対象資産を整理し

てバブルを減らすことになり、メンテナンス生産性を大いに向上させるという大成果が得られる。 
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第５章‘ビジネスロジック部品’の理論 
  

 ここまでは、生産管理や販売管理などのビジネス分野の業務プログラムに的を絞って、実用的

で効果的な部品化再利用システムとはどのようなものなのかを論じてきた。この章では、適用分

野を限定せずに一般化して、実用的で効果的な部品化再利用システムとはどのようなものなのか

を探求する。 

 

 ソフトウェア開発を経験された方々の一部には、ソフトウェア部品 (ビジネスロジック部品を

一般化したものをこう呼ぶことにする) への強い不信感がある。その背景には、ソフトウェア部

品に対する大きな期待が多くの人の心に秘められていたのに、その期待を裏切られたり、あるい

は部品化の試みがうまくいかなかったりしたからだろう。こうした経験から、不信感が募ってい

ったのだと思う。 

 部品化再利用システムの一般化した構成法を追求していくと、それを効果的なシステムにする

ことは金鉱を掘り当てるように難しいことが分かってくる。したがって、これまで実現できなか

ったり、不可能だとみなされたりしたのも無理のないことである。そして、SSS (トリプルエス) の

研究開発において、金鉱への突破口を開くことができたのは、非常に幸運であったと思えてくる。 

 このことが分かるように、それからまとめの意味を込めて、この章では、部品化再利用システ

ムの一般化した構成法に関する少しばかり抽象的な理論を展開する。そして、第３章で述べた‘ビ

ジネスロジック部品’の具体例 RRR ファミリーをこの理論に照らしてみる。 

 

 

５．１ 実用的で効果的な部品化再利用システムの要件 

 

 これまでにも小粒の汎用サブルーチンやら大粒の業務パッケージとして、ソフトウェアの部品

化再利用は実施されてきた。また、大抵のソフトウェア資産に対して個人ベースでの部品化再利

用は盛んに行われてきた。このように部品化再利用は実施されているのだという認識に立った上

で、もっと効果を上げることのできるシステムにするには、どのような部品化再利用システムで

あるべきなのかを探ると、次の三つの要件が浮かび上がってくる。 

 

 ・ 部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること 

  (汎用サブルーチンと同様に可能ならば再利用するというだけでは適用範囲が狭い) 

 

 ・ どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること 

  (通常の業務パッケージと同様のあらかじめ想定された要求への対応だけでは不十分) 

 

 ・ 大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであること 

  (部品化再利用を従来と同様に個人ベースで行うだけでは大きな効果は得られない) 

 

 これら三つの要件を満たすことの意義とこれらの要件を満たすことの難しさなどは、これから

一つ一つ説明していく。これらの説明を読んだ後に、もしもこれらすべての要件を満たすことが

できれば、多くの人々の期待に応える部品化再利用システムになると言えるかどうかをご判断い

ただくようにお願いする。 
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5.1-a 実用的で効果的な部品化再利用システムの要件その１ 

 ビジネス分野の業務プログラム向けのライブラリ整備に熱心な経験者の話では、汎用サブルー

チンは 400 個ぐらい取り揃えると飽和してしまい、それ以上追加しても追加分は極めてまれにし

か使われないとのこと。そして、プログラムコードの 4 割を汎用サブルーチンでまかなうことを

目標にしているが、なかなか到達できないとのことである。まとまりをもつ汎用機能の抽出とい

うサブルーチン化には限界があるようである。 

 一般に汎用サブルーチンを単に組み合わせるだけでは、思いどおりの業務アプリケーションプ

ログラムにはならないことは、多くの人々が経験するところであり、この点に部品化の限界を感

じる方も多いことだろう。 

 汎用サブルーチン (およびその組込み呼出し機構) という一種の部品化再利用システムを乗り

越えるには、部品でカバーできる割合をもっと大きくしたくなる。そこで、望ましい部品化再利

用システムの要件その１は、適切な部品が見つかれば使うという消極的なレベルを超えるために、

部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであることだと考えるべきであ

る。つまり、業務プログラムのプログラムコードを 100 ％部品で (すなわち部品だけで) 構成し

ようというのである。 

 この要件を満たすことの難しさは、これに挑戦した事例がほとんど報告されていないことをみ

ても、くどくどと説明する必要はないだろう。この要件は厳しすぎるので、実現不可能な目標だ

と考える人もいるほどである。 

 しかし、部品と呼べないような悪貨が混入しているので、部品化可能な部分までも悪貨による

悪影響で再利用がしにくくなっていると考えることもできる。悪貨を取り除くなどして、ぜひと

もこの要件を実現させたいものである。 

 

5.1-b 実用的で効果的な部品化再利用システムの要件その２ 

 あらかじめ想定されたカスタマイズ要求への対応だけでよければ、業務パッケージを開発して、

パラメタカスタマイズで対応するのが一番である。業務パッケージとは、ソフトウェアを製品と

いう単位、すなわち“部品 ＝ 製品”と考えて、部品化再利用を行うシステムだといえる。 

 業務パッケージという部品化再利用システムを乗り越えるには、特注業務プログラムのように

どんな要求にも対応できるようにしたくなる。そこで、望ましい部品化再利用システムの要件そ

の２は、あらかじめ想定されたカスタマイズ要求だけでなく、どんなカスタマイズ要求にも対応

できるものであることだと考えるべきである。つまり、特注業務プログラムを開発できるような

部品化再利用システムを目指すことにするのである。 
 

 この要件を満たすことの難しさは、創適応の必要性 (注 10) という概念を使うと簡単に説明で

きる。ひとまずこの言葉の説明は後にして、とりあえず論旨だけを先に言うと、ビジネス分野は

創適応の必要性が大きいので、新たなプログラムを創造して解決すること、すなわちプログラム

カスタマイズが必要になるために、この要件を満たすことは難しいのである。 
 

─────────────────────────────────────────── 

注 10： 創適応は、創造的適応 (creative adaptation) を省略した言葉である。創適応とは、あ

る応用分野または領域に関するいろいろな要求に対応する際に、用意されたパラメタの設定とい

う非創造的な手段ではうまくいかず、新たなプログラムを創造して対処することを意味する。創

適応の必要性が小さい領域ではパラメタカスタマイズによって要求に対応できるが、創適応の必

要性が大きい領域はそうはいかず、新たなプログラムを創造して適応させることが、すなわちプ

ログラムカスタマイズが必要になる。なお、ここでパラメタとは、パラメタカスタマイズのパラ

メタと同様に、外部からみて意味の明快な宣言的な情報のことを意味する。 

─────────────────────────────────────────── 
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 業務パッケージを調べると、どの業種のどのような業務向けかによって、そのカスタマイズ要

求がバラエティに富むものであったり、そうでなかったりという差があることが分かる。たとえ

ば、財務会計には遵守すべき法律の規定という制約があるので、カスタマイズ要求の種類も限ら

れるが、生産管理は自由競争の世界で様々な可能性を追求するためか、カスタマイズ要求もバラ

エティに富む。 

 なお、こういったことに関係した話題として ｢１．１ 特注業務プログラムと業務パッケージ

の違い｣ の中の ｢トピック 1： 金の卵を生む業務パッケージへの夢｣ の内容を思い出していただ

きたい。 

 適応のしやすさの差を単純に捉らえると、次のような誤解が生じるかもしれない。すなわちカ

スタマイズ要求がバラエティに富むような応用分野に対しても、パラメタの数さえ増やせばパラ

メタカスタマイズで十分に対応できるものだと。しかし、そのように単純に考えてよいかどうか

は、その応用分野の創適応の必要性によって決まる。創適応の必要性が大きいと、いくらパラメ

タを追加してもきりがないことになる。誇張した表現をすると、新たな顧客（企業）との出会い

がある度に新たなカスタマイズ要求が発生してくることだろう。しかも、その新たな要求はどん

なものか想像がつかないのである。 

 したがって、カスタマイズ要求がバラエティに富むかどうかによって、それに対応するための

パラメタの数がたくさん必要であったり、少なくても構わなかったりというように単純にはかた

づかないのである。むしろそうした違いを発生させる根源的な性質に目を向けることで、その応

用分野の創適応の必要性が大きいか小さいかを問題にしなければならなくなる。ちなみに、ビジ

ネス分野の業務プログラムの多くが業務パッケージではなく特注業務プログラムとして開発され

ていたし、いまだにそのように開発されているのは、ビジネス分野は基本的に創適応の必要性が

大きいためだと言える。 

 

5.1-c 実用的で効果的な部品化再利用システムの要件その３ 

 個人的な部品化再利用は、自然発生的になされるものである。画家の中には、あらかじめ花や

鳥のスケッチを描いておき、本格的な絵を描くときにはそのスケッチ集を参照する人もいるし、

その時の記憶をよみがえらせる人もいる。ソフトウェアの開発においても、仕様書やプログラム

コードなどあらゆるソフトウェア資産に対して、個人ベースの部品化再利用はごく普通に行われ

ている。 

 このような部品化再利用の実態を踏まえて、個人ベースのいわば１本のパイプから得られる部

品化再利用の恩恵よりも、もっと多くを得ようとすると、効果を得るためのパイプの数を増やし

たくなる。そこで、望ましい部品化再利用システムの要件その３は、個人ベースで得られる恩恵

だけでなく、大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであることだと考え

るべきである。 

 この要件は、ビジネスロジック部品を開発する人とそれを再利用する人 (たとえば、特注対応

業務パッケージを開発する人と部品カスタマイズを施す人) が別でもよいことを保証するもので

あり、この要件が満たされればこのような分業化が可能になる。つまり、これは、特注対応業務

パッケージのカスタマイズを大勢の開発者が実施できるようにするための重要な要件なのであ

る。 

 この要件を満たすには、次のような難しさがある。 

 大勢の開発者が組織的に部品化再利用を始めようとすると、ソースプログラムコードに関する

面倒な解読作業が大きな問題になる。まず解読すべきモジュールを探す際にプログラムと仕様と

の対応関係が複雑であったり、開発者の気ままなモジュール分割に出くわしたりして、解読すべ

きか個所を見つけ出すまで一苦労である。そして、解読を始めるとプログラムそのものがスパゲ
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ッティ状態で暗号解読の様相を呈したり、解読が進むにつれて解読すべき範囲がズルズルと増え

たり、などなどの困難が付きまとう。一般に、他人の開発したソースプログラムコードを再利用

するのは一筋縄ではいかない。この問題の解決をせまられることになる。 

 

5.1-d 要件をまとめると 

 ここまで、実用的で効果的な部品化再利用システムにするための三つの要件について詳細に説

明してきた (これを示した図 5-1 参照)。 

 

 ・ 部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること 

 ・ どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること 

 ・ 大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであること 

 

 

 

   図 5-1: 実用的で効果的な部品化再利用システムにするための三つの要件 

 

 

 これまでの説明によって、この三つの要件のすべてを満たすことができれば実用的で効果的な

部品化再利用システムになると判断していただけたことと思う。そして、このシステムによって

ビジネス分野の特注業務プログラム開発業界や業務パッケージ開発業界を根本から合理化できそ

うである。しかし、そうするのは相当な難問を解決しなければならないことがお分かりいただけ

たと思う。 
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 三つのうちのその１の要件、すなわち部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあが

るものであることという要件を満たすには、ビジネスロジック部品とは何かという見直しが必要

である。なぜなら、汎用サブルーチンがカバーしているのは創適応の必要性が小さい領域だけで

あり、これだけではビジネス分野の業務プログラムを構成できないからである。 

 そこで、何種類かの“部品”を組み合わせて用いることで、ソフトウェア製品を構成すること

を考えなくてはならない。そして、創適応の必要性が大きい領域をカバーするために、新種の‘ビ

ジネスロジック部品’を登場させることが必要になるのである。いわば、ハードディスクの中に

形をなしていなかった‘ビジネスロジック部品’の形を整え、表舞台に引きずり出すことによっ

て、各種の‘ソフトウェア部品’オールキャストの登場が求められるのである。 

 

 三つのうちのその２とその３の要件、すなわちどんなカスタマイズ要求にも対応できるもので

あることと大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであることという要件

については、どちらか一方を満たすだけの方法ならば比較的に簡単にみつかることだろう。しか

し、これらを両立させるのは非常に難しい。なぜなら、この問題を整理すると、以下に説明する

ように ｢あちらが立てばこちらが立たず、こちらが立てばあちらがたたず｣ という関係になるか

らである。 

 大勢の開発者による組織的な部品化再利用を目指すと、プログラムを解読しなくても再利用が

できるようにすることが必要だという考えに傾く。しかし、もしもこうすると、業務パッケージ

をパラメタカスタマイズするのと同程度のことしかできなくなる。したがって、あらかじめ想定

したカスタマイズ要求だけにしか対応できなくなってしまう。 

 どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであることを目指すと、どうしてもプログラムの

解読が必要になる局面が現れる。そして、大勢の開発者による組織的な部品化再利用に支障をき

たすことになりそうである。 

 

5.1-e 汎用サブルーチンがカバーする領域 

 実用的で効果的な部品化再利用システムにするための三つのうちのその２の要件に関係する重

要事項があるので、それをここで説明しておこう。 

 業務パッケージがカバーする領域の創適応の必要性と同様に、汎用サブルーチンがカバーする

領域の創適応の必要性に関しても同様の議論を展開できる。つまり、カスタマイズ要求への対応

のしやすさは、業務パッケージの場合その応用分野全体にわたる創適応の必要性に依存するが、

これと同様に汎用サブルーチンの場合はそれがカバーする問題領域の創適応の必要性に依存す

る。両者は、領域そのものの大きさに違いがあるにもかかわらず、その内容は全く同じである。

ここで同じ説明を繰り返す必要はないだろう。 

 ここでお話したいのは、少し観点を変えて、汎用サブルーチンがカバーする領域に関する重要

事項である。すなわち、｢汎用サブルーチンを単に組み合わせるだけでは思いどおりの業務アプリ

ケーションプログラムにはならない｣ と言われているが、なぜそうなのかという理由を説明しよ

う。 

 汎用サブルーチンではなく、一般のサブルーチンについて考えてみると、サブルーチンを作っ

てそれらを組み合わせることによって、思いどおりの業務アプリケーションプログラムを構成す

ることができる。したがって汎用サブルーチンと一般のサブルーチンには、何らかの違いがある

はずである。そこで、何が違うのかを考えながら、以下を読んでいただくと、理解が深まること

だろう。 

 

 あるサブルーチンを提供してユーザに使ってもらうと、いろいろな機能追加要求が出されるこ

とがある。そういった要求を満たすために、新たなサブルーチンを作成して一式のサブルーチン
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セットにすることがある。たとえば、外税計算サブルーチンしかないところに内税計算サブルー

チンを追加すれば、今まで以上のカバー範囲になる。また、 初から外税計算と内税計算がある

ことが分かっていれば、消費税計算サブルーチンにパラメタを設けて外税と内税の両方に対応で

きるようにするのも良いだろう。 

 いずれにしても (サブルーチンセットで対処するにしろ、パラメタで対処するにしろ)、サブル

ーチンがカバーする領域というものが、たとえば消費税計算という領域をカバーするというよう

な具合に、厳然として存在する。 

 サブルーチンを開発して提供すると、その領域をきちんとカバーしているかどうかが問われる。

きちんとしていないと、そのサブルーチンのユーザはカバーの程度が不十分だと言い出すことだ

ろう。そして、そのサブルーチンに対して、たとえば簡易課税を選択した場合の消費税計算も可

能にしてくれというように要求を出してくるかもしれない。消費税計算という領域は創適応の必

要性が小さい方なので要求も限られている。しかし、創適応の必要性が大きい領域をカバー範囲

にしたサブルーチンの場合には、次から次へと際限なく要求が出されてくるかもしれない。こう

したやっかいな問題が発生することになるのである。こうなると、事態を収拾するには、その都

度そのサブルーチンに手を入れるか、またはそのソースプログラムを要求元のユーザに渡して、

｢勝手に直して使ってください｣ と頼むしかなくなる。つまり、プログラムカスタマイズに切り換

えざるを得なくなるものだ。 

 このような状態に陥ると､「サブルーチンの設計が悪い」とその開発者は非難をあびせられる。

したがって、サブルーチンの開発者は、創適応の必要性が小さい領域を慎重に選んで、そういう

領域だけをカバー範囲にした開発をすることになる。つまり、サブルーチンセットとパラメタの

組合せというパラメタカスタマイズ的な手段で、その領域を隅から隅までカバーすることを目指

すことになるものだ。実際に、創適応の必要性が小さい領域をうまく切り出すことができ、かつ

その領域に関する知識や経験が十分にあれば、その領域をくまなくカバーすることが可能である 

(注 11)。こうできれば、後からプログラムカスタマイズに切り換えなければならないというよう

な屈辱を受けることはない。つまり、際限のない要求に悩まされることはないのである。しかし、

そうではなく、もしも創適応の必要性が大きい領域をカバー範囲にすると、数多くのパラメタを

用意して、上手に設計したとしても、パラメタの設定ではカバーできないユーザ要求が発生して

くる可能性が高いのである。 

 こういうわけで、サブルーチンの中でも特に汎用サブルーチンについては、そのカバー範囲は、

創適応の必要性が小さい領域だけであり、創適応の必要性が大きい領域は、汎用サブルーチンの

カバー範囲から外されて手つかずのまま残ることになる。 

 言い換えると、このことは、汎用サブルーチンだけではカバーできない領域が存在することを

意味する。これは、多くの人々が経験するところの ｢汎用サブルーチンを単に組み合わせるだけ

では思いどおりの業務アプリケーションプログラムにはならない｣ という実感を裏付けるもので

ある。 

 見方を変えると、創適応の必要性が小さい領域ならば、もともと汎用サブルーチンを組み合わ

せるだけで、どんなカスタマイズ要求にも対応できるはずである。しかし、実際には、ビジネス

分野では ｢そうは問屋が卸さない｣ のである。なぜなら、創適応の必要性が大きい領域が存在す

るからなのである。 
 

─────────────────────────────────────────── 

注 11： 創適応の必要性が小さい領域についても、何も考えずにサブルーチンを作成するといろ

いろな問題を起こすことがある。これはサブルーチンの作り方が悪いからそうなるのであって、

本文で述べていることとは別の問題である。 

─────────────────────────────────────────── 
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５．２ 部品化再利用システムの構成法とその具体例 

 

 この節では、前述の三つの要件をすべて満足する部品化再利用システムを構成するにはどのよ

うにすればよいのかを考察してみる。 

 

 部品化再利用システムには、いろいろなタイプがあり得るのかもかもしれないが、本書では､

“部品化アプリ再利用システム”という形態の部品化再利用システムに焦点を絞って論じている。

すなわち、ある分野のアプリケーションプログラムを部品合成できるような部品化再利用システ

ムを構築する場合に、その部品の元になるものは実際に動作するその分野のアプリケーションプ

ログラムの中に存在するはずだという考え方をとっている。そして、実際に動作するアプリケー

ションプログラムを“うまく”手術して切れ切れの部品に分割することで (すなわちリファクタ

リングして部品化することで)、そうしたアプリを再利用しやすい部品化再利用システム (部品化

アプリ再利用システム) に変身させることができるのである。 

 このような考え方に基づいて、この節では前述の三つの要件をすべて満足する“部品化アプリ

再利用システム”にスポットライトをあてる。まずは“部品化アプリ再利用システムの一般化し

た構成法”を提示することから始めよう。次に、それを部品化再利用システムの具体例である RRR 

ファミリーの構成法と比較してみる。これらの後で、この“部品化アプリ再利用システムの一般

化した構成法”に関する評価を行うことにする。 

 

5.2-f 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法 

 “部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法”とは、ビジネス分野以外にも適用できる

ように一般化した部品化アプリ再利用システムの構成法のことであり、その内容は以下に示すと

おりである。 

 

部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法: 

 ・ ソフトウェア製品がカバーする領域を創適応の必要性が小さい領域と大きい領域の二つに分

割する 

 ・ 次の性質 (すなわち‘ブラックボックス部品’に求められる性質) を備えた‘ビジネスロジ

ック部品’または‘ソフトウェア部品’によって創適応の必要性が小さい領域をすべてカバー

する 

 - カバーすべき領域に想定されるどんな要求にも部品セットからの部品選択やパラメタの指

定によって対応できる (汎用性) 

 ・ 次の四つの性質 (すなわち‘ホワイトボックス部品’に求められる性質) をすべて備えた

‘ビジネスロジック部品’または‘ソフトウェア部品’によって創適応の必要性が大きい領

域をすべてカバーする 

 - 目指す部品が簡単に捜し出せる (検索性)  

 - 修正すべき部品の数が限定される (局所性)  

 - 一つ一つの部品のサイズが手頃である (手頃な大きさ)  

 - 一つ一つの部品が解読しやすい (読みやすさ)  

 

 この一般化した構成法は、前述の三つの要件を整理してブレークダウンすることによって導き

出したものである。これを導き出した過程については、｢付録５．部品化アプリ再利用システムの

一般化した構成法｣ をご参照いただきたい。 



 119

 なお、付録５には、あるソフトウェア製品をこの一般化した構成法に従って部品化アプリとし

て構成できれば、すなわちこの一般化した構成法に従った部品化アプリ再利用システムが存在す

れば、そのシステムは確かに三つの要件を満たしているという定理の証明がある。 

 

 この一般化した構成法の中では、ブラックボックス部品とホワイトボックス部品という用語を

使っているので、これらの説明をしておく。 

 ブラックボックス部品とは、その中身のプログラムを解読せずに利用する (利用できる) 部品

のことである。本書では用語の意味を明確にするために、上記の性質 (汎用性) を備えたブラッ

クボックス部品については特別に‘ブラックボックス部品’のようにシングルコーテーションで

括った表記にしてある。後で明らかにするように､‘ブラックボックス部品’は‘ソフトウェア部

品’の一種である。なお、ブラックボックスとは、一般に、内部の構造などを知らなくても自由

に使えるものという意味である。 

  

 ホワイトボックス部品とは、それを利用するのに、中身のプログラムの解読が必要になる場合

のある部品のことである。本書では用語の意味を明確にするために、上記の四つの性質 (検索性、

局所性、手頃な大きさ、読みやすさ) をすべて備えたホワイトボックス部品については特別に‘ホ

ワイトボックス部品’のようにシングルコーテーションで括った表記にしてある (図 5-2 参照)。

後で明らかにするように､‘ホワイトボックス部品’は‘ソフトウェア部品’の一種である。なお､

‘ホワイトボックス部品’だからといって、解読が必須ということではなく、解読せずに使えると

ころにも大いに使って構わない。 

 

 

   図 5-2:‘ホワイトボックス部品’に求められる性質 
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 ここで注目いただきたいのは､‘ホワイトボックス部品’に求められる性質の一つとして、読み

やすさを要請していることである。解読を必要としない‘ブラックボックス部品’に対しては、

こういう要請はない。 

 なお､“読みやすさ”は、構造化プログラミングよる“見やすさ”を含むだけでなく、(これら

の発音「ヨミヤスサ」と「ミヤスサ」の包含関係と同様に) より多くのことを、たとえば意味が

把握しやすいという性質なども含んでいる。 

 

5.2-g RRR ファミリーの構成法を一般化した構成法に照らすと 

 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法の紹介が済んだので、ここで RRR ファミリー

の構成法をこの一般化した構成法に照らしてみよう。RRR ファミリーの構成法がこの一般化した

構成法に沿っているかどうかをチェックするのである。こうすることによって、一般化した構成

法が単なる抽象的な言葉の遊びではなく、実体を伴っていることが明らかになる。そして、RRR フ

ァミリーという実例によって、具体的なイメージをふくらませることができる。 

 

 初に、一般化した構成法の中の次の文について、その具体的な意味を探ってみよう。 

 ・ ソフトウェア製品がカバーする領域を創適応の必要性が小さい領域と大きい領域の二つに分

割する 

 

 RRR ファミリーにおいては、業務と操作の分離という分割指針によって、プログラムカスタマ

イズの可能性が高い部分を抜き出した。すなわち、カスタマイズの可能性が高い部分は業務仕様

に関係するプログラムだけに限定されるよう絞り込んだ。したがって、この分割指針によって、

創適応の必要性が小さい領域と大きい領域を先ず大雑把に分割していると見ることができる。 

 

 
 

 白い部分は、創適応の必要性が大きい領域であり、ホワイトボックス部品によってカバーされ

る。 

 黒い部分は、創適応の必要性が小さい領域であり、ブラックボックス部品によってカバーされ

る。たとえば、業務仕様に関係するプログラム (一般には創適応の必要性が大きい) のうち黒い

楕円は、汎用サブルーチン (ブラックボックス部品) でカバーできる創適応の必要性が小さい領

域である。 

 

   図 5-3: 創適応の必要性が大きい領域と小さい領域 

 

 こうして分割した操作仕様に関係するプログラム部分は、A 社向けも B 社向けも基本的に同じ

にしてよいはずであり、プログラムカスタマイズが必要なことはめったにないと考えることがで

きる。したがって、この部分は創適応の必要性が小さい領域だと言える。 
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 これに対して、業務仕様に関係するプログラム部分は、共通部分もあれば各社各様の部分もあ

り、カスタマイズの可能性が高い部分である。したがって、この部分は創適応の必要性が大きい

領域であるかか、または創適応の必要性が大きい領域と小さい領域が混ざっているところだと考

えることができる。 

 ここで、もしも業務仕様に関係するプログラム部分が創適応の必要性が大きい領域と小さい領

域が混ざったものだとすると、この混合領域の中の創適応の必要性が小さい領域に焦点を合わせ

て、汎用サブルーチンとして括り出すことができるはずである。このことは、従来から一般に行

われていた業務仕様に関係する汎用サブルーチンを括り出すことに他ならない。 

 

 以上の考察によって、RRR ファミリーに関して、創適応の必要性が小さい領域とは、操作仕様

に関係するプログラム部分および業務仕様に関係する汎用サブルーチンのことであり、創適応の

必要性が大きい領域とは、業務仕様に関係するプログラム部分の中から汎用サブルーチンを除い

た部分であるということが分かる (図 5-3 参照)。 

 

 このように理解すると、一般化した構成法の次の第二文についての具体的な意味が分かってく

る。 

 

 ・‘ブラックボックス部品’に求められる次の性質を備えた‘ビジネスロジック部品’または‘ソ

フトウェア部品’によって創適応の必要性が小さい領域をすべてカバーする 

 - カバーすべき領域に想定されるどんな要求にも部品セットからの部品選択やパラメタの指

定によって対応できる (汎用性) 

 

 RRR ファミリーでは、汎用メインルーチン (注 12) によって操作仕様に関係するプログラム部

分をカバーし、汎用サブルーチンによって業務仕様の中の部分的に創適応の必要性が小さい領域

をカバーしている。すなわち、汎用メインルーチンおよび汎用サブルーチンによって、図 5-3 の

黒い部分をカバーしているのである。 

 

─────────────────────────────────────────── 

注 12： 共通サブルーチンを汎用化すると汎用サブルーチンになるのと同様に、共用メインルー

チンを汎用化すると汎用メインルーチン (狭義のフレームワーク) になる。なお、汎用化とは、

そのルーチンがカバーする領域に対して、想定されるどんな要求にも部品セットからの部品選択

やパラメタの指定によって対応できるようにすることをいう。すなわち、汎用化することは‘ブ

ラックボックス部品’に求められる性質をもたせることに他ならない。 

─────────────────────────────────────────── 

 

 したがって、汎用メインルーチンおよび汎用サブルーチンが ｢‘ブラックボックス部品’に求

められる性質｣ を備えていれば、上記の第二文を満足することになる。つまり、｢RRR ファミリー

は一般化した構成法に沿っている｣ というための必要条件の一つを満たしていると言えることに

なる。そこで、果たしてこれらの部品が汎用性をもつ‘ブラックボックス部品’と言えるかどう

かその実態を調べるのがよさそうだ。 

 

 汎用メインルーチンであっても汎用サブルーチンであってもよいのだが、もしも‘ブラックボ

ックス部品’に求められる性質をもつように完璧に作り込むことができれば、この部分に関する

どんなカスタマイズ要求にもパラメタカスタマイズ的な手段で対応できるはずである。だから、

このように対応できているかどうかを調べればよいのである。正直に言うと、完璧に対応できる

とは言いにくい点も若干あるが、RRR ファミリーでは、おおよそパラメタカスタマイズ的な手段
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で対応できていると言える。この部分のプログラムを修正しなければならないことは稀なのであ

る。したがって、汎用メインルーチンも汎用サブルーチンも実質的に‘ブラックボックス部品’

だといってよいだろう。 

 

 さらに、一般化した構成法として示した第三文 (次の文) についての具体的な意味も理解でき

るようになる。 

 

 ・‘ホワイトボックス部品’に求められる次の四つの性質をすべて備えた‘ビジネスロジック部

品’または‘ソフトウェア部品’によって創適応の必要性が大きい領域をすべてカバーする 

 - 目指す部品が簡単に捜し出せる (検索性)  

 - 修正すべき部品の数が限定される (局所性)  

 - 一つ一つの部品のサイズが手頃である (手頃な大きさ)  

 - 一つ一つの部品が解読しやすい (読みやすさ)  

 

 RRR ファミリーでは、データ項目部品によって創適応の必要性が大きい領域 (すなわち業務仕

様に関係する領域の中の創適応の必要性が大きい部分) のほぼすべてをカバーしている。すなわ

ち、データ項目部品によって、図 5-3 の白い部分をカバーしているのである。したがって、デー

タ項目部品が ｢‘ホワイトボックス部品’に求められる性質｣ を備えていれば、｢RRR ファミリー

は一般化した構成法に沿っている｣ というための必要条件である上記の第三文に合致する。 

 この点について果たしてどうかとその具体的な意味を調べてみると、データ項目部品は、次の

ように‘ホワイトボックス部品’に求められる性質を備えていることが分かる。 

 目指す部品が簡単に捜し出せるという性質 (検索性) は、データ項目部品の大きな特長の一つ

である (これは繰り返し説明してきたとおりである)。すなわち、ビジネス分野ではデータ項目名

によって仕様変更要求が表現されるという特徴があるために、データ項目部品にそれぞれのデー

タ項目名で始まる名前を付ける決まりにしておけば、自ずと検索しやすくなるのである。ここで

ご注目いただきたいのは、こうして得られる検索性は、部品検索システムを用いて力ずくで検索

するのと異なり、自然に備わった部品の性質であるという点である。 

 修正すべき部品の数が限定されるという性質 (局所性) は、カスタマイズ要求に対処する場合

に解読や修正を要するデータ項目部品の数が少ないかどうかについての性質である。この数が少

ない方が当然のことながら都合が良いわけである。RRR ファミリーのカスタマイズにおけるこれ

までの経験では、大抵は影響範囲が一つか二つの限られたデータ項目部品になり、100 とか 200 の

部品を修正しなければならないことはめったになかった。どうしてこういう性質をもつことにな

るのか、一つにはビジネス分野ではデータ項目名によって仕様変更要求が表現されるという特徴

に関係している。そして、もう一つはこの n 個のデータ項目からなる n 次元空間の直行座標系

に沿って部品を切り出した成果だといえる。もしも仕様変更要求の座標系とは異なるものを部品

切り出しの座標系として採用したとすれば、こうはいかずに、数多くの箇所の解読と修正を要す

ることだろう。 

 一つ一つの部品のサイズが手頃であるという性質 (手頃な大きさ) を満足するには、ずばり 

100 行以下であることが必要だろう。これ以上の大きさだと解読しやすいとは言いにくくなる。

RRR 部品セットでの実績では一つの部品の大きさが、平均 55 行である。そして、一つのデータ

項目部品の内部は、二・三個の高級イベントプロシージャ (フックメソッド) から構成されてい

るので、20 行前後の塊に分割されていることになる。 

 一つ一つの部品が解読しやすいという性質 (読みやすさ) は、部品の意味が明快か、その内容

が単純かどうか、類型的かどうか、他の部品と独立に理解可能かどうかなどによって決まる。ま

た、構造化プログラミングよる“見やすさ”も含まれる。データ項目部品は、型に嵌まっていて
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類型的で、その意味が明快なので、10 個ぐらいを解読すると、後はすらすらと解読できるように

なる。そして、他のデータ項目部品のことを一切知らなくても、それだけを解読すれば理解でき

る。したがって、データ項目部品は解読しやすいと言える。 
 

 この四つの素晴らしい性質をすべて備えているので、つまり解読すべき箇所がすぐ見つかり、

それは限られた一つか二つの部品に限定され、読みやすいので、大勢の開発者による組織的な部

品化再利用が実現している。実際に、300 人以上のカスタマイズ専任者が RRR ファミリーや SSS 

のカスタマイズ作業を行っている。これらの人々は、RRR ファミリーの開発関係者ではないので

ある。 

 こうしたことが実現できているのは、部品を区切るための分割指針の一つとしてデータ項目対

応の分割を採用したことが功を奏した結果である。つまり、データ項目対応の分割によって、‘ホ

ワイトボックス部品’に求められる性質を完備させることができたためだと言える。 
 

 以上の三点から、｢RRR ファミリーは部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法に沿って

いる｣ と言える。 

 
 

トピック 10： ビジネスロジック部品の大きさ 

 ビジネスロジック部品 (またはこれを一般化したソフトウェア部品) の大きさ（粒度）は、手

頃な扱いやすいものであることが求められる。 

 極端な話としてプログラミング言語の“一つ一つの命令文（またはデータ）がプリミティブな

ソフトウェア部品である”という立場もあり得るが、これでは何の恩恵もない。ある考え方に従

って作ったソフトウェア部品がたまたま一つの命令文で実現できたということはあり得るだろう

が、一般にソフトウェア部品は複数の命令文から構成されなければ、生産性の向上に役立たない

のは明らかである。 

 かといって、あまり大き過ぎるのでは手頃でない。それだけで一つの業務プログラムになるほ

ど大きなもの (業務パッケージ) は、部品と呼ぶよりも完成品と呼ぶべきだろう。複数のビジネ

スロジック部品から完成品が構成される形でなければ、半完成品を組み合わせるという妙味が生

まれない。 

 一つの画面または一つの帳票に関するプログラムは明確に半完成品と呼ぶべきだが、これをビ

ジネスロジック部品だとする立場もある。この立場は納得できるかにみえるが、画面や帳票に付

きもののカスタマイズへの対応法を考えていないので問題である。ここでは、画面や帳票がいく

つかの小さなビジネスロジック部品から構成されていて、カスタマイズがしやすくなっているこ

とが求められる。つまり、小さなビジネスロジック部品が画面や帳票を構成して、画面や帳票が

業務プログラムを構成するという形態の階層構造になっていなくてはならない。こうなっていれ

ば、画面や帳票は半完成“部品”だといってよいだろう。そうでなければ、単なる半完成品に過

ぎない。 
 

 ソフトウェア部品は、その中身をみせないブラックボックス部品と、中身を見せるホワイトボ

ックス部品（ソースプログラム開示タイプ）に分類できる。ブラックボックス部品は中身を解読

することがないので、幾ら大きくても構わない。しかし、ホワイトボックス部品は簡単に解読で

きるように、大きくても 100 行ほどに納まるのが手頃だと思う。 

 このように具体的に言い過ぎると、単なるサイズの問題ではなく、その内容を吟味すべきとの

意見があるかもしれない。ホワイトボックス部品を使う立場に立つと、一つの部品を取り出した

場合に、あまり軽くて役に立たない中身の薄い部品でも困るし、役には立っても複雑で理解困難

な部品では扱い難くて困る。ビジネスロジック部品の内容は“手頃な重さ”をもっていて、かつ

“手頃な扱い易さ”であるというバランスが大切だと言えよう。 
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5.2-h RRR ファミリーを三つの要件に照らすと 

 RRR ファミリーが“部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法”に沿っていることは前

述のとおりである。このことから、RRR ファミリーは“効果的なシステムにするための三つの要

件”を満たしているということができる。なぜなら、付録５に証明されている定理を使うと三段

論法でこのことを推論できるからである。具体的に言うと、あるソフトウェア製品がこの一般化

した構成法に従って部品化アプリとして構成できれば、そのソフトウェア製品は確かに三つの要

件を満たすという定理を使って推論できる。  

 これを再確認することは、説明の繰り返しになってしまう。そこで、ここでは RRR ファミリー

が三つの要件を満たしていることを一つ一つ再確認しながら、何か問題点はないかを考えてみる

ことにする。できるだけ厳しい目で見てみるのである。 

 

 ・ 部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること 

 

 この要件を満たすには、少なくとも汎用サブルーチンだけでは不足である。そこで、これだけ

でなく、操作性に関係する処理などの役割を果たす汎用メインルーチン、および創適応の必要性

が大きい領域をカバーするデータ項目部品を組み合わせて用いることで、RRR ファミリーはこの

要件を満たしている。 

 実際に、RRR ファミリーの主要部分は、汎用サブルーチン、汎用メインルーチン、データ項目

部品という三つの構成要素から成り、それぞれの構成要素は正に‘ソフトウェア部品’なのであ

るから､‘ソフトウェア部品’だけでソフトウェア製品が構成できているといえる。 

 ただし、厳密に言うと、データ項目部品については、蓄積された部品だけではまかなえずにい

くつかを新規に開発しなければならない場合もある。それから、一つのデータ項目オブジェクト

に対応するデータ項目部品の他に、複数のデータ項目に対応する関係チェック部品および画面オ

ブジェクトに対応する画面部品などが少しばかりあり、これらが‘ソフトウェア部品’と言える

かどうかという点には若干の議論が必要であろう。 

 これらを総合的に判断すると、この要件を“おおよそ”満たしているというべきかもしれない。 

 

 ・ どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること 

 

 この要件を満たすことは、プログラムカスタマイズを覚悟するデータ項目部品に関するかぎり

問題はない。しかし、プログラムカスタマイズを許さない汎用サブルーチンおよび汎用メインル

ーチンについては重点的にチェックすべきだろう。そこで、これらを詳しく調べると、完全では

ないが‘ブラックボックス部品’に求められる性質を基本的には備えていることが分かる。した

がって、大抵のどんなカスタマイズ要求にも対応できると言える。 

 しかし、まれには‘ブラックボックス部品’の中身を修正しなければならない場合もある。た

とえば､‘ブラックボックス部品’になることを目指して作成したはずの部品が現実には十分な汎

用性を備えていない場合もあるし、また創適応の必要性が小さい領域といえどもまれには創適応

が必要になることもあるからである。 

 このように‘ブラックボックス部品’の中身の修正が必要になることがあるが、もともとこの

領域はカスタマイズの頻度が少ないこともあり、実用上は問題のないように対処できる。具体的

には、これらを担当する専門の開発者を確保しておき、対応させることにすればよいのである。

しかも、このような対応が必要になる頻度は少ないので、比較的に少数の専門家で済む。しかし、

もしも何も手を打たないとすると、4GL の問題点として紹介した“自由がきかない歯がゆさ”な

どの問題を発生させるので注意が必要である。 
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 ・ 大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであること 

 

 この要件を満たすには、プログラムカスタマイズを許さない汎用サブルーチンおよび汎用メイ

ンルーチンに関するかぎりは問題ない。しかし、プログラムの解読を必要とするデータ項目部品

については重点的にチェックすべきだろう。そこで、これを調べると､‘ホワイトボックス部品’

に求められる性質をすべて備えていることが分かる。だからこそ、大勢の開発者による組織的な

部品化再利用が可能になっているのである。 

 ただし、データ項目部品以外に関係チェック部品や画面部品などが少しばかりあり、これらが

‘ビジネスロジック部品’と言えるかどうかという点に若干の議論があることは、既にお話したと

おりである。 

 

5.2-i 部品化再利用システムの歴史的な発展経過 

 実用的で効果的な部品化再利用システムにするための三つの要件を取りあげて、4GL やビジュ

アル開発支援ツールがこれらを満たしているかどうか調べてみると RRR ファミリーの優位性が

確認できる。 

 4GL もビジュアル開発支援ツールも、三つの要件をすべて満足しているわけではない。｢部品を

組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること｣ という要件は半分ぐらいし

か満たしていない。そして ｢どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること｣ という二

番目の要件はほぼ満たすことができるが、そうすると三番目の ｢大勢の開発者が組織的に部品化

再利用の恩恵にあずかれるものであること｣ という要件が満たせなくなる。つまり、三つの要件

の二番目と三番目の二つを両立させることが困難なのである。 

 

 これまでの調査では、SSS ツールを参考にして開発したもの以外に、この三つの要件のすべて

を満たすような部品化再利用システムは見つかっていない。したがって、RRR ファミリーは部品

化再利用システムの 先端にあると考えている。 

 

 部品化再利用システムの歴史を振り返ると、図 4-2 のように‘ソフトウェア部品’のカバー範

囲が広がってきたということができる。 

 初は、サブルーチンを活用することから始まった。第一段階では、汎用サブルーチンという

形態の‘ビジネスロジック部品’が使用されただけで、その他に‘ソフトウェア部品’と呼べる

ようなものは存在しなかったのである。したがって、部品化再利用の対象は狭い範囲に限られて

いた。 

 

 次に、嵌め込みシステムや第四世代言語やビジュアル開発支援ツールは、新たにメインルーチ

ンを再利用する道を開き、部品化再利用が容易に行える範囲を大いに広げた。これを第二段階と

呼ぶことにする。ただし、4GL やビジュアル開発支援ツールのイベントプロシージャについては

‘ソフトウェア部品’と呼べるようなものではなかった。 

 

 そして、今後は、データ項目部品を付け加えた三つが活躍する第三段階に進むことになる。た

とえば、RRR ファミリーでは、部品化イベント駆動方式を採用することによって、汎用メインル

ーチンがカバーする範囲を広げるとともに、データ項目ごとに奇麗に区切られたデータ項目部品 

(すなわち部品化イベントプロシージャ) という‘ソフトウェア部品’を使えるようした。このこ

とによって、ソフトウェア製品の全体に対して部品化再利用が容易に行えるようになるのである。 
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５．３‘ビジネスロジック部品’の意味と意義 

 

 この節では､‘ビジネスロジック部品’の意味や意義について、技術的な観点から述べるだけで

なく、特注業務プログラム開発業に与えるインパクトについても考えてみる。また､‘ビジネスロ

ジック部品技術’は、カスタマイズ作業だけでなく、一般のメンテナンス作業にも有効なことを

明らかにする。 

 

5.3-j ‘ビジネスロジック部品’とは 

 初の (狭義の)‘ビジネスロジック部品’は、SSS 部品セットの開発の過程でうまい具合にモ

ジュール分割でき整備できたときに生まれた｡‘ビジネスロジック部品’という命名の理由は、機

械の部品とのアナロジーで、問題箇所が一目で分かり、問題箇所は特定の部品に限定されていて、

その部品を取り出してみると問題の内容がよく分かるということを表現したかったからである。 

 当初､‘ビジネスロジック部品’とはこのように極めて具体的なものを指していた。したがって

実物を示して ｢これが‘ビジネスロジック部品’であり、他のものとはここが違う｣ と主張し､

‘ビジネスロジック部品’を広めることに努めた。 

 一般に何かハードウェア装置のような機械を発明したときには、その実物を示すのが一番だと

思われる。こう考えて‘ビジネスロジック部品’についても実物を示したのである。ところが、｢こ

れこそが‘ビジネスロジック部品’だ｣ という言い方は、はなはだ不本意ながら、独善的だとみ

なされてしまった。せっかく示した実物、すなわちソースプログラムは、素直に理解していただ

けなかった。開発の管理をする立場の人は、プログラムを読む習慣がないためか評価していただ

けないし、開発者は自らの力でプログラムを開発できることを誇っているので、プログラミング

を不要にするようなアプローチに興味をもっていただけない。 

 そこで、プログラムを見なくても分かるように、理論的な考察を行ってそれを説明することに

したのが本書である。そして、本書では‘ビジネスロジック部品’を定義づけるに当たり、それ

を構成する際の条件を以下のように明確にした。こうしても、SSS 流の‘ビジネスロジック部品’

以外にそれらしいものが見つかる保証はないが、そういうものを発見する道が開かれたのである。

したがって、条件を明示する形の‘ビジネスロジック部品’の定義であれば、独善的だという非

難をまぬがれて、何らかの評価をしていただくことができるのではないだろうか。是非とも評価

していただくことを切望する。 

 

 本書の‘ビジネスロジック部品’の定義は以下のとおりである。これは、既にお馴染みになっ

た“部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法”を基にして若干の修正を加えたものであ

る。 

 

 ‘ビジネスロジック部品’とは、ある領域をカバーするソフトウェア製品を次の三つの条件を満

たすように分割し整備した断片 (モジュール) のことである。 

 

 条件１：その領域の中の創適応の必要性が小さい領域をカバーするモジュール (これを‘ブラ

ックボックス部品’と呼ぶ) のいくつか、および創適応の必要性が大きい領域をカバーす

るモジュール (これを‘ホワイトボックス部品’と呼ぶ) のいくつかに分割する。 

 条件２：‘ブラックボックス部品’については、次の性質を備えるように機能の整備や充実を図

る。 

 - カバーすべき領域に想定されるどんな要求にも部品セットからの部品選択やパラメタの指

定によって対応できる (汎用性) 
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 条件３：‘ホワイトボックス部品’については、次の四つの性質をすべて備えるように分割の調

整と整備 (すなわちリファクタリング) を行う。 

 - 目指す部品が簡単に捜し出せる (検索性)  

 - 修正すべき部品の数が限定される (局所性)  

 - 一つ一つの部品のサイズが手頃である (手頃な大きさ)  

 - 一つ一つの部品が解読しやすい (読みやすさ)  

 

 ‘ビジネスロジック部品’かどうかという議論を突き詰めていくと‘ビジネスロジック部品’の

定義の問題になる。そして、その定義を妥当なものと思うかどうかは、 終的にはそれぞれの人

の主観や感性で判断することになってしまう。 

 でき得るならば、ここで定義したものが､“本書の定義によると”という断り書きを付けなくて

も、世間一般が ｢ビジネスロジック部品｣ であると認めるようになることを希望している。 

 

 以下では、上記の定義が妥当かどうかを少しばかり吟味してみる。 

 上記の定義は、部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法と本質的に同じなので、この

定義からこの章の 初で取りあげた“三つの要件”を満たすことが導き出せる。これが分かれば、

この定義を妥当なものだと思っていただけるに違いない。 

 ひょっとすると、この定義に対して条件が厳しすぎるとの意見が出るかもしれない。すなわち、

ビジネス分野に SSS 流の‘ビジネスロジック部品’が存在するのは分かったが、他の分野には‘ビ

ジネスロジック部品’のようなものは存在しないかもしれないし、ビジネス分野には SSS 流の‘ビ

ジネスロジック部品’だけしか存在しないかもしれないとの批判である。まるで大組織が特定の

会社の商品を購入したいときに使う常套手段のようなもので、それ以外の商品を排除するための

条件になっているのではないかと疑われるかもしれない。こう言われても困るのであるが、少し

でもこのような嫌疑を少なくするには､‘ビジネスロジック部品’を構成する際の条件を示す形の

定義ではなく、要件を示す形の定義にするのがよいかもしれない。そして、もしも厳しすぎると

いうのなら、その後で要件をどれだけ甘くできるのかを検討すればよいだろう。 

 

 このような考えで、要件を示すことによって‘ビジネスロジック部品’の定義をしてみた。そ

れを以下に示す。 

 

 次の三つの要件を満たす部品化再利用システムによって合成されるソフトウェア製品の構成要

素を‘ビジネスロジック部品’と呼ぶ。次の三つの要件とは、既にお馴染みになった“三つの要

件”そのものであり、これを使って‘ビジネスロジック部品’を定義しようということである。 

 

 ・ 部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること 

 ・ どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること 

 ・ 大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであること 

 

 このように定義しても、前の定義とほとんど同じだと思われるが、漠然となる分だけ‘ビジネ

スロジック部品’の範囲が広がるようにみえるかもしれない。 

 本書で述べた SSS の流れをくむ‘ビジネスロジック部品’は上記のどちらの定義にも当てはま

る。また、この要件をさらに甘くした定義に対しても、当然のことであるが当てはまる。 

 

 ここで、もしもお望みならば、要件を適当に甘くすることもできる。 
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 たとえば、三つの要件が適用対象をソフトウェア製品全体ではなく、ソフトウェア製品のある

部分だけに限定してみよう。すなわち、以下のように変えてみるのである。このように変えるこ

とは意味がありそうである。 

 

 ・ 部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品のある部分ができあがるものであること 

 ・ ソフトウェア製品のその部分については、どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであ

ること 

 ・ ソフトウェア製品のその部分については、大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあ

ずかれるものであること 

 

 こう定義した上で、そのソフトウェア製品のうちの‘ビジネスロジック部品’でカバーできる

部分を部品化可能部分と呼ぶことにする。こうすれば、どのような応用分野でも多かれ少なかれ

部品化可能部分をもつことだろう。そして、ビジネス分野は、部品化可能部分がほぼ 100 ％であ

るという言い方ができる。さらに、部品化再利用を推進するということは、それぞれの分野で部

品化可能部分を 大にするようにすることだといえそうである。 

 

 要件を甘くする例として、三つの要件の適用対象をあるソフトウェア製品のうちの汎用サブル

ーチンでまかなえる部分だということにしてみよう。こうすると、当然のことであるが、従来か

らビジネスロジック部品だと考えられていた汎用サブルーチンが‘ビジネスロジック部品’だと

いうことになる。定義をこんなに甘くしてしまうと、従来と同じなので何のありがたみもなくな

ってしまう。ただし、こうしてみることで ｢元の厳しい要件を要請する定義は、汎用サブルーチ

ンを‘ビジネスロジック部品’の中に含んだ上で、より効果的にするために拡張した形になって

いる｣ ということが確認できる。ただし、このように要件を甘くしていくと、役に立つ局面が限

られて、実用的でなくなっていく。したがって、甘くしすぎないようにしたいものである。 

 

 このような考察によって、さらに理解が増まったことと思う。上記の条件を示す形の定義、あ

るいは要件を示す形の定義、あるいは部品化可能部分を最大にすることを要請する定義は、｢ビジ

ネスロジック部品｣ に対する一般的な定義として確かに納得できると、ご賛同していただけただ

ろうか？ 

 
 

トピック 11：‘ビジネスロジック部品’はモジュールか 

 本書の草稿を読んでいただいた方から､‘ビジネスロジック部品’とはプログラムモジュールの

ことかと質問された。どちらもプログラムを分割した断片のことなので、一応そのとおりである

と答えた。もともとモジュールなるものは、それを組み合わせて積み木細工のようにソフトウェ

アを作ることを目指していたはずである。そして、実際にソフトウェアはいくつかのモジュール

から構成されている。したがって、本書の‘ビジネスロジック部品’は、モジュールの一種に間

違いない。 

 この逆も真かと言うと、モジュールは‘ビジネスロジック部品’だとは限らない。一般にモジ

ュール分割は自由度が大きい。何をモジュールにするのかは、基本的に開発者にまかされていて、

いわば気ままな開発の結果としてモジュールが生まれてくる。これに対して､‘ビジネスロジック

部品’の方は、それにふさわしい厳しい条件を満たすようにうまく分割され整備されたものであ

る。だれがモジュール分割をしたとしても、その条件を満たすのならば、同じに塊になるはずで

ある。これほどモジュール分割の条件は厳しく、厳然とした存在なのだ。したがって、自由に分

割したモジュールが‘ビジネスロジック部品’と同じになるとは考えにくいのである。 
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 ところで、モジュール分割を各開発者の気ままにまかせるのはよくないという反省から、たと

えば開発プロジェクトの開始時に分割の指針が作られたりしている。そこで、本書の‘ビジネス

ロジック部品’の性質を指針として採用した上でモジュール分割をすれば‘ビジネスロジック部

品’になるといえそうである。しかし、モジュール分割の作業は、一般的に言って、これまでい

い加減に行われていたために、その狙いどおりになるとは思えない。このことが分かるように、

モジュール分割の作業指示をする様子を想像してみよう。読者の方は、開発管理者または開発者

の立場に立ったとして、どのような結末になるのか以下の順を追って想像していただきたい。 

 その前に、まずは指針を明確にしておこう。本書の‘ビジネスロジック部品’の特徴は、創適

応の必要性が大きい領域を‘ホワイトボックス部品’でカバーするところにある。もう一方の‘ブ

ラックボックス部品’については、従来の汎用サブルーチンを抽出する際の分割方法と特に変わ

りない。したがって、ここでは‘ホワイトボックス部品’を取りあげて、その指針を決めること

にする。すなわち、以下の四つが‘ホワイトボックス部品’に求められる性質だから、これを指

針にするのである。 

 

 - 目指す部品が簡単に捜し出せる (検索性)  

 - 修正すべき部品の数が限定される (局所性)  

 - 一つ一つの部品のサイズが手頃である (手頃な大きさ)  

 - 一つ一つの部品が解読しやすい (読みやすさ)  

 

 指針が決まったので、開発管理者の立場の方がこの四つの性質を開発者に示して、｢カスタマイ

ズ作業が楽にできるように、これらすべてを満たすことをモジュール分割の指針にせよ｣ と指示

するシーンを想像してみよう。この際に一つ大切なことがある。それは、単なる分割ではなく細

工というか整備というか (リファクタリングというか)、そういった工夫も重要だと示唆しておく

べきだろう。このことは重要な意味をもつにもかかわらず、しばしば軽んじられるからだ。 

 この指示に対する開発者からの“ もありそうな反応”は ｢そんな理想をいわれても、うまく

分割できる自信はないけれども、とにかく努力してみます｡｣ という答えだろう。実際にこの四つ

の性質のすべてを満たすのは大変に難しい。一般的に言うと、これを満たす分割が可能であると

保証されているわけではない。したがって、実現性の薄い単なる理想だとみなされそうである。

そして、｢努力してみましたが無理なので、こんなところで勘弁してください｡｣ と適当なところ

でお茶をにごすことになる可能性が大である。指針はあくまでも指針である。厳密に指針に従う

という開発習慣がなかったところに、不可能だと思われる指針なのだから、結果は想像できよう

というものである。 

 そもそも上記の指針に従うには、カスタマイズ要求に関する経験や知識を必要とする。したが

って、そういう経験のない大抵の開発者にはお手上げだろう。無理難題を突きつけられて、いじ

められているとみなされるかもしれない。 

 しかし、上記の指示に対して“全くありそうにない反応”なのであるが、開発者がこの四つの

性質をすべて満たすようなモジュールに分割し整備して ｢できました｣ と結果をもってくるかも

しれない。もしも、その結果が上記の指針を満たしていれば、それは‘ホワイトボックス部品’

に他ならないというのが本書の立場である。 

 

 実際には、この指針を満たす分割法が１種類だけ見つかっているが、それは SSS 部品セットの

開発の中で部品らしさをもたせようと１年以上にわたり試行錯誤を繰り返した末に得られた結果

である。これは発見できないかもしれない金脈を当てたようなものである。この適用範囲はビジ

ネス分野だけかもしれないが、まさに大当たりだといえよう。 
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 上に述べたような指針を満足する理想的なモジュール分割をするのはどれくらい難しいかとい

うと、少なくとも１年ぐらいかけて、じっくり考えないと良い方法を見つけられそうにない。し

たがって、モジュール分割を各業務システムの開発の度に行う習慣は間違いである。理想的なモ

ジュール分割の解が得られたら、その解を再利用すべきである。このような考えから、本書で‘ホ

ワイトボックス部品’だとしているのは、モジュールの分割と整備の作業が既に済んだものを指

している。したがって､‘ホワイトボックス部品’の品揃えを充実させるには、その分割方法に沿

って‘ホワイトボックス部品’を作ればよいだけである。したがって、特別に難しいことはない。

理想的なモジュール分割の方法を考え出すのは難しいのであるが、その方法を再利用するのは簡

単なのである。 

 以上のことから､‘ホワイトボックス部品’は、特別なありがたみを持たないモジュールとは一

線を画すものだと捉らえた方がよいだろう。比較をするのなら、イベントプロシージャを取りあ

げた方がずっと類似点が多い。 

 イベントプロシージャは、オブジェクトとイベントの種類という組合せによってモジュールの

分割方法が決まっている。したがって、この点は‘ホワイトボックス部品’と同様である。また、

イベントプロシージャの品揃えを充実させるには、特別に難しいことはなく規定の分割方法に沿

ってイベントプロシージャを作ればよいだけで、この点も‘ホワイトボックス部品’と同様であ

る。しかし、一般のイベントプロシージャは､‘ホワイトボックス部品’に求められる性質を完全

には備えていない。ここが‘ホワイトボックス部品’との相違点であり、再利用性を上げること

ができていない。 

 なお、イベントプロシージャのイベント体系を見直し、アップデートプロパゲーションの機構

を組み込むことにすれば、イベントプロシージャの上に‘ホワイトボックス部品’の層を設ける

ことができる。つまり、部品化イベント駆動方式にすることができるのである。 

 ちなみに、RRR ツールの中核である MANDALA (マンダラ) とは、前述したとおり‘ホワイトボ

ックス部品’を結合・合成して実際に動作するプログラムに仕上げる部品合成ツールである。 
 

 

5.3-k ‘ビジネスロジック部品’による近未来像 

 業種や業務の違いを踏まえてビジネス分野の業務プログラムを数え上げると数百に及ぶかもし

れないが、それぞれの応用分野ごとに少なくとも一つずつ特注対応業務パッケージを開発すれば、

特注業務プログラム開発業や業務パッケージ開発業を根本から合理化することになる。そして、

顧客（各企業）ごとに業務の処理手順に微妙な差異があるなどという理由で、それぞれの企業向

けに特注業務プログラムを開発することが許されなくなってしまう。なぜなら、適当な特注対応

業務パッケージを部品カスタマイズすれば済むようになり、ぴたりと合う業務プログラムが程よ

い価格で供給できるようになるからである。 

 いや、これまで以上にぴたりと合う業務プログラムが求められるようになるものと思われる。

第３章の ｢トピック 4： エンドユーザ開発とスパイラルモデル｣ で述べたように、真にコンピュ

ータを活用した効果を上げるには、業務システムを使い込んでいく中で機能的なチューニングを

施すことが必要になる。これまでは、重複した無駄な開発のためにそうしたチューニングまで手

が回らなかったのであるが、今後はこれを行う余裕が生まれる。こう考えてみると、カスタマイ

ズ業は、チューニング業として大々的に発展して新たな市場を形成することが予測できる。 

 こうなるためには、まず特注対応業務パッケージの品揃えが必要である。品揃えとは業務プロ

グラムを‘ビジネスロジック部品’で構成し直す作業である。この作業は、数百の業務プログラ

ムを対象にしなければならないので大事業にみえるかもしれないが、次の三点から思ったよりも

早く品揃えが完了しそうである。 
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 第一に､‘ビジネスロジック部品技術’によって開発が必要なプログラムの大きさが従来よりも

小さくなる (半分以下になりそうである)。従来の COBOL のプログラムの中には操作に関係する

部分と業務に関係する部分が混ざっているのが普通であった。したがって、汎用メインルーチン

を利用することによって、操作に関係するプログラムが不要になり、業務に関係する部分だけを

プログラムとして用意すれば (すなわち、既に開発済みのものを集めて組み込むか、新たに開発

すれば) 済むことになる。すなわち、市販の 4GL を用いるのと同様に開発スピードが上がること

になる。 

 第二に､‘ビジネスロジック部品’の一部は各応用分野にまたがり共通に使える。従来からサブ

ルーチンライブラリの一部は財務会計にも生産管理にも販売管理にも使えたのと同様に、業務に

関係するデータ項目部品の一部もいくつかの応用分野で共通に使うことができ、各分野への進展

を加速することができる。 

 第三に、これが一番効くかもしれないが、数多くのプロジェクトが先を争って開発することが

予想される。日本には必要な業務プログラムの種類よりもずっと多くのソフト開発会社があるの

で、一社が一つ開発すれば１～２年で品揃えが完了してしまう。 

 これらの三点によって、意外に早く特注対応業務パッケージの品揃え完了して、特注業務プロ

グラム開発業や業務パッケージ開発業を根本から合理化することになると考えられる。実際には、

それぞれの応用分野ごとに一つではなくいくつかの特注対応業務パッケージが開発されることに

なるだろう。そして、特注対応業務パッケージの中でも競争が始まるので､‘ビジネスロジック部

品技術’を用いないと競争に参加することすらもできなくなるのではないだろうか？ 

 

 主に技術的な観点から考えると、急速にこうなることが予測される。しかし、ソフトウェア開

発の合理化に対する反感があるのも事実である。これは、産業革命の初期に生じた機械化への反

対運動のように表立っているのではなく、多くの人々の深層心理に入り込んでいる分だけ扱い難

いものである。したがって、実際には穏やかな変化になることだろう。特に、業務プログラム開

発業の経営者や管理者の意識は、変化のスピードを決める重要なキーである。彼らが、人を集め

て仕事を取ってくるだけでは駄目だと思うようにならないと変化は加速されないかもしれない。 

 このように変化のスピードを予測することは困難であるが、いずれにしても合理化が進んでい

くことは確かである。そして､‘ビジネスロジック部品技術’をいち早く取り入れる方が、高収益

や高成長に結び付くことも確かである。 

 

5.3-l カスタマイズとメンテナンス 

 本書のこれまでの説明では､‘ビジネスロジック部品技術’の恩恵を受けるのは、ビジネス分野

の特注業務プログラム開発業や業務パッケージ開発業における広い意味でのカスタマイズ作業だ

と明言してきた。ところが、一般のメンテナンス作業においても全く同様に、この恩恵を受ける

ことができる。 

 

 大きな企業がかかえるソフトウェア資産は、メガ (百万) という単位で計るような莫大な行数

であり、そのメンテナンス作業の負荷は定常的な問題になっている。メンテナンス作業は外部に

委託しにくいという理由から社内で行われているとも多く、一説によると情報部門の社内要員の 

7 割がメンテナンス作業に従事するほどだということである。あるいは、関係したソフト開発会

社を繋ぎ止めるための費用が固定費として大きな割合を占めるようになっている。メンテナンス

地獄とは、企業の情報部門のこのような行き詰まり状態を表現した言葉である。なお、メンテナ

ンス作業には、バグ修正、業務内容の変更に伴う修正、もろもろの改善などがあるが、ここでは

主にバグ修正以外のメンテナンス作業を取りあげる。 
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 ある業種・業務分野の業務プログラムをカスタマイズして A 社向けや B 社向けにするのと、

ある企業の業務プログラムをメンテナンスして A 月版や B 月版にすることは、極めて似ている。

前者のカスタマイズは空間的な広がりをもたせるためであり、後者のメンテナンスは時間的な広

がりをもたせるためであり、空間か時間かの違いだけで、本質的には同じことである。 

 カスタマイズという言葉をメンテナンスと読み替えることで、本書を ｢メンテナンス地獄の解

消の書｣ に変えることができる。いろいろなカスタマイズ要求に対応しようと大勢の開発者が組

織的に取り組む際の問題点と解決策は、いろいろなメンテナンス要求に対応しようと原作者 (原

開発者) 以外の人が取り組む際の問題点と解決策にもなっている。 

 ただし､‘ビジネスロジック部品技術’の恩恵を受けるには､‘ビジネスロジック部品’という

洗練された資産体系に乗り換えることが必要である。したがって、残念ながら現状のメンテナン

ス地獄の“即効薬”にはなり得ない。そうでなく、現状の体質改善と将来のメンテナンス地獄を

予防するための“特効薬”なのである。だから、計画中の開発から順次‘ビジネスロジック部品

技術’を適用していくのが現実的だろう。たとえばオープンシステムへの移行と合わせて適用す

ることお勧めしたい。 

 

 後に、空間と時間を交換することに絡んで“創適応の必要性”の話にふれておこう。情報部

門では ｢どうしてこうメンテナンスが多いのだろう｣ との嘆きの声が聞かれる。実はこれも“創

適応の必要性”に関係している。創適応の必要性が大きいと、業務パッケージにとって新たな顧

客（企業）との出会いがある度に新たなカスタマイズ要求が発生すると説明したのは、空間的に

捉らえた場合である。時間的に捉らえると、創適応の必要性が大きいと時間の経過とともに新た

なメンテナンス要求が発生するということになる。競争の激しい業界や合理化対象の業務に見ら

れる現象である。本書の‘ビジネスロジック部品技術’は、いわば創適応の必要性が大きい領域

に分け入り‘ホワイトボックス部品’を用いて治めるところに特長がある。そこで、メンテナン

スの嘆きに対する“特効薬”として、長期的な視野のもとにこのテクノロジーを処方することを

強くお勧めしたい。 
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第６章 生物の進化と部品化再利用 
 

 世の中では、複雑系が話題になっている。特に物理学の世界では、これまでは還元主義が主流

であった。つまり、物質をその構成要素に分解していけば、すべてが分かると考えられていた。

しかし、そうではないことに多くの人々が気づいてきた。そして、一つ一つは単純なものであっ

ても、それが数多く集まり組織体になると、その構成要素からは想像のできないような働きをす

るという事実が注目されるようになった。複雑系とは、このような現象が起きる系 (システム) を

意味する。 

 複雑系の研究の中には、生命の謎に挑む人工生命の分野がある。その中では、生命体のもつ DNA 

情報 (遺伝子情報) をコンピュータのメモリの上の情報になぞらえて、進化のしくみなどが研究

されている。 

 この章では“プログラム ←→ 機能仕様”の関係は､“DNA 情報 ←→ 生物個体”の関係に相当

すると考えて、進化のしくみなどを参考にして、部品化再利用について思い巡らせてみる。 

 

 この章は、全部がトピックであり、本書の主張を補足する読み物なので、気楽な気持ちで読ん

でいただきたい。 

 

6-a ダーウィンの進化論とは 

 ダーウィン (Darwin,C.) の時代には、まだ DNA は発見されていなかったが、ここでは DNA な

どに関する 近の知識を使ってダーウィンの進化論をおさらいすることから始めよう。 

 一般に生物個体は、いわば設計図に相当する DNA 情報に従って形づくられるようになってい

る。ここでは説明を鮮明にする都合上、いささか正確さを欠くが、生物発生装置なるものが存在

すると仮定する。この装置を使って発生について説明すると、生物発生装置にサルの DNA 情報を

インプットすればサルが発生してくるし、人間の DNA 情報をインプットすれば人間が発生してく

ることになる。このように、DNA 情報が異なれば、異なる形質の生物が発生してくる。つまり、

DNA 情報という設計図に従って対応する生物が発生して現れてくるのである。このことから、生

物個体のことを DNA 情報の表現型であるという言い方がなされている。ここで、プログラムの表

現型とは、その機能仕様のこととすると、プログラムと機能仕様の関係は DNA 情報と生物個体の

関係になぞらえることができる。 

 ダーウィンの進化論では突然変異という現象が重要な役割を果たす。この突然変異とは、親の 

DNA 情報が子に伝えられるときに、まれに起きるコピーミスのことである。コピーミスが起きれ

ば、DNA 情報が異なるものになるから、その表現型である生物個体の形質も親とは異なるものに

なる。 

 ところで、大抵の生物は有性生殖をするようになっていて、父母のそれぞれから半分ずつ DNA 

情報を受け継いでいる。したがって、子が受け継いだ DNA 情報は父母のどちらの DNA 情報とも

完全には一致しないことになり、子の形質もどちらの親とも完全には一致しないことになる。た

だし、子の DNA 情報の半分は父のもつ DNA 情報のコピーであるし、残りの半分は母のもつ DNA 情

報のコピーなので、子の形質は父にも母にも似たものになる。 

 有性生殖という機構は、進化をスピードアップするという重要な役割を果たしているようであ

る。しかし、話が複雑になるので、しばらくの間、有性生殖のことは忘れていただきたい。ダー

ウィンの進化論は、単純な無性生殖を取りあげる方がそのエッセンスを際立たせることができる。

なぜなら、無性生殖では、親の DNA 情報を 100 ％コピーしたものが子に伝えられるので、特別

のことがない限り、子が受け継いだ DNA 情報は親の DNA 情報と完全に一致する。つまり、クロ
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ーンなのだ。したがって、DNA 情報の変更には、突然変異が中心的な役割を果たすことになり、

ダーウィンの進化論の本質にせまることができる。 

 

 ここで、突然変異というコピーミスが起きて、DNA 情報が一部変更されたと考えていただきた

い。容易に想像できるように、DNA 情報が意味をなさなくなる場合がある。すなわち、生物発生

装置にその DNA 情報をインプットすると、エラーになってしまい、生物個体の発生がうまくいか

ない場合である。大多数はこうなるだろうが、コピーミスが起きても、稀には首尾よくエラーに

ならない場合もあることだろう。 

 エラーにならない場合には、その DNA 情報をインプットすると生物発生装置から生物個体が発

生してくる。この生物個体は、他の生物に比べて、その生物が生きる環境により適応しているこ

ともあれば、そうではないこともある。多分後者のケースの方が圧倒的に多いことだろう。しか

しまれには、前者のケースもあることだろう。そういうケースでは、その生物個体の子孫が、す

なわちコピーミスによって DNA 情報が変更された生物個体の子孫が繁栄していくはずである。 

 

 このような仕組みでありとあらゆる生物ができてきたというのが、ダーウィンの進化論である。

つまり、DNA 情報にコピーミスが起きて、その表現型がたまたま環境にうまく適応した生物個体

になったとすると、その子孫が繁栄することになるというのである。 

 ダーウィンの進化論に対する批判として、ごく当然のことを言っているか、またはトートロジ

ー (同義反復) であるから何も言っていないという主張がある。環境への適応度が高い生物の子

孫が繁栄していくのは当然のことであるし、逆に繁栄している生物がもつ形質は、一般に環境へ

の適応度が高いということができる。したがって、理論と言えるようなものではないという批判

である。しかし、ダーウィンの進化論のエッセンスは、そこにあるのではない。突然変異という

偶然のコピーミスの積み重ねによって、ありとあらゆる生物が生じてくるという仕組みを解き明

かした点にある。 

 

6-b コピーミスで進化するか 

 ダーウィンの進化論は、生物以外の自己複製システムにも適用できる一般的な原理だと言える。

何らかの自己複製システムがあって、それに突然変異が起きるのであれば、以前とは異なるもの 

(変異種) が出現することだろう。そして、新たに出現した変異種と以前から存在していた種に対

して環境への適応というような何らかのフィルタがかかれば、フィルタを通過できるような一つ

または複数の種の子孫だけが生き残るということができる。 

 

 このように理詰めで考えると、こうして進化していく可能性もあるだろうということは理解で

きるのであるが、実際にはダーウィンの進化論を納得したという気持ちにはなかなかなれないも

のである。 

 一般の機械やソフトウェアの場合は、必ずその設計者がいる。ところが、機械やソフトウェア

よりも桁違いに複雑な人間のような生物には、特別な設計者がいない。そういう複雑な人間がコ

ピーミスの積み重ねによって出現するなどということは、簡単には信じられない。突然変異は、

何の見通しも方向づけももたない、いわば全くバカとしかいいようのない“設計者”であり、サ

イコロを振って ｢では、ここを変えてみよう｣ と設計変更をしているようなものである。こんな

デタラメでは、いくら長い時間をかけて積み重ねても、まともな成果は得られないにように思わ

れる。 
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 これまでに、筆者は 30 年間ほどソフトウェアの開発に携わってきたが、プログラムのコピー

ミスをした結果、以前のものより良くなったという経験をしたことがないし、こうした話を聞い

たこともない。 

 このような疑問を疑問のままにしておくのは気持ちが悪いので、筆者は生物の進化に関する本

を読み漁った。そして、音楽鑑賞ならぬ生物学鑑賞を趣味にするようになった。なお、生物学鑑

賞を趣味にした理由は、もう一つあったかもしれない。そのころ筆者はプログラムの開発とは大

変な仕事だと考えていたので、進化論に従ってプログラムが自然にできあがるのであれば大変に

楽でよいと思い、その仕組みをまねたいという助兵衛根性があったと言えるだろう。 

 

6-c 自然選択は納得できる 

 進化の実例をひも解いてみると、たとえば、19 世紀の半ばからイギリスのリバプールにおいて、

ある種のガに関して白いものより黒いものの方が増えた工業暗化と呼ばれる現象が報告されてい

る。この現象は、大気汚染のために木の皮につく白っぽい地衣類が枯れて黒っぽい木の地膚があ

らわれるようになった結果、黒いガの色が保護色として働き生存に有利になったために現れた。

これは自然選択の結果である。また、1982 ～ 1983 年のエルニーニョの影響でガラパゴスフィン

チのくちばしの幅が平均 8.86 mm から 8.74 mm へと統計的に意味のある変化が起きたことが詳

細に報告されている。環境の変化により彼らの食物となる種子の大きさの分布が変わり、それに

合わせて種子を食べやすいようにくちばしの大きさに自然選択の効果が現れたのである。 

 これらの例は、進化の仕組みのうちの突然変異ではなく、自然選択を説明したものであり、し

かも有性生殖を行う生物に関する自然選択の事例である。前者の例は、もともとその種のガには

羽を白くする遺伝子をもつものと黒くする遺伝子をもつものとがあったのであるが、黒くする遺

伝子をもつ生物個体が増えたということであろう。後者の例は、もともとガラパゴスフィンチと

いう生物種には、くちばしの大きさを決める遺伝子の取り得る値が何種類かあったと思われるが、

そのときの環境にふさわしい値の遺伝子をもつ生物個体が増えたということである。ただそれだ

けのことであるが、こうした変化が進化であり、このようなわずかな差の積み重ねによって生物

は大きく変わっていくといわれている。 

 ダーウィンは、自然淘汰 (自然選択) を家畜の育種家が行う人為陶汰のアナロジーとして捉ら

えていたようである。育種家が品種改良のために行う人為陶汰とは、人間にとって都合のよい遺

伝子の組合せをもつような生物個体を見つけて、それを増やしていくことである。そして、自然

選択とは、人間にとって都合のよいかどうかではないが、生存に有利な遺伝子の組合せをもつ個

体を見つけて、それを増やすことに他ならない。したがって、上記の二つの進化の例は、正に自

然選択がなされているということができる。正確に言えば、遺伝子プールを共有する生物種の中

で起きた遺伝子頻度の変化という小進化の例だと言える。 

 

 自然選択や人為陶汰は、パラメタカスタマイズに似ている。なぜなら、パラメタカスタマイズ

とは、お客様にとって都合の良いパラメタの組合せを見つけて設定することであり、都合の良い

ものを残すという点が同じだからである。 

 もしも、パラメタカスタマイズを自然選択や人為陶汰に近い形で実施するとすれば、次のよう

になる。A 社向けに設定済みのパラメタ一式と B 社向けに設定済みのパラメタ一式を混ぜ合わせ

てある組合せをつくる。いわば、A 社向けの遺伝子と B 社向けの遺伝子を半分ずつもつような子

供のパラメタをつくり、お客様に提供するのである。お客様から OK が出ればそれでよしとする

が、そうでなければ別の組合せをつくり、お客様に提供する。それでもだめなら、C 社向け設定

されているパラメタ一式を混ぜ合わせて別の組合せをつくり、お客様に提供する。... と、いわ

ば莫大な数の子供のパラメタをつくり、お客様に評価してもらうのである。もしも、お客様がこ
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の評価作業に付き合うほど十分に辛抱強ければ、この方法で、お客様にとって も都合のよいパ

ラメタの組合せを決めることができる。 

 

 パラメタを設定する際には、普通に行われている方法、すなわち一つ一つお客様にパラメタの

値を聞いていく方がよさそうであるが、上記のような自然選択を模した方法でも設定できそうだ

ということは、納得できる。そして、これを納得したと同時によこしまな夢は、はかなくも破れ

てしまった。なぜなら、そのように辛抱強く評価し続けてくれるお客様はいないだろうから、進

化論の仕組みをまねることで、プログラムが自然に完成するようにはできないことに気がついた

からである。 

 ただし、お客様に辛抱させることは無理だとしても、ある適応度関数を決めておいてコンピュ

ータに評価させることにすれば、自然選択や人為陶汰を模して 適値を求めることができるはず

である。これは遺伝的アルゴリズムと呼ばれており、実際に 適化問題などに応用されている。

たとえば、巡回セールスマン問題、すなわち一人のセールスマンが指定されたすべての都市をそ

れぞれ一回だけ訪問して出発地に戻ってくるまでの経路を 短にしようという問題は、しらみつ

ぶし的な比較では組合せが多すぎてコンピュータにも手に負えない。こういった問題には、遺伝

的アルゴリズムが有効な場合がある。また、鳥の翼の形を決める際に、各種のパラメタを調節し

て、 も効率的なものにするという問題には、きっと遺伝的アルゴリズムが有効だと思われる。

なぜなら、鳥は遺伝的アルゴリズムの本家の“自然選択”によって効率的な翼に進化させたと思

われるからである。 

 

 このように考えることによって、突然変異はさておき、自然選択によって進化していくことは、

十分にあり得ることだろうと、筆者は納得できた。 

 

6-d やはりコピーミスで進化する 

 業務パッケージのカスタマイズについて考えていたある時、筆者は ｢コピーミスによって進化

することもあるな｣ と急にダーウィンの信奉者に改宗することになった。これは生物学鑑賞の成

果かもしれないし、プログラムに対する考え方が変わってきたためかもしれない。 

 世の中には、パラメタの組合せの中から 適な組合せを選ぶという問題だけではなく、新たな

ものを創造して解決しなければならないという問題もある。いわば、○×式の試験問題としては

使いにくいような問題が厳然として存在するのである。本書では、創適応の必要性が小さい領域

はパラメタカスタマイズで解決できるけれども、創適応の必要性が大きい領域はそうはいかず、

プログラムカスタマイズが必要になると述べた。プログラムカスタマイズとは、新たなプログラ

ムを創造して解決することに他ならない。 

 このような新たな創造を必要とするような問題に対しては、パラメタカスタマイズに相当する

自然選択や人為陶汰という手段ではお手上げである。したがって、何らかの創造的な活動が必要

になる。そして､“創造的な活動を行うものとしては突然変異以外には考えられない”ということ

に気がついて、ダーウィンの信奉者に改宗したのである。一般に、創造的な活動には、突拍子も

ない思い付きを必要とするものである。 

 ところで、ものが創造されるということは、普通にはめったに起きないので、そうしたものは

大切に育てることが必要だと思われる。こう言ったが、もちろん、新たに創造されたものが箸に

も棒にもかからないものであれば、自然選択の機構を使って捨て去るしかない。しかし、少しで

も良いものであれば、温存すべきであるし、素晴らしいものであれば再利用すべきである。ダー

ウィンは、素晴らしい創造は自然選択のフィルタを通過して広く再利用されるようになると言っ

た。こう考えると納得のいくことである。 
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 それでは、あまり良くも悪くもないような創造が行われた場合、突然変異の行方はどうなるの

だろうか？ 

 既に世界的に認められている木村資生博士の分子進化の中立説では、生物個体にあまり有利で

も不利でもない突然変異が発生した場合に、そうした突然変異が遺伝的浮動によって種全体に広

がっていったり消え去ってしまったりというランダムな動きをすることを指摘している。したが

って、有利でも不利でもない突然変異は、生物種のもつ遺伝子プール (すなわち部品ライブラリ) 

の中にある期間だけ温存されることになる。そして、いわばパラメタとしての選択肢を広げる働

きをするのである。なお、各細胞は染色体を２本ずつもつ (すなわち DNA 情報を二組もつ) とい

う冗長な点が遺伝子プールの形成に役立っているといえる。 

 生物個体にあまり有利でも不利でもない突然変異は、穏やかな環境が保たれている時代には、

遺伝子プールに住み着いて、遺伝子プールをバラエティに富むものにすることだろう。そして、

ひとたび環境変化が生じて厳しい時代をむかえると、自然選択による選別によって脚光を浴びる

スターになったり、逆に淘汰されたり、あるいは今までどおり温存され続けることだろう。この

ことは、次のように考えるとその意味が明確になる。つまり、突然変異によっていろいろな問題

に対する対処法をあらかじめ発明 (創造) しておいて、それを温存しておくことができれば、環

境変化が生じたときに素早く対応できる。すなわち、進化をスピードアップさせることができる

のである。なぜなら、ちょうどその時に都合のよい突然変異が起きなくても、それ以前に“後か

ら都合の良くなるかもしれない突然変異”が起きていて、それが温存されていればよいからであ

る。そして、もしもそういった突然変異が温存されていれば、いざというときにそれをコピーし

て増やすことは自然選択の機構が短期間に上手にやってくれる。したがって、何の備えもせずに

いつ起きるかもしれない突然変異を待つより、ずっと速く新たな厳しい環境に適応できることに

なる。 

 

 ダーウィンは、進化の中における創造性の役割をあまりにも鋭く指摘したために、筆者は素直

にそれを信じることができなかった。しかし、ここに述べたように考えることで、ダーウィンの

信奉者になることができた。やはり、突然変異というコピーミスは、進化にとって“創造”とい

う重要な役割を担うものだということができる。 

 

6-e 進化のスピードと部品化再利用 

 DNA 情報を利用する生命という自己複製システムは、38 億年前には地球の海に存在していたと

言われている。ところで、自己複製する機械を人間がつくろうとすると、ジャンボジェット機よ

りもずっと複雑な機械になってしまうとのこと。そのような複雑な自己複製システムがどうして

自然に生まれ出てきたのかに関しては、いろいろな説があり、生物学鑑賞の１ジャンルを形成し

ている。ここで、機械ではなくソフトウェアに着目すると、比較的に簡単に自己複製するものが

つくれることが分かる。すなわち、コンピュータウイルスは、正に自己複製するソフトウェアで

あり、既に四万種もつくられていて、さらに毎日数個ずつ増え続けているとのことである。自己

複製する機械とソフトウェアとを対比して考えると、生物を構成する分子群は、言葉で表せない

ほど幸運なことに、自己複製システムを構築する素材として都合のよいものであったということ

が想像できる。ただし、こうした生命の起源に関しては、まだ諸説紛々の状態である。したがっ

て、これ以上は立ち入らずに、本書ではダーウィンを模して、とにかく自己複製システムがあっ

たということを前提にする。そして、生物の進化を鑑賞してみよう。 

 なお、ここで進化のスピードといっているのは、環境への適応の速さのことである。進化とは、

正統的には変化とほとんど同じ意味であり、いわゆる進歩とは関係ないということになっている

ので、人間のようないわゆる高等動物になることが進化ではないのである。したがって、ここで
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は素早く環境に適応できるようにするにはどうすればよいのかという問題を考えることにする。

いわばカスタマイズのスピードを問題にするのである。 

 

 生物に爆発的な多様化が始まったのは、６億年前のカンブリア紀の始めだとされている。それ

以前の 32 億年間はゆっくりと進化した先カンブリア紀として区別されている。なぜ、カンブリ

ア紀の始めに多様な生物が現れたのかに関しては、いろいろな説があるが、筆者は進化をスピー

ドアップする機構を獲得した (進化させた) からだと考えている。 

 進化をスピードアップする方法には、たとえば DNA 情報の情報交換を挙げることができる。単

純な無性生殖と突然変異の組合せによる進化は、直列的に進むだけであるが、生物個体のお互い

の DNA 情報を情報交換できれば、進化が並列的に進むことになりスピードアップする。たとえを

挙げると、他人との情報交換が一切できない環境で新たなものを創造する場合は、すべてのアイ

デアを自分一人で思い付かなくてはならないが、他人との情報交換ができれば、他人のアイデア

も再利用できるので、仕事がはかどるというものである。したがって、ある生物個体に発生した

好ましい突然変異だけでなく、他の生物個体に発生した好ましい突然変異を混ぜ合わせて、双方

の好ましい性質を獲得できれば、進化がスピードアップされることは明らかである。 

 DNA 情報の情報交換は、DNA 情報を混ぜ合わせることによって行われる。単細胞生物の DNA 情

報を混ぜ合わせる機構としては、接合と呼ばれる一種の有性生殖がある。この他に、ある細胞か

ら別の生物個体の細胞へと、ときには種の壁をこえて、DNA 情報が水平伝播される形質導入も知

られている。形質導入とは、バクテリオファージと呼ばれる“細菌などに感染するウイルス”が、

ある細胞の一部の DNA 情報を取り込み別の細胞に組み込むことである。このような DNA 情報を

混ぜ合わせる機構はいろいろあるようであるが、どれがどの時期からどれだけ効果的に働いたの

かについて正確なところは筆者には分からない。ここで言えるのは、これらが進化をスピードア

ップさせる働きをすることだけは確かだということである。 

 このような機構を獲得した単細胞生物は、カンブリア紀の始めに多細胞生物として爆発的な多

様化、すなわち進化をなしとげたのだと思う。この前提として、単細胞生物から進化した多細胞

生物が多様な形態を取り得ることは、生物発生装置を使って説明したとおりである。つまり、生

物発生装置に様々な適切な DNA 情報をインプットすれば、発生の際の微妙なコントロールがなさ

れて多様な形態の生物個体が発生してくるからなのだ。なお、多細胞生物は、DNA 情報を混ぜ合

わせる有性生殖という機構を備えていることは、ご存じのとおりである。しかも、父母から半分

ずつもらった DNA 情報を本当に混ぜ合わせる交叉と呼ばれる現象も起きるようになっているの

である。 

 

 DNA 情報を混ぜ合わせる以外に、進化をスピードアップする機構としては、大野乾博士の提唱

する遺伝子重複も実際に効果を発揮したと考えられる。遺伝子重複とは、有効に働いている遺伝

子のコピーをつくっておくと、その部分に突然変異が発生したときに、有効な機能が得やすいと

いうものである。本書で述べた部品カスタマイズの一法に似ていて、親近感のもてるものである。

たとえば､“得意先小売店コード部品”をコピーして、その一部を変更することによって“一般顧

客コード部品”にするような部品カスタマイズは、遺伝子重複の応用だということができそうで

ある。大野乾博士が説く ｢生物の進化と同様に、人類文化の発展も一創造百盗作｣ という名言は、

部品化再利用の推進する上で味わい深いものである。 

 なお、遺伝子重複のためには、子孫に伝える DNA 情報をそっくりそのままコピーするのではな

く、一部分を重複してコピーする機構が必要になる。こう考えると、DNA 情報のエディタの必要

性からその存在が予想できる。そして、実際に、DNA 情報を切ったり貼ったりするエディタに相

当する機構の存在が知られている。 
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 地球のこれまでの歴史を１年にたとえると、３月ごろに生命が誕生して、11 月の中旬に多細胞

生物が出現するとともにカンブリア紀の生物の爆発的な多様化が生じて、12 月 26 日の午後に恐

竜の絶滅があって、それまで小さな存在であった哺乳類が台頭することになり、12 月 31 日の午

後に人類が誕生したのだということになる。ちなみに、コンピュータは、この割合でいうと、１

秒に相当する 150 年の歴史さえもっていない。生物は、ある時期に進化をスピードアップする機

構を獲得し、すなわちいわば効率化のためのツールを進化させ、さらに創造した成果を再利用す

ることによって、その後の進化のスピードが速くなったように思えてならない。 
 

 そして、進化のスピードアップの極め付きは、DNA を媒体にするのではなく、ニューロン (神

経細胞) に情報を蓄えて高速に処理する脳を形成するように (DNA 情報が) 進化したことによっ

て生み出された進化である。つまり、人間に代表される動物が知能を発揮できるように進化した

ことは、新たな別の進化の流れを生むことになった。すなわち、DNA を媒体にする遺伝子 (gene) 

の他に、ニューロンを媒体とするミーム (meme) が新たに登場して、遺伝子とほとんど独立に、

ほとんど無関係に進化し始めることになったのである。 

 “利己的な遺伝子 (selfish gene)”という表現で進化の本質のある一面を鋭くついたドーキン

ス (Dawkins,R.) によると、ミームとはニューロンを媒体として、感覚器官を通してコピーされ

る情報のことを指す。そして、ミームの表現型には、シジュウカラの牛乳瓶の蓋あけとか、ニホ

ンザルの芋洗いのようなものが挙げられる。さらに、人間の泳ぎのスタイル、農業の方法、言語、

宗教、ハングライダによる空の飛び方、ヨットレースの奥義、単純生産性を重視したプログラミ

ングの方法などの多くの文化の産物を挙げることができる。 

 ミームという言葉を使って筆者の心情を述べると、本書の内容のベースになったミームたちが

多くの人々のニューロンというビークル (乗物) に乗り移って繁栄して、単純生産性を重視する

ようなミームに置き換わることを願っているということができる。 

 

6-f 高対応性部分と低対応性部分 

 進化をスピードアップするには、突然変異が起きるだけでなく、DNA 情報のエディタ、情報交

換を行うための仕組み、および役に立ちそうな DNA 情報を温存させる遺伝子プール (ライブラ

リ) などの働きが重要であることを述べてきた。ここでは、進化のスピードアップには、これら

の他に DNA 情報とその表現型との対応関係が重要であるという筆者の仮説を述べる。いわば、ツ

ール類に着目するだけでなく、プログラムそのものの構造に目を向けてみる。なお、ここでは話

を単純化するために、無性生殖の場合について考えてみよう。 
 

 プログラムや DNA 情報などは、その表現型との関係に着目して“高対応性部分”と“低対応性

部分”の二つに分類すると興味深いことが見えてくる。 

 DNA 情報には、その表現型である生物個体の各器官などとの対応がとりやすい高対応性部分と、

そうではない低対応性部分があるように思われる。たとえば、遺伝の実験でよく使われたショウ

ジョウバエについては、その遺伝子マップが作られていて、遺伝子のどの部分がショウジョウバ

エの目や口や羽などに対応するのかが分かっている。こういう部分は高対応性部分だといえる。

これと同様に、遺伝子マップがまだ作られていない生物についても、DNA 情報のある部分が目や

口などに明確に対応する高対応性部分だということがいえるだろう。しかし、ショウジョウバエ

の卵から成虫の個体になるまでの発生を制御する仕組みに関しては、DNA 情報のどの部分がどう

関係しているのかはまだ分かっていないようである。こういう部分は、DNA 情報と発生のプロセ

スとの対応関係が複雑なために、その研究がなかなかはかどらないのだと思う。 

 プログラムも同様に、高対応性部分と低対応性部分に分けられる (図 6-1 参照)。高対応性部

分とは、外部から見ることのできるアウトプットや振舞い (すなわち機能仕様) との対応が取り

やすい部分であり、機能仕様を変更しようとしたときに、プログラムのどの部分をどう直せばよ
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いのか対応が取りやすい、メンテナンスしやすい部分のことである。逆に、低対応性部分とは、

機能仕様との対応が取りにくいメンテナンスしにくい部分である。 
 

 たとえば、プログラムから発せられるメッセージを記述した部分は、一般には高対応性部分だ

といえる。しかし、メッセージを複雑な方法で組み立てたりすると、そういう処理を行うプログ

ラムは普通、低対応性なので、総合的にはメッセージ部分も含めて低対応性になってしまう。 

 逆に、プログラムから発せられるメッセージを一個所にまとめて配置し、わかりやすい順序 (あ

いうえお順など) に整理して並べておけば、よりメンテナンスがしやすくなる。これは高対応性

部分を鮮明にしている例である。 

 ところで、プログラムは、同じ機能を果たすようなものを何種類となく作れる。したがって、

開発者の考え方や作り方ひとつで、プログラムは千変万化、違ったものになってしまう。 

 ちなみに、本書では他人のつくったプログラムは一般に解読するのが困難なことを説明したが、

その根底にはプログラムはバラエティに富むという事実がある。仮に同じ機能を果たすプログラ

ムは、誰がつくっても同じものになるとしたら、自分でつくったプログラムと他人が作ったプロ

グラムの区別がつかないので、他人が作ったプログラムを自分でつくったプログラムのように簡

単に解読できてよさそうである。しかし、実際には同じにはならないのである。 

 同じ機能のプログラムでも千変万化、様々な形があるので、プログラムをつくるときに高対応

性部分と低対応性部分をよほど意識して分離するようにしないと、ひどいことになってしまう。

つまり、高対応性部分と低対応性部分が混ざってしまうのである。情報理論の中でもエントロピ

ー増大の法則があって、区別しようとしない場合には一般にごちゃ混ぜ (混雑) 状態になるもの

である。したがって、たとえ高対応性部分があったとしても、それは低対応性部分と混ざってし

まい、混ざったものは低対応性だとみなされてしまうことになる。 

 

 
 

 世の中のプログラムの多くは、高対応性部分 (Ｘ印) を鮮明にして、その部分を切り出す努力

がなされていないので、高対応性部分と低対応性部分がごちゃ混ぜになっているものが多い。 

 高対応性部分と低対応性部分がごちゃ混ぜになると、高対応性部分 (Ｘ印) と明確に対応して

いたモノ (○印) との対応関係がとれなくなってしまう。 

 

  図 6-1: 高対応性部分と低対応性部分 
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 ここである生物個体の DNA 情報の中の高対応性部分と低対応性部分がごちゃ混ぜになってい

ると仮定してみよう。たとえば、体の色を黒くすることに対応する遺伝子が一つだけであれば分

かりやすいのであるが、ごちゃ混ぜになっているために、遺伝子 A、遺伝子 B、遺伝子 C、... に

関係しているとしよう。そして、これらの遺伝子が特定の値を取らないと体の色を黒くすること

はできないとしよう。こうすると、体の色を黒くするような進化はほとんど不可能になる。なぜ

なら、遺伝子 A が黒 A という値をとり、かつ遺伝子 B が黒 B という値をとり、かつ遺伝子 C が

黒 C とり、かつ ... ということをすべて満たす突然変異が起きる確率は非常に低いからである。

したがって、そういう進化はほとんどあり得ないはずである。 

 このことから、生物においては、一つの遺伝子だけの突然変異で新しい形質を獲得できるよう

になっている (高対応性になっている) のが普通だと思われる。もしも、こうなっていない生物

がいたとしたら、環境変化に対応できずに絶滅してしまったか、絶滅する運命にあるか、あるい

はそうなっていない部分は適応度との関係が薄いはずである。したがって、高対応性になってい

るのが普通であろう。なお、生物の各器官が分化しているのは、表現型である生物個体が DNA 情

報の高対応性部分によって浮き彫りにされたものであるためだと思われる。 

 

 さらに大胆な仮説を言うと、発生を制御する仕組みに関しては低対応性だと思われるので、こ

の部分の進化は極めて遅いことが推測できる。つまり、発生の制御に関するほとんどの突然変異

は、生物個体を発生不能にすることになると考えられる。このことは、プログラムのコピーミス

をすると、大抵は動作不能になるという経験に対応することである。ただし、こういう根っこの

部分に起きた一つまたは複数の突然変異が受け入れられるものであったとすると、それは生物個

体の構造を変えるような大進化につながる可能性が高いといえそうである。 

 

 生物個体ではなく、プログラムとその表現型である機能仕様との関係をみてみよう。世の中の

プログラムの多くは、高対応性部分を鮮明にして切り出す努力をしていないので、高対応性部分

と低対応性部分がごちゃ混ぜになっているのが現状だといってよいだろう。 

 たとえば、プログラムに新たな機能などを付け加えるときに、プログラムの何個所かに同時に

手を入れなければならないのが普通である。一個所に手をいれるだけで狙った機能が獲得できる

ことは極めてまれなのである。これは、高対応性部分と低対応性部分がごちゃ混ぜにはなってい

る証拠だと思われる。 

 プログラムについても、高対応性部分と低対応性部分のごちゃ混ぜ状態を解消できれば、高対

応性部分に関する限りは一個所に手をいれるだけで狙った機能が獲得できることが普通になるは

ずである。｢プログラムというものはすべてメンテナンスしにくいものだ｣ というのは誤解なので

ある。高対応性部分は、本来は大変にメンテナンスしやすいものなのである。したがって、高対

応性部分を鮮明に切り出せばよいのである。こう考えるとリファクタリングの意味が納得できよ

う。 

 

 生物界では、ごちゃ混ぜだということは進化不能の状態であることを意味する。しかし、プロ

グラムについては、開発者という人間の知能が進化の手助けをするので、いわば数多くの遺伝子

に同時に都合よく突然変異を起こさせることができる。したがって、ごちゃ混ぜ状態でも、プロ

グラムを新たな環境に適応するように進化させることができる。このことに頼ってしまい、高対

応性部分を鮮明にして切り出す努力がなされていなかったのが、これまでである。 

 

 ‘ビジネスロジック部品技術’を用いると、高対応性部分を鮮明にして切り出すことになるため

に、少なくとも高対応性部分についてはメンテナンスやカスタマイズが誰でも簡単に行えるよう

になる。というのは‘ホワイトボックス部品’でカバーできるような領域は、高対応性部分であ
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ることが普通だからだ。このことは、｢‘ホワイトボックス部品’に求められる性質｣ を思い出し

ていただければ分かることである。高対応性部分の具体例としては､‘ホワイトボックス部品’で

カバーされる業務仕様に関係するプログラムを挙げることができる。実際に、この部分はデータ

項目と対応づけることができる高対応性部分だといえる。 

 ところで、一般に高対応性だと考えられている部分も、その中をある視点から詳しく見るとご

ちゃ混ぜ状態のところが見いだされることがよくある。たとえば、ビジュアル開発支援ツールの

イベントプロシージャは、各コントロールとの対応関係が明確なので一般には高対応性だと考え

られているが、簡単には再利用しにくい。そして、この事実によってコントロールという視点か

らは高対応性かもしれないが、データ項目という視点からは区切りがぼやけていることに気づか

せられる。もしもデータ項目という視点から高対応性になっていれば、データ項目に対応する再

利用 (こうした形の再利用が簡便であり求められる) が簡単にできるはずである。実際にアップ

デートプロパゲーションの機構を備えた部品化イベント駆動方式を採用することによって、デー

タ項目ごとの切れをスパッとよくして、メンテナンスやカスタマイズがしやすいデータ項目部品

にすることができた。このことは、｢３．２．３ SSS から RRR ファミリーへ｣ の中の ｢部品を

区切る分割指針に関する改善点その２｣ で述べたとおりである。 

 

 オブジェクト指向の本質は、ソフトウェアの構成を設計する際に現実世界のモノとの対応関係

を重視しようという点にある。したがって、高対応性部分を鮮明に切り出して、モノとの対応関

係を明確にすることは、オブジェクト指向の本質にかなったことだといえる。 
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おわりに 
 

 業務プログラムの開発作業に対して、これまで短中期的に (2 ～ 20 年レンジで) 数々の対処

療法が行われてきた。しかし、これこそが“銀の弾丸”だといえるようなものはなかったように

思う。本来なら、長期的に (100 年レンジで) 将来きっと可能になると思われる ｢本当の意味で

の業務プログラム開発の自動化｣ を目指すべきだろう。しかし、そんなものは影だけで形がない

現実を考えると、執筆を終えた今、本書の ｢部品化再利用｣ がますます現実的な“銀の弾丸”に

思えてきた。 

 

既に成熟状態にあるツール: 

 業務プログラム開発を支援するツールは成熟状態にあり、新たに目覚しい効果を上げるような

ものは当面期待できない状態だ。なだらかな丘への主要ルートは既に開発し尽くされているので

ある。その丘まではコンピュータという強力なエンジンが有効に働く。もちろん、丘までの枝葉

のルートはこれからも開発が進むだろうが、それは業務プログラムの開発作業をほんの少し便利

にするだけのことである。 

 

本当の意味での人工知能の技術はまだ見えていない: 

 業務プログラムを開発するには、その丘からそびえ立つ険しい断崖の上まで登ることが必要で

ある。人間の柔軟な思考力をもってすれば、この崖を登ることは可能であるが、その崖はあまり

にも険しいために、コンピュータ単独では歯が立たない。その強力なエンジンを十分に活用する

テクノロジーがまだ見つかっていないのである。これまでにいろいろな観点から、この崖をコン

ピュータが駆け上がれるようにする試みがなされたが、どれも成功していない。 

 丘の上の険しい崖は、延々と続いており果てしないようである。｢本当の意味でのコンピュータ

にアプリケーションプログラムを自動生成させる｣ ことを目指すと、どの道を選んでもこの険し

い崖にぶちあたってしまう｡“業務プログラム開発の上流工程の知的支援”も“業務プログラムの

リバースエンジニアリング”も人間が行うような高度な知的作業に迫ろうとするとこの険しい崖

にはばまれてしまう。問題が限定している“2000 年問題の解決”ですら、自動的にはできなかっ

たのである。 

 業務プログラムを完全に自動生成する幻のツールは、別の比喩を使うと中世の錬金術のように

思われる。もしも開発できたとすると、コンピュータ産業にとってそのインパクトは絶大である。

だから、ときどき ｢金が生成できた｣ と人騒がせな発言で注目をあびようとする人が現れる。 

 基礎研究が進むと、行く手をはばむ険しい崖の正体が解明され、金は元素なのでその生成は無

理だというようなことが分かるかもしれない。そして、さらに研究が進むと核物理学に基づくテ

クノロジーが現れて、実際に金を生成することが可能になることだろう。そのときこそ、人間に

代わって未来のコンピュータが自力で険しい崖を駆け登れるようになるのだといえる。それは、

100 年先のことか、もっと先のことか分からないが、そういうタイムスパンで解決される問題だ

と思う。小手先のアイデアで解決できることではない。 

 

部品化再利用は現実解: 

 このような認識のもとに現在何ができるのかを考えると､‘ビジネスロジック部品技術’を用い

た部品化再利用が 善だと思われる。なだらかな丘の上の険しい崖を登るのは人間でなければで

きないが、一旦登ったところは、いわばワイヤロープを垂らすなどして、コンピュータのエンジ

ンを使うことができるのである。これは、険しい崖をコンピュータ自らが駆け登るのとは異なる

アプローチなので、現在のソフトウェアの技術レベルで十分に実現可能なことである。 
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現実のビジネス環境に目を向けると: 

 さて、将来の展望はこれくらいにして、現実のビジネス環境に目を向けてもみよう。 

 本書の執筆は、不況の真っただ中で行った。そして、その内情を見ると本書で指摘したような

慢性的なバブル状態が潜んでいる。したがって、合理化を進めて、バブル状態を解消していくこ

とは、大きなビジネスチャンスと言えるのではないだろうか？ 

 

 カスタマイズやメンテナンスのことを考えずに人海戦術で大量のソフトウェアを作り続けてい

ると、遅かれ早かれ競争力がなくなることは目に見えている。なぜなら、多くのビジネス分野の

業務プログラムに‘ビジネスロジック部品技術’を適用して、ぴたりと合う特注対応業務パッケ

ージがリーズナブルな価格で供給されるようになり、厳しい自然選択がなされる時代になるから

である。また、海外からの ERP パッケージの進出は、業務パッケージへの関心を高めて、このよ

うな動きを後押ししている。 

 そして、やがては業務プログラム開発に関する仕事がすっかり様変わりして、特注対応業務パ

ッケージ開発業と、それを基に部品カスタマイズをして顧客（企業）の要求仕様に合わせるため

のカスタマイズ業の分業化が進展することだろう。つまり､“部品化する仕事”と“再利用する仕

事”の分業化である。 

 

 このような将来が予想されるので、ビジネス分野の業務プログラムの開発に関係している方々

には、次のような方向に進むことをお勧めする。 

 

 ・ 特定の業種・業務分野の業務プログラムのノウハウがあるのなら、それを特注対応業務パッ

ケージに仕立て直して、カスタマイズ業者に供給する特注対応業務パッケージ開発業を始め

るのがよいだろう。 

 

 ・ 数多くのお客様をかかえているのなら、カスタマイズ業を始めて、お客様に競争力のある業

務プログラムを提供するのがよいだろう。なお、これはチューニングサービスという形に発展

拡大していくことが予想される。 

 

 ・ 自社向け業務システムがメンテナンス地獄に象徴される行き詰まり状態に陥りそうなら､‘ビ

ジネスロジック部品’という形の洗練された資産体系に切り換えていくのがよいだろう。そう

すれば、メンテナンス地獄を回避するだけでなく、自社システムを特注対応業務パッケージ

として外販する道も開ける。 

 

 これらのいずれに対しても､‘ビジネスロジック部品技術’は、有効であり、必須だといえる。

合理化を進めて、バブル状態を解消する中にビジネスチャンスを求めるのであれば、このテクノ

ロジーを活用することを強くお勧めする。 

 

 なお、インターネット上の下記の Web ページに、本書の内容に基づく‘ビジネスロジック部品’

のプログラムサンプルなどを掲載しておくので、ご参照いただきたい。それから、本書の内容に

関する感想や意見などの宛先となるメールアドレスもそこに載せておく。 

 

 http://www.applitech.co.jp/  
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 末筆になったが、ウッドランド株式会社において SSS を開発された元社長の柴田隆介様と開

発主任の大西司様からは SSS の開発思想に関する教えをいただいた。感謝の意とともに、その

独創性に敬意を表したいと思う。そして、元会長の浅田隆治様と元取締役の尾崎穣治様からは、

RRR ツールを分担開発する中で有益な意見をいただき、本書をまとめる際にも大変参考になっ

た。この本ができたのは、これらの皆様のおかげであり、ここにお礼を申し上げる。 
 本書の草稿はインターネット上の Web ページに２年間ほど掲載していた。これをご覧になった

多くの方々から、はげましやご意見をいただくことができた。あらためてお礼を申し上げる。特

に先輩の吉田征教授には、200 個所にも及ぶご指摘をいただき、本書をまとめる上で大いに役立

った。ここにお礼を申し上げる。 

 

                               2003 年 11 月 

                                對馬 靖人 
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付録１．プログラムの実行とは 
 

 この付録では、プログラムを実行するとは、どういうことなのかという説明から始めて、合わ

せてこの周辺の事柄をご紹介する。 

 プログラムを実行するということは、本を読んだり、音楽を演奏したりするのと同様に、時間

の経過とともに“あること”を進めていくことである。ここで“あること”とは何かというと、

本の場合には、人間の目が各ページの字を追いながら理解していくことであるし、音楽の場合に

は、人間の目が楽譜の音符を追いながら音を出していくことであるし、プログラムの場合には、

コンピュータの CPU がプログラムの中の文 (命令文) を追いながら演算をしていくことである。

つまり、コンピュータの中には CPU という装置があって、人間の目が字や音符を追うのと同様に、

CPU が文を追っていくのである。ただし、コンピュータは、人間には太刀打ちできないスピード

でこれを行う。すなわち１秒間に数百万から数千万にも及ぶ文を追いながら演算をしていくので

ある。ここがコンピュータパワーの原点である。 

 ところで、楽譜の中の音符は ｢ある音を出せ｣ と命じていると捉らえることができる。楽譜の

音符を追いながら音を出していくのが演奏なのだから、各音符はそれぞれの音を出せと命じてい

るのだとみなせるわけだ。これと同様に、プログラムの中の文は、足し算を行えとか、大小の比

較をせよとか、というように、どのような演算を行うのか命じているものだと捉らえることがで

きる。したがって、これらの文は命令文だということができる。 

 楽譜の中には、繰り返し演奏することを命じる記号や楽譜の中の指定の所にジャンプすること

を命じる記号 (前述の音を発することを命じる記号とは役割が異なる) がある。これらと同様に、

プログラムの中にも、繰り返し演算することを命じる命令文やプログラムのある点にジャンプす

ることを命じる命令文 (前述の演算することを命じる命令文とは役割が異なる) がある。これら

の役割が異なる記号や命令文は、演奏の流れを制御したり、プログラムの流れを制御したりする

ものである。なお、本書で制御構造と言っているのは、プログラムの流れを制御する命令文の書

き方のことである。 

 

 プログラムを開発するには、プログラミング言語を用いるのが普通だ。プログラミング言語は、

自然言語と異なる人工的な言語であり、例外のない文法をもち、語彙もわずかである。いわば、

コンピュータに命じるだけの単純な言語である。このような違いがあるが、似ている点もあり、

共通の言い回しをする。自然言語を使って文を書くのと同様に、プログラムを開発することを ｢書

く｣ とか ｢記述する｣ とか ｢作る｣ とか ｢作成する｣ とか、あるいは ｢組む｣ と言う。なお、プ

ログラムを書くときに少しでも間違えると、CPU は人間が意図した処理とは異なる処理をしてし

まうことになる。CPU は命じられたとおりのことしかしない。人間の意図をおもんぱかることは

ないのである。そこで、デバッグが必要になる。デバッグとは、CPU が人間の意図した処理から

外れる動作をするかどうかをチェックして、必要に応じてプログラムを正すことである。 

 プログラミング言語は、語彙がわずかなので、複雑な表現がしにくいことがある。このような

場合、いわば新たな単語に相当するサブルーチンを定義して、サブルーチンを使うことで複雑な

表現を簡略化する仕組みがある。これは、部品化再利用の仕組みだといえる。複雑な意味をもつ

用語を使うことで文章を短くできるのと同様に、サブルーチンを使うことでプログラムを短くで

きるのである。なお、サブルーチンを使うことを ｢呼び出す｣ と言う。 

 

 CPU が文を追っていくスピードは、１秒間に数百万から数千万にも及ぶために、小さなプログ

ラムは、すぐに実行が終わってしまいそうである。しかし、プログラムの流れを制御することに

よって、たとえば何回もループさせることができるので、小さなプログラムであっても、高速の 
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CPU に演算を実行させたにもかかわらず１時間もかかるような科学技術計算もある。他方、ビジ

ネス分野の業務アプリケーションプログラムは、一般に科学技術計算のような複雑な計算はしな

いものである。しかし、ビジネス分野では大量のデータを取り扱うことが普通であり、そのため

に繰り返し同じような処理を大量に行うことが多い。 

 

 プログラムに関する理解を深めるには、他人の書いたプログラムを読んだり、自分でプログラ

ムを書いたりしてみることが近道である。たとえば、Windows 系 OS を搭載した広く使われてい

るパソコンがあれば、マイクロソフト社のビジュアル開発支援ツール Visual Basic を用いるこ

とで、簡単にプログラムを書いて実行させることができる。Visual Basic には、プロの開発者向

けの機能だけでなく、ホビープログラマ向けの機能もあるので、プログラミングの入門には 適

だといえよう。なお、本書を理解する際に、イベント駆動方式に習熟していると好都合なので、

イベント駆動方式が採用されている Visual Basic を使ってみることをお勧めする。 
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付録２．ビジネス分野の業務プログラムの一般的な特徴 
 

 この付録では、ビジネス分野の業務プログラムとは、どのような特徴をもっているのか、 も

注目すべき特徴を三つ挙げてみる。 

 

◎ ビジネス分野の業務プログラムはバラエティに富む 

 業務処理の内容は、各会社の歴史的な経緯、トップの方針、各部門の力関係、特殊な業務遂

行の方法 (企業特性)、取り扱う商品やサービスの種類、業界の慣行、関心事 (業種特性)、お

よび他社差別化を図るための創造的な活動などの要素に依存しているために、バラエティに富

む。したがって、たとえば A 社向けの業務プログラムは、そのままの形で B 社に適用できる

わけではない。 

 また、一般にビジネス分野は創適応の必要性が大きいので、業務パッケージを開発してパラ

メタの設定によって A 社向けにしたり、B 社向けにしたりとカスタマイズできるようにした

としても、別の C 社からは、パラメタに値を設定するだけでは対応できないような変更要求

が出されることが、しばしばあるものである。 

 

◎ ビジネス分野の業務プログラムは多種類のデータを取り扱う 

 ビジネス分野の業務プログラムが取り扱うデータの種類は、数百から数万に及ぶことが普通

である。そして、それぞれのデータの種類をデータ項目と呼び、データ項目名を付けて区別す

る習わしである。たとえば ｢商品コード｣ とか ｢売上日付｣ などのデータ項目名によって、ど

んな種類のデータかということが一目瞭然になる。 

 

◎ ビジネス分野の業務プログラムは大量の繰り返しデータを取扱う 

 ビジネス分野の業務プログラムの取り扱うデータは、種類が多いだけでなく、量も多いので

あるが、それらは単純な繰り返しデータである。この種のデータは、何種類かのレコードとい

うデータの入れ物を設けて、そこに格納するのが常套手段である。レコードとは関係するいく

つかのデータ項目の値を収めた入れ物であり、数多くのレコードを設けることによって、そこ

に大量の繰り返しデータを格納することができる。 

 そして、ある一件のレコードに関するプログラム手続きを同種の数多くのレコードに適用こ

とによって、大量のレコードを次から次へと順番に、または要求のあるごとにそのレコードを、

処理することができる。なお、あるレコードを処理している 中は、そのレコードの内容が変

更される可能性のあるクリティカルな状況なので、そのレコードを他からアクセスすることを

禁止するための、排他制御が必要になる。また、各伝票を処理するごとに複数のレコードをデ

ィスクなどの不揮発性媒体に書き出す場合には、トランザクション制御が必要になる。 

 

 ビジネス分野の業務プログラムとは対照的に、科学技術分野では、しばしば少数のデータを基

にして非常に奥深い計算を行う。いわば奥の深い“うなぎの寝床”の様相を呈する。これと同様

な表現をビジネス分野の業務プログラムに関して行うと、間口が広く奥行きの浅い“縁日の露店

の並び”の様な姿がうかがえる。というのは、業務プログラムを構成するプログラムにおいては、

各データ項目に関するそれぞれの演算はそんなに複雑ではないのであるが、取り扱うデータ項目

の種類が莫大だからである。 

 なお、このような特徴をもつビジネス分野の業務アプリケーションプログラムを分割して、デ

ータ項目と対応づけたとしたら、各プログラムの断片がどうなるのかを考えていただくと、本書

の内容に納得していただけると思う。 
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付録３．積み上げ方式で生産性の向上率を求める例 
 

 積み上げ方式で生産性の向上率を求める際には、どうしても主観や感性に頼らざるを得ない部

分がある。主観的な要素がどの程度幅をきかしているのかは、実際に見積作業を行ってみると実

感できる。この付録では、そのような試みをする際の参考にしていただくために、ある一つのネ

タ (材料、施策、仕掛け、仕組み) の効果を見積もる過程をレポートしてみる。 

 なお、積み上げ方式で生産性の向上率を求める一般的な説明は ｢４．２ ソフトウェア開発の生

産性の計り方いろいろ｣ にある。 

 

 ここでは、見積もる際にいろいろと配慮が必要なネタ、すなわち見積もり作業が難しいネタを

選んでみた。それは、CASE ツールに組み込まれているポピュラーなネタの一つであり、上流工程 

CASE ツールによって各種のダイアグラムを記述する作業を支援することである。このネタは、広

い意味では要求仕様の明確化作業を支援するものであり、具体的にはダイアグラムを記述する際

にワープロ的な支援をするものである。そして、このネタには、直接的および間接的な省力化効

果があるので、それぞれを支援対象作業の割合と省力化の割合の積として見積もることにする。 

 

 まず、直接的な効果を見積もってみる。要求仕様の明確化作業は開発作業全体の延べ 20 ％ほ

どに及ぶこともあり、その中には注文主やエンドユーザとのインタビューなど様々な作業が含ま

れている。ダイアグラム作成作業は、その中の一部であることを考えると、支援対象作業の割合

は多く見積もっても開発作業全体の延べ５％程度だろう。 

 これについての省力化の割合はどう見積もるべきか、意見が分かれるところだろう。単にダイ

アグラムを作成するためのいわばワープロとして修正作業を支援しているだけのことであり、そ

れ以上の支援はないという見方もあり得る。実際にダイアグラムとして書くべき内容は、人間が

頭に浮かべたものであり、どういうダイアグラムを頭に浮かべるべきかについての支援があるわ

けではない。したがってこの支援で得られる効果は限られているように思われる。しかし、この

ネタは書き直しを億劫なものではないと思わせるので、考え落ちを見つけることに躊躇をなくす

心理的な効果がある。これら以外にも何らかの協調的効果があるかもしれない。あれやこれやを

考えて、このネタによる省力化の割合をここでは、仮に 40 ％だとみなすことにしよう。こうす

ると、このネタによる直接的な省力化率は、支援対象作業の割合が延べ５％であり、省力化の割

合が 40 ％なので、これら割合の積である。２％だと見積もることができる。 

 

 この２％という値は直接的な支援だけについての見積なので、この他に間接的な支援も計算に

入れなければならない。すなわち、ダイアグラムを作成した後の要求仕様の実現 (インプリメン

ト) 作業に関する効果の計算も必要である。もしも要求仕様の明確化が不十分であったために発

生させていた後工程の無駄な作業があれば、それを少なくするという意味での間接的な支援があ

るはずである。つまり、このことによって、生産性を向上させているのである。 

 この間接的な効果も、直接的な効果と同様に、支援対象作業の割合と省力化の割合を見積もっ

てから、その積を計算する。まず支援対象作業の割合の方は開発作業全体の延べ 80 ％だと見積

もることにする。次に省力化の割合はどうかというと、要求仕様を把握する際によく誤りを犯す

開発プロジェクトかどうかに依存して、その値が違ってくるし、またその誤りに気づく時期にも

依存する。誤りが多い開発プロジェクトでは生産性を向上させる余地があるので、この間接的な

効果の数値が大きくなるはずである。そこで、要求仕様を把握する際の誤り率を ｘ だと仮定し、

誤りに気づく時期は平均して作業の中間であるとして見積もることにする。こう仮定すると、後
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工程で 0 ～ 0.8ｘ ほどの無駄な作業を行っていたはずであり、平均すると 0.4ｘ の無駄な作業

をなくすことができるといえる。 

 

 ここまで準備すれば、このネタを適用する前と後の間接的な効果を比較できる。 

 このネタを適用する前、すなわち鉛筆と消しゴムでダイアグラムを作成していたときに、たと

えば要求仕様を把握する際に平均して 20 ％の誤りがあったとすると (つまり ｘ を 20 ％と仮

定すると)、後工程において平均８％ (80 ％×20 ％×1/2) の無駄な作業を実施していたはずで

ある。 

 このネタを適用した後、すなわち誤りを少なくすべくダイアグラムの作成支援を行うツールを

使うことによって、要求仕様を把握する際の誤り率が 20 ％ から 15 ％に低下したとしよう。す

ると無駄な作業は平均的に８％から６％ (80 ％×15 ％×1/2) に減らすことができる。 

 よって、このネタを適用することによって平均して２％の無駄な作業を省けることが分かる。 

 この間接的な効果を前述の規定の形式で表現すると、支援対象作業の割合が延べ 80 ％であり、

省力化の割合が 2.5 ％ (誤りが５％だけ減り、それが工程の中ほどで検出されるとした) なので、

これらを掛け合わせた２％が間接的な省力化率だというように計算できる。 

 これらの効果を積み上げる (すなわち累積する) と、省力化率は直接的な２％と間接的な２％

を加えた４％になる (図 A3-1 参照)。 

 

 
 
 要求仕様を把握する際に平均して 20 ％ の誤りを犯す開発プロジェクトにおいて、ダイアグラ

ムを記述する作業を手書きから CASE ツールを使うように切り換える場合の省力化率の計算例： 

 

  図 A3-1: 省力化率として得られた値 

 

 なお、ここでは要求仕様を把握する際の誤り率を 20 ％と仮定したが、誤り率がもっと高い開

発プロジェクトの場合にはもっと生産性を向上させることができるし、そうでない場合にはあま

り生産性を向上させることができない。つまり、既にいろいろな工夫をしている開発プロジェク

トの生産性を向上させるのは簡単ではないという至極当然のことなのである。 
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 また、ここでは既にダイアグラムに書き下すという手法を用いている開発プロジェクトを想定

して、効果の見積もりをした。しかし、その手法をまだ用いていない開発プロジェクトであれば、

その手法とこのツールを用いることによって、これらを合わせた効果が期待できる。 

 繰り返しになるが、ここでは ｢CASE ツールが与えてくれるダイアグラム作成支援というネタに

よって、４％ほど省力化でき、生産性が 1.042 (1／0.96) 倍になる｣ というようなことを主張し

ているわけではない。上記の計算はいろいろな仮定が入った値であり、この値が独り歩きすると

誤解を生むことになる。ここでの説明の狙いはあくまでも見積方法にあったのであり、皆様が適

当なネタを取りあげて生産性の向上率を見積もる際に、これを参考していただきたいと考えただ

けのことである。さあ、どんな見積値が得られるか、適当なネタを選んで是非とも試してみてい

ただきたい。 
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付録４．ものを認識する際の図と地の分離について 
 

 人間がものを認識する際には、何らかの概念やイメージに照らし合わせるという脳の中での内

部的な操作があるようだ。この際に図とその背景の地との分離 (線引き) がなされて、ものが認

識できるようになる。すなわち、ある概念やイメージにうまくマッチングできた部分が図として

浮かび上がってきて認識できるということである。 

 図 A4-1 に示す ｢向かい合う二つの顔と壺｣ の絵は、二つの認識ができるので有名である。白

いところを図と捉らえると (黒いところが地になって) 壺だと認識できるし、黒いところを図と

捉らえると (白いところが地になって) 二つの顔だと認識できる。 

 

 

         図 A4-1: 向かい合う二つの顔と壺 

 

 これまでのソフトウェア開発では、サブルーチンを図と捉らえる見方が一般になされていて、

大抵の開発プロジェクトでは積極的に共通サブルーチンを括り出すことが行われていた。しかし、

メインルーチンの方を図と捉らえる見方は思い付かなかったので、共通メインルーチンを見つけ

出す努力はなされていなかったのではなかろうか。後者の見方をすると従来とは異なる認識がで

きるので、これまで見えていなかった共通部分が見つかる可能性がある。 

 

 ちなみに、オブジェクト指向の用語に制御の反転 (Inversion of Control) があるが、こうし

た逆転の発想に基づく認識と関係している。 

 

 ところで、メインルーチンとサブルーチンとの関係は、絶対的なものではない。極めて相対的

なものである。したがって、ある一つのルーチンを取りあげると、それは他のルーチンを呼び出

すメインルーチンである。と同時に、他のルーチンから呼び出されるサブルーチンでもあること

がある。このような二面性から、次のような誤解を受けることがある。それは、メインルーチン
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のことなど気にせずに、従来どおりサブルーチンを括り出すことだけを考えればよいという誤解

である。 

 ここで問題にしているのは、共通部分を発見するときのものの見方であって、サブルーチンと

いう形にするかどうかという実現 (インプリメント) 方法を問題にしているわけではない。 

 実現方法について言うと、１行のプログラムからなる根源的なメインルーチンをつくれば、他

のルーチンをすべてサブルーチンにしてしまうという芸当も可能である。なぜなら、メインルー

チンだと見なされるものがあったならば、それを (根源的なメインルーチンから呼び出される) 

サブルーチンに変えることは非常に簡単なので、それらすべてをサブルーチンにできることは明

らかである。したがって、この観点からはサブルーチンだけで事足りる。ただし、こうしたとし

ても、今まで見つからなかった共通部分が見つけやすくなることにはならない。 

 問題は、共通部分を見つけるためのものの見方である。呼び出す側と呼び出される側との間に

適当な線引きをして、共通部分を見つけようとするときに、従来は呼び出される側の共通性ばか

りに目が向いていた。このために、呼び出す側の共通性が見えていなかった。見つけようとしな

かったのだから、見つからなかったのも当然である。呼び出す側の共通性に注目すれば、そうし

た共通部分の存在が見えてくるものであり、嵌め込みシステムの骨格ルーチン、ある操作仕様を

実現している操作ベース、4GL の操作ベース、GUI の操作ベースなどは共通メインルーチンだと

いうことが分かってくる。分かってしまうと簡単なことなのだが、気がつかないと共通部分を見

逃してしまうものである。 

 なお、呼び出す側の共通部分が見つかれば、それをどういう形に実現させるのかは全く自由で

ある。実際に呼び出す側の共通部分は、その中にローカルなメインルーチンやサブルーチンをも

つ構成にすることが普通である。これは、呼び出される側の共通部分 (従来のサブルーチンの構

成) の中にもローカルなメインルーチンやサブルーチンの関係があるのと同様である。 
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付録５．部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法 
 

 この付録では、まず、実用的で効果的な部品化再利用システムにするための三つの要件を元に

して、部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法をどのようにして導き出したのか、その

過程を説明する。次に、もしもあるソフトウェア製品をこの一般化した構成法に従って部品化ア

プリとして構成できれば、すなわちこの一般化した構成法に従った部品化アプリ再利用システム

が存在すれば、そのシステムは確かに三つの要件を満たしているという定理の証明をする。 

 

 実用的で効果的な部品化再利用システムにするための三つの要件とは、次を指している。 

 ・ 部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること 

 ・ どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること 

 ・ 大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれるものであること 

 

 また、部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法とは、次を指している。 

 ・ ソフトウェア製品がカバーする領域を創適応の必要性が小さい領域と大きい領域の二つに分

割する 

 ・ 次の性質 (すなわち‘ブラックボックス部品’に求められる性質) を備えた‘ビジネスロジ

ック部品’または‘ソフトウェア部品’によって創適応の必要性が小さい領域をすべてカバー

する 

 - カバーすべき領域に想定されるどんな要求にも部品セットからの部品選択やパラメタの指

定によって対応できる (汎用性) 

 ・ 次の四つの性質 (すなわち‘ホワイトボックス部品’に求められる性質) をすべて備えた

‘ビジネスロジック部品’または‘ソフトウェア部品’によって創適応の必要性が大きい領

域をすべてカバーする 

 - 目指す部品が簡単に捜し出せる (検索性)  

 - 修正すべき部品の数が限定される (局所性)  

 - 一つ一つの部品のサイズが手頃である (手頃な大きさ)  

 - 一つ一つの部品が解読しやすい (読みやすさ)  

 

付録 5-a 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法を導き出した過程 

 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法は、以下のように考えて導き出した。 

 少なくともビジネス分野では、汎用サブルーチンだけでアプリケーションプログラムを構成で

きることはめったにない。なぜなら、汎用サブルーチンがカバーしているのは創適応の必要性が

小さい領域だけであり、創適応の必要性が大きい領域は手つかずのまま残ってしまうからである。

したがって、創適応の必要性が大きい領域をカバーするために、汎用サブルーチン以外の何らか

の新たな“部品”すなわち‘ソフトウェア部品’のようなものが必要になる。なお、汎用サブル

ーチンだけで創適応の必要性が小さい領域のすべてをカバーしようとがんばるよりも、共通メイ

ンルーチンなども併用することが一般には必要になるものである。 

 これらのことから、汎用サブルーチン以外の何種類かの‘ビジネスロジック部品’または‘ソ

フトウェア部品’を組み合わせて用いることになると予想して、汎用ルーチン以外の‘ソフトウ

ェア部品’の探索を始めた。 

 ところで、なぜ創適応の必要性が大きい領域が汎用サブルーチンでカバーできないのかを考え

てみると、それはプログラムカスタマイズを許さないという前提があるためだということが分か
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る。もしもプログラムカスタマイズを認めれば、創適応の必要性が大きい領域をカバーできるは

ずである。 

 

 そこで、上記の考察をヒントにして、プログラムカスタマイズを一切の許さない部品と、それ

を覚悟する部品とに分けてみることにした。そして、前者をブラックボックス部品、後者をホワ

イトボックス部品と名づけることにした。 

 この後に、それぞれの部品のあるべき姿を探るために、上記の三つの要件のうちの二番目と三

番目の要件を満足するかどうかをチェックしてみた。 

 ブラックボックス部品だけで部品化再利用システムを構成すると、大勢の開発者が組織的に部

品化再利用の恩恵にあずかることができるが、対応できるカスタマイズ要求の範囲が限られてし

まう。 

 ホワイトボックス部品だけで部品化再利用システムを構成すると、どんなカスタマイズ要求に

も対応できるが、組織的な部品化再利用が困難なシステムになってしまいそうである。 

 いずれにしても、三つの要件のうちの二番目と三番目の要件を両立させることは簡単ではない。

そこで、プログラムを創適応の必要性が小さい領域と大きい領域の二つに分けて、それぞれを個

別に攻略する方向を模索してみた。つまり、それぞれの領域をブラックボックス部品とホワイト

ボックス部品に分担させようと考えたのである。 

 まず、創適応の必要性が小さい領域については、ブラックボックス部品でカバーできるはずだ

という予想を立てた。そして、実際の「この予想どおり」と言えるようにするにはどうあるべき

かを考えた。 

 ブラックボックス部品を使うと、対応できるカスタマイズ要求の範囲が限られてしまうという

点が問題になる。ところが、創適応の必要性が小さい領域は、どんなカスタマイズ要求があり得

るのか、あらかじめ想定できる領域 (すなわち扱いやすい領域) なので、パラメタカスタマイズ

だけで対応できるはずである。このように考えて、ブラックボックス部品が以下に述べる汎用性

という性質を備えていればよいと判断した。なお、この性質を‘ブラックボックス部品’に求め

られる性質と呼ぶことにする。 
 

 ・ カバーすべき領域に想定されるどんな要求にも部品セットからの部品選択やパラメタの指定

によって対応できる (汎用性) 
 

 ブラックボックス部品がこの性質を備えていれば、カバーすべき創適応の必要性が小さい領域

に想定されるどんなカスタマイズ要求にも部品セットからの部品選択やパラメタの指定によって

対応できる。したがって、ブラックボックス部品によって、創適応の必要性が小さい領域をカバ

ーできることになる。なお、この性質を備えたブラックボックス部品は、本書の‘ビジネスロジ

ック部品’または‘ソフトウェア部品’の定義に合致する。そして、こうしたブラックボックス

部品を本書では‘ブラックボックス部品’と表記している。 
 

 次に、残りの創適応の必要性が大きい領域については、どんなカスタマイズ要求にも対応でき

るようにするためにホワイトボックス部品でカバーせざるを得ないと考えた。こうした場合に問

題になるのは、どうやってホワイトボックス部品を“大勢の開発者が組織的に再利用できる”よ

うにするかという点である。 

 そこで、この問題をブレークダウンして考えてみたところ、次の四つの性質が浮かび上がって

きた。そして、もしもホワイトボックス部品がこれらの性質をすべて備えていれば、大勢の開発

者が組織的に再利用できるものと思われた。なお、これら四つを合わせて‘ホワイトボックス部

品’に求められる性質と呼ぶことにする。 
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 ・ 目指す部品が簡単に捜し出せる (検索性)  

 ・ 修正すべき部品の数が限定される (局所性)  

 ・ 一つ一つの部品のサイズが手頃である (手頃な大きさ)  

 ・ 一つ一つの部品が解読しやすい (読みやすさ)  
 

 もしも、この四つの性質をすべて備えた‘ホワイトボックス部品’によってプログラムを構成

できれば、大勢の開発者による組織的な再利用が可能になる。なぜなら、あるカスタマイズ要求

に対処する場合に、目指す部品がすぐ見つかり、それは限られた一つか二つの部品に限定され、

その一つ一つの部品はそんなに大きなものではなく、また解読しやすいものだからである。言い

換えると、検索性のおかげで、従来ありがちであった気ままなモジュール分割に悩まされてうろ

うろすることもないし、局所性と手頃な大きさと読みやすさのおかげで、プログラム全体をなめ

まわすように解読する必要もない。少しばかりプログラムの解読は必要であるが、それは大勢の

開発者が組織的に再利用する上で許容できる範囲だといえる。いや、逆に解読作業が許容範囲に

おさまるように、十分な検索性や局所性や手頃な大きさや読みやすさを‘ホワイトボックス部品’

に求めているのだと考える方が分かりやすいかもしれない。 

 

 したがって、もしもこうした性質をすべて備えた‘ホワイトボックス部品’であれば、大勢の

開発者による組織的な再利用が可能である。そして、ホワイトボックス部品はプログラムカスタ

マイズを覚悟したものなので、創適応の必要性が大きい領域をカバーできる。なお、これらの性

質をすべて備えた‘ホワイトボックス部品’は、本書の‘ビジネスロジック部品’ または‘ソフ

トウェア部品’の定義に合致する。そして、こうしたホワイトボックス部品を本書では‘ホワイ

トボックス部品’と表記している。 

 

 ここでは､‘ホワイトボックス部品’に求められる性質として上記の四つを挙げて、これらの性

質をすべて完備することとしたが、ひょっとすると、これ以外にも適切な性質の組合せがあるか

もしれない。これについては深く追求していない。興味をもたれた方は、考えてみてはいかがだ

ろうか？ 

 

 以上が、部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法を導き出した過程である。 

 ここで、注意事項が一つある。厳密にいうと創適応の必要性が小さい領域をカバーするのは､

‘ブラックボックス部品’でも､‘ホワイトボックス部品’でも、これらの組合せであっても構わ

ない。とは言っても、できれば‘ブラックボックス部品’でカバーする方が望ましい。なぜなら、

プログラムへの手入れが不要にできればそれに越したことはないからである。プログラムへの手

入れが必要になる (かもしれない)‘ホワイトボックス部品’はできる限り少なくして､‘ブラッ

クボックス部品’でまかなえるならば、そうすべきである。 

 なお、創適応の必要性が大きい領域は､‘ブラックボックス部品’でカバーすることができない

ことは、既に説明してあるとおりである。だからこそ､‘ホワイトボックス部品’の登場が必要だ

ったのである。 

 

付録 5-b 三つの要件を満たすという定理の証明 

 ここでは、あるソフトウェア製品を上記の一般化した構成法に従って部品化アプリとして構成

できれば、すなわち上記の一般化した構成法に従った部品化アプリ再利用システムが存在すれば、

そのシステムは確かに三つの要件を満たしているという定理の証明をしてみる。 
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 三つのうちの一番目の要件、すなわち部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあが

るものであることという要件は、満たされる。なぜなら、ソフトウェア製品がカバーする領域の

うちの創適応の必要性が小さい領域は､‘ブラックボックス部品’に求められる性質をもつブラッ

クボックス部品がカバーするし、創適応の必要性が大きい領域は､‘ホワイトボックス部品’に求

められる性質をもつホワイトボックス部品がカバーするからである。 

 

 このような抽象的な言い方をすると、｢ソフトウェア製品のカバー範囲を創適応の必要性が小さ

い領域と大きい領域に分割するとはどういうことなのか｣ とか、｢部品がある領域をカバーするこ

とと、部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがることとは同じことなのか｣ とか

などに関する具体的なイメージが沸かないかもしれない。もしもそう感じたら、｢５．２ 部品化

再利用システムの構成法とその具体例｣ に述べてある具体例と対比しながらイメージをふくらま

せていただきたい。 

 

 三つのうちの二番目の要件、すなわちどんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること

という要件に関しては、創適応の必要性が小さい領域と大きい領域のそれぞれについて調べてみ

よう。 

 創適応の必要性が小さい領域については、どんなカスタマイズ要求があり得るのか想定できる

はずである。そして、その領域をカバーするブラックボックス部品は ｢‘ブラックボックス部品’

に求められる性質｣ 、すなわち ｢カバーすべき領域に想定されるどんな要求にも部品セットから

の部品選択やパラメタの指定によって対応できる｣ という性質 (汎用性) を備えているので、要

件その２が満たされる。 

 創適応の必要性が大きい領域については、ホワイトボックス部品でカバーし、プログラムカス

タマイズを覚悟するので、どんな要求にも対応できる。したがって、要件その２が満たされる。 

 

 三つのうちの三番目の要件、すなわち大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵にあずかれ

るものであることという要件に関しては、ブラックボックス部品とホワイトボックス部品のそれ

ぞれについて調べてみる。 

 ブラックボックス部品については、その中身のプログラムを解読せずに、外部からみて意味の

明快な宣言的な情報を指定するだけで利用できるので、要件その３が満たされる。 

 ホワイトボックス部品については、カスタマイズ要求によっては中身のプログラムの解読が必

要になる場合があるが、｢‘ホワイトボックス部品’に求められる性質｣ を備えていることによっ

て、大勢の開発者が組織的に再利用できることが保証される。したがって、要件その３が満たさ

れる。 

 

 これを詳しく言うと、あるカスタマイズ要求に対処する際に、目指す部品がすぐ見つかり、そ

れは限られた一つか二つの部品に限定され、その一つ一つの部品はそんなに大きなものではなく、

また解読しやすいものなので、大勢の開発者が組織的に再利用できるのである。繰り返しの説明

になるが、検索性のおかげで、従来ありがちであった気ままなモジュール分割に悩まされて、う

ろうろすることもないし、局所性と手頃な大きさと読みやすさのおかげで、プログラム全体をな

めまわすように解読する必要もない。少しばかりプログラムの解読は必要であるが、簡単に解読

でき、その範囲がズルズル増えることにはならないので、解読が許容できるのである。 

 

 以上によって、あるソフトウェア製品をこの一般化した構成法に従って部品化アプリとして構

成できれば、すなわちこの一般化した構成法に従った部品化アプリ再利用システムが存在すれば、

そのシステムは上記の三つの要件を満たしているという定理が証明できた。 
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 ここで注意が必要なのは、どのような分野に対しても、このような部品化アプリ再利用システ

ムが構成できるという保証があるわけではないということである。ここで言えるのは、ビジネス

分野においては、この一般化した構成法に従った部品化アプリ再利用システムの実例が存在する

ということである。そして、少なくビジネス分野の普通のアプリケーションプログラムに対して

は、この一般化した構成法に従って部品化アプリ再利用システムを構成できるといってよいだろ

う。しかし、たとえば、人ゲノム計画の支援に使われるソフトウェアがこの一般化した構成法に

従って構成できるかどうかは何ともいえない。また、ビジネス分野においても特殊な領域では、

この一般化した構成法に従って部品化アプリ再利用システムを構成できないかもしれない。なお、

これらに関係して、第５章の ｢‘ビジネスロジック部品’とは｣ の中の部品化可能部分に関する

説明をご参照いただきたい。 

 

 後に、いま証明した定理の逆についても考えてみよう。すなわち部品化再利用システムが三

つの要件を満たすためには、この一般化した構成法に従うことが必要であるということが言える

かどうかという命題である。これについては、残念ながら証明ができていない。本書では、単に、

この一般化した構成法を導き出した過程を説明したに過ぎない。予想としては、三つの要件を満

たすには、この一般化した構成法そのものか、これに若干の修正を加えたもの以外にはないと考

えている。しかし、この点に関してはきちんとした証明ができていない。したがって、別の構成

法があるかもしれない。興味をもたれた方は、考えてみてはいかがだろうか？ そして、もしも新

たな構成法がひらめいたら、その構成法も三つの要件を満たすということを証明してみていただ

きたい。 
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トピック 11 
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開発支援ツール ･･･････････････････････････････ はじめに, 執筆に, 2.2.1-i, 2.3-u, 3, 4.3-j, 

4.3-k 
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ガラパゴスフィンチ ･･･････････････････････････ 6-c 
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共通サブルーチン ･････････････････････････････ キーワード, 2.3-r, 3.2.1-i, 3.2.1-j, 4.1-c, 

4.4-m, 付録 4 

共通メインルーチン ･･･････････････････････････ キーワード, 3.2.1-j, 3.2.2-n, 4.1-c, 4.4-n,  

付録 4 

業種特性 ･････････････････････････････････････ 1.1-a, 付録 2 

業務アプリ ･･･････････････････････････････････ 執筆に, 1.3-j, 3.2.1, 4.4-p, 5.1-a, 5.1-e,  

付録 2 

業務と操作の分離 ･････････････････････････････ 3.2.3-p, 3.2.3-r, 5.2-g 

業務パッケージ ･･･････････････････････････････ 1.1-a, 1.2-d, トピック 1 

業務パッケージ開発業者を見ると ･･･････････････ 1.2-d 

業務パッケージに必要なカスタマイズ ･･･････････ 1.1-a 

業務プログラム開発業 ･････････････････････････ 執筆に, 1.2-e, 1.2-g, 1.3, トピック 4,  

3.1, 5.1-d, 5.3 

業務プログラムの仕様を定量的に表現 … ････････ 1.2-e 

業務システム ･････････････････････････････････ 執筆に, 1.1, 1.3-i, 3.1-c, 4.1-b, トピック 11 

局所性 (ホワイトボックス部品の要件) ･･････････ キーワード, 5.2-f, 5.2-g, 5.3-j, 付録 5 
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グラフの理論 ･････････････････････････････････ 3.2.3-s 
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グループウェア ･･･････････････････････････････ 3.1, トピック 7 
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生産性をどう計るか ･･･････････････････････････ 4.1-b 

生産性を向上させる二つの方式 ･････････････････ 4.4-n 

性質 (‘ビジネスロジック部品’が備えるべき) ･･ 1.3-i, 5.2-f, トピック 11, 付録 5 

製造作業 ･････････････････････････････････････ 4.1-a, 4.3-g, 4.4-o 

製造作業の成果物の計り方 ･････････････････････ 4.1-b 

製造作業の生産性はなぜ向上させること … ･･････ 4.3-g 

生物の進化と部品化再利用 ･････････････････････ 6 

設計作業 ･････････････････････････････････････ 3.2-h, 4.1-a, 4.2-d, 4.3-h, 4.3-j 

接合 ･････････････････････････････････････････ 6-e 

ゼロックス (会社) ････････････････････････････ 2.2.2-m 

宣言的 ･･･････････････････････････････････････ キーワード, 1.1-b, 5.1-b, 付録 5-b 

線引き (カスタマイズに関係ある部分の) ････････ 1.3-h, 3.2.3-o, 付録 4 

選択機構 (部品の) ････････････････････････････ 2.1-c 

操作性が固定 (4GL の問題点) ･･････････････････ 3.2.2-m 

創適応の必要性 ･･･････････････････････････････ キーワード, トピック 1, 3.1-e, 5.1-b, 6-d,  

付録 2, 付録 5 

創適応の必要性が小さい領域 ･･･････････････････ 5.1-e, 5.2-f, 5.3-j, 6-d, 付録 5 

創適応の必要性が大きい領域 ･･･････････････････ 5.1-d, 5.1-e, 5.2-h, 付録 5 

属性 (アトリビュート) ････････････････････････ 2.2.1-f, 2.2.1-h, 2.2.1-i, 2.2.1-k, 2.3-r, 

2.3-t 

ソフトウェア開発環境 ･････････････････････････ 4.3-k 

ソフトウェア開発の自動化 ･････････････････････ 3.1-d 

ソフトウェア開発の生産性 ･････････････････････ 4 

ソフトウェア開発の生産性とは ･････････････････ 4.1 

ソフトウェア開発の生産性の計り方いろいろ ･････ 4.2 

ソフトウェア開発の生産性は向上しているか ･････ 4.3 

ソフトウェア開発の生産性はなぜ向上させる … ･･ 4.3-h 

ソフトウェア開発の生産性を向上させるには ･････ 4.4 

ソフトウェア開発の生産性をどう計るか ･････････ 4.1-b 

ソフトウェアの開発支援ツール ･････････････････ 3 
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ソフトウェアの開発は設計作業 ･････････････････ 4.1-a 

ソフトウェア工学者 ･･･････････････････････････ 3.1-d 

ソフトウェア資産 ･････････････････････････････ 3.1-g, 3.2-h, 4.2-d, 4.4-m, 5.1, 5.1-c 

ソフトウェア製品 ･････････････････････････････ 4.1-a, 4.4-l, 5.1-d, 付録 5 

ソフトウェア部品 ･････････････････････････････ はじめに, キーワード, 5, 5.1-d, 5.2-f, 5.2-g, 
トピック 10, 付録 5 

 

[た行] 

ダーウィン ･･･････････････････････････････････ 6-a, 6-d, 6-e 

ダーウィンの進化論とは ･･･････････････････････ 6-a 

ダイアグラム ･････････････････････････････････ 2.2-e, 3.1, 3.1-f, 4.3-k, 付録 3 

ダイクストラ (Dijkstra.E.W.) ･････････････････ トピック 2 

大規模開発を効率化する (一般的な効能の表現) ･･ 2.2.1-h 

第一段階 (部品化再利用システムの) ････････････ 4.4-p, 5.2-i 

第三段階 (部品化再利用システムの) ････････････ 4.4-p, 5.2-i 

大進化 ･･･････････････････････････････････････ 6-f 

第二段階 (部品化再利用システムの) ････････････ 4.4-p, 5.2-i 

第四世代言語 (4GL) ･･･････････････････････････ 執筆に, 2.3-u, 3, 3.2.2, 3.2-h, 3.2.1-j, 3.2.2, 

3.2.2-l 

滝モデル (ウォータフォールモデル) ････････････ 3-b 

多細胞生物 ･･･････････････････････････････････ 6-e 

ダブルクリック操作 ･･･････････････････････････ 2.2.2-m 

単細胞生物 ･･･････････････････････････････････ 6-e 

単純生産性 ･･･････････････････････････････････ キーワード, 4.2-d, 4.2-e, 4.4-l, 4.4-m 

地 (図と地) ･･････････････････････････････････ 付録 4 

チャート図エディタ ･･･････････････････････････ 3.2-h 

注意した点 (執筆にあたって) ･･････････････････ 執筆に 

チューニング業 ･･･････････････････････････････ 5.3-k 

チューニングサービス ･････････････････････････ おわりに 

チューリング (Turing,M.) マシーン ････････････ 4.1-c 

重複開発 (業務アプリケーションプログラムの) ･･ はじめに, 4.4-m 

ツールだけによる生産性向上策 ･････････････････ 4.3-j 

ツールでどれだけ生産性が向上するか ･･･････････ トピック 8 

ツールの効果 ･････････････････････････････････ トピック 8 

ツールベンダ ･････････････････････････････････ 2.3-u, 3.1-d, 3.1-g, トピック 6 

作り込み (パッケージの中に) ･･････････････････ 1.1-b, トピック 1, 1.2-d, 3.1-e 

積み上げ方式 (生産性の向上率を求めるための) ･･ 4.2-f, トピック 8, 付録 3 

積み上げ方式で生産性の向上率を求める例 ･･･････ 付録 3 

データ項目 ･･･････････････････････････････････ キーワード, 1.3-i, 2.2-e, 2.3-t, 3.2.3-p,  

3.2.3-s, 6-f, 付録 2 

データ項目対応の分割 ･････････････････････････ 1.3-i, 3.2.3-p, 3.2.3-s, 5.2-g 

データ項目部品 ･･･････････････････････････････ キーワード, 1.3-i, 2.1-b, 2.2.2-m, 3.2.3-s,  

5.2-g, 6-f 

データ項目に対応づけたプログラムの細分化 ･････ 1.3-i 
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データ項目に対応づけられた GUI オブジェクト ･･ 2.2.2-q 

データ項目をオブジェクトに対応づけると ･･･････ 2.2.2 

データ中心 (data-oriented) ･･･････････････････ 1.3-i, 2.1, 2.1-c, 2.2-e, 2.2.1-f, 2.2.1-g 

データベース ･････････････････････････････････ 2.2.1-i, トピック 3, 2.3-u, 3.2-h, 3.2.2-k,  

3.2.2-n, トピック 6 

データベースの定義 ･･･････････････････････････ 3.2.2 

データ・フロー・ダイアグラム (DFD) ･･･････････ 3.1-d 

テーブル (リレーショナルデータベースの) ･･････ 2.2.1, トピック 3 

ディーラ (コンピュータの) ････････････････････ 1.2-e, 1.3, 3.2.3-o 

停止問題 ･････････････････････････････････････ 4.1-c 

低対応性部分 ･････････････････････････････････ 6-f 

適応度 ･･･････････････････････････････････････ 6-a, 6-c, 6-f 

テキストボックス (GUI コントロールの一種) ････ キーワード, 2.2.2-m, 2.2.2-q 

手頃な大きさ (ホワイトボックス部品の要件) ････ キーワード, 5.2-f, 5.2-g, 5.3-j, 付録 5-a 

デバッガ ･････････････････････････････････････ 3.2-h, 4.1-a 

適用範囲 (パッケージの) ･･････････････････････ 1.2-g 

手続き (プロシージャ) ････････････････････････ 1.1-b, おわりに, 付録 2 

手続き指向 (procedure-oriented) ･･････････････ 2.2.1-g 

手離れのよいビジネス ･････････････････････････ 1.2-d, トピック 6 

テンプレート方式 (嵌め込みシステム) ･･････････ 3.2.1 

ドーキンス (Dawkins,R.) ･･････････････････････ 6-e 

トートロジー ･････････････････････････････････ 6-a 

同音異義 ･････････････････････････････････････ 執筆に 

同音異義語 ･･･････････････････････････････････ 執筆に 

同義反復 ･････････････････････････････････････ 6-a 

統合パッケージ (ERP パッケージ) ･･････････････ はじめに, キーワード, 1.3-i 

動的束縛 (dynamic binding) ･･･････････････････ 2.3-r 

特注アプリ ･･･････････････････････････････････ はじめに, 執筆に, 1.3-j 

特注業務プログラム ･･･････････････････････････ キーワード, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 3.1-e, 3.2.2, 

3.2.3-o, 4.4-l, 5.1-b 

特注業務プログラム開発業 ･････････････････････ 執筆に, 5.3, 5.3-k, 5.3-l 

特注業務プログラム開発業界 ･･･････････････････ 5.1-d 

特注業務プログラム開発業者 ･･･････････････････ 1.2-e, 1.2-g, 1.3, トピック 4, 3.1 

特注業務プログラムおよび業務プログラムの … ･･ 1.2 

特注業務プログラム開発業者を見ると ･･･････････ 1.2-e 

特注業務プログラムか業務パッケージか … １ ･･･ 1.1-c 

特注業務プログラムか業務パッケージか … ２ ･･･ 1.2-g 

特注業務プログラムか業務パッケージか … ３ ･･･ 1.3-j 

特注業務プログラムと業務パッケージの間に ･････ 1 

特注業務プログラムと業務パッケージの違い ･････ 1.1 

特注対応業務パッケージ ･･･････････････････････ キーワード, 1.3, 1.3-j, 2.1-b, 5.1-c, 5.3-k 

特注対応業務パッケージ開発業 ･････････････････ おわりに 

突然変異 ･････････････････････････････････････ 4.3-j, 6-a, 6-d, 6-e, 6-f 

トランザクション制御 ･････････････････････････ トピック 3, 付録 2 

どんなカスタマイズ要求にも対応できる … ･･････ 1.1-b, 5.1, 5.1-b, 5.1-d, 5.3-j, 付録 5 
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 [な行] 

二極分化 ･････････････････････････････････････ 1.3-j 
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トピック 11 

分子進化の中立説 ･････････････････････････････ 6-d 

文房具 (コンピュータの役割) ･･････････････････ 執筆に, トピック 3 

ポスト生成ツール ･････････････････････････････ キーワード, トピック 6, 4.4-p 

補正生産性 ･･･････････････････････････････････ キーワード, 4.2-d, 4.4-l, 4.4-m 

補填ルーチンユニット ･････････････････････････ 3.2.1, 3.2.1-j, 3.2.2-n, 3.2.3-o, 3.2.3-p 
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ホビープログラマ ･････････････････････････････ 3.2.3-r, 付録 1 

ホワイトボックス部品 ･････････････････････････ キーワード, 5.2-f, 5.2-g, 付録 5-a 

‘ホワイトボックス部品’に求められる性質 ･････ 5.2-f, 5.2-g, トピック 11, 6-f 

ボタン (GUI コントロールの一種) ･･････････････ キーワード, 2.2.2-m, 3.2.3-r, トピック 6 

本書を理解するためのキーワード ･･･････････････ キーワード 

本音 (インフォーマルシステム) ････････････････ 3.1, 4.3-I 

 

[ま行] 

マイクロソフト (会社) ････････････････････････ 2.2.2-m, トピック 6, 付録 1 

マウス ･･･････････････････････････････････････ 3.1-d, 3.2.3-r, トピック 6 

マクロ命令の展開 ･････････････････････････････ 3.2.1-j 

マジック ･････････････････････････････････････ 3.1-g 

ミーム ･･･････････････････････････････････････ 6-e 

三つの要件 (効果的な部品化再利用システムの) ･･ 5.1, 5.1-d, 5.2, 5.2-h, 5.3-j, 付録 5 

三つの要件を満たすという定理の証明 ･･･････････ 付録 5-b 

ミニマム情報量 (プログラムの) ････････････････ 4.1-c 

見やすさ ･････････････････････････････････････ トピック 2, 3.2-h, 5.2-f, 5.2-g 

向かい合う二つの顔と壺 ･･･････････････････････ 付録 4 

無性生殖 ･････････････････････････････････････ 6-a, 6-e, 6-f 

メーカ (コンピュータの) ･･････････････････････ 1.2-e 

メインルーチン ･･･････････････････････････････ 3.2.1-j, 3.2.2-k, 4.4-m, 付録 4 

メソッド ･････････････････････････････････････ 2.2.1-g, 2.2.2-n, 2.3-r 

メッセージパッシング ･････････････････････････ 2.3-r, 3.2.1-j 

メニュー項目 (GUI コントロールの一種) ････････ キーワード, 2.2.2-m, 2.2.2-o 

メンテナンス ･････････････････････････････････ トピック 1, トピック 7, 4.4-n, トピック 9, 

5.3-l, 6-f 

メンテナンス作業 ･････････････････････････････ 執筆に, トピック 7, 4.2-f, トピック 9, 5.3, 

5.3-l 

メンテナンス生産性の向上率 ･･･････････････････ トピック 9 

メンテナンス地獄 ･････････････････････････････ トピック 9, 5.3-l, おわりに 

メンテナンス比 ･･･････････････････････････････ トピック 9 

モジュール ･･･････････････････････････････････ 1.1-b, 5.1-c, 5.3-j, トピック 11, 付録 5-a 

モデル ･･･････････････････････････････････････ 2.2-e, 2.2.1-h, 2.2.1-l, 2.3-s, 2.3-t, 2.3-u 

モデル化 ･････････････････････････････････････ 2.2-e, 2.2.1, 2.2.1-j, 2.3-t 

ものを認識する際の図と地の分離について ･･･････ 付録 4 
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[や行] 

やはりコピーミスで進化する ･･･････････････････ 6-d 

要求仕様 ･････････････････････････････････････ 2.3-t, 3-a, 3.1, 3.1-d, 3.1-f, トピック 8,  

おわりに 

要求仕様書 ･･･････････････････････････････････ 3.1 

要求仕様の明確化 ･････････････････････････････ 3.1-f 

要件 (効果的な部品化再利用システムの) ････････ 5.1, 5.1-d, 5.2, 5.2-h, 5.3-j, 付録 5 

要件をまとめると ･････････････････････････････ 5.1-d 

呼出し機構 ･･･････････････････････････････････ キーワード, 5.1-a 

有償化 (カスタマイズサービスの) ･･････････････ 1.2-d 

有性生殖 ･････････････････････････････････････ 6-a, 6-c, 6-e 

誘導策 (カスタマイズなしに済ますための) ･･････ 1.2-d 

読みやすさ (ホワイトボックス部品の要件) ･･････ キーワード, トピック 2, 5.2-f, 5.2-g, 5.3-j, 

トピック 11, 付録 5 

 

[ら行] 

ラインエディタ ･･･････････････････････････････ 3.2-h 

ラピッドプロトタイピング ･････････････････････ 3-b 

ラピッドプロトタイピング方式 ･････････････････ 3-b 

リストボックス (コントロールの一種) ･･････････ キーワード, 2.2.2-m 

リファイン (要求仕様やシステムの) ････････････ 2.2, 3, 3-b, 3.1-g 

リファクタリング ･････････････････････････････ はじめに,  3.2.3-o,  3.2.3-p,  5.2,  5.3-j,  

トピック 11 

リレーショナルデータベース (RDB) ･････････････ 2.2.1, 3.2.2, 3.2.2-k 

類型的 (‘ビジネスロジック部品’の性質) ･･････ 1.3-i, 3.2.3-p, 5.2-g 

レコード (ファイルの) ････････････････････････ 2.2.1-f, 4.1-b, 付録 2 

レビュー ･････････････････････････････････････ トピック 7 

 

[わ行] 

ワープロ ･････････････････････････････････････ 3.1, 3.1-d, 3.2-h, 4.3-j, 付録 3 

 

[数字] 

4GL (fourth generation language) ･････････････ 2.3-u, 3.1-d, 3.2.2, 3.2.2-l, 3.2.2-m,  

3.2.2-n, 3.2.3-o 

4GL が主流になっていない二つのわけ ･･･････････ 3.2.2-m 

4GL と嵌め込みシステム ･･･････････････････････ 3.2.2-n 

4GL によってなぜ生産性が向上するのか ･････････ 3.2.2-l 

4GL の操作ベース ･････････････････････････････ キーワード, 3.2.2-k, 付録 4 

 



 175

[アルファベット] 

behavior (振舞い) ････････････････････････････ 2.3-r 

C++ ･･････････････････････････････････････････ 2.2.1-f 

CAD (computer aided design) ･･････････････････ 3.1-d, 4.1-a 

CASE (computer aided software engineering) ･･･ 3, 3.1, 3.1-d 

CASE ツール (上流工程の) ･････････････････････ 3.1-d 

case 文 ･･････････････････････････････････････ トピック 2 

CD-ROM ･･･････････････････････････････････････ 4.1-a 

COBOL ････････････････････････････････････････ 3.2.2, 3.2.2-l, 5.3-k 

CORRESPONDING MOVE 文 ････････････････････････ 3.2.2-l 

Darwin,C. (ダーウィン) ･･･････････････････････ 6-a 

data-oriented (データ中心) ･･･････････････････ 2.1 

Dawkins,R. (ドーキンス) ･･････････････････････ 6-e 

DFD (data flow diagram) ･･････････････････････ 3.1-d 

Dijkstra,E.W. (ダイクストラ) ･････････････････ トピック 2 

DNA ･･････････････････････････････････････････ 6, 6-d, 6-e 

dynamic binding (動的束縛) ･･･････････････････ 2.3-r 

entity (エンティティ) ････････････････････････ 2.2-e 

ERD (entity relationship diagram) ････････････ 2.2-e, 3.1-d 

ERP パッケージ (統合パッケージ) ･･････････････ キーワード, 1.3-i, おわりに 

Gödel,K. (ゲーデル) ･･････････････････････････ 4.1-c 

GUI (graphical user interface) ･･･････････････ キーワード, 2.2.2-m, 2.3-u, 3.2.2-n, 3.2.3-r, 

トピック 6 

GUI コントロール (widget) ････････････････････ キーワード, 2.2.2-m, 3.2.3-r 

GUI 操作 ･････････････････････････････････････ 2.2.2-m 

GUI 操作の処理プログラム ･････････････････････ 2.2.2-n 

GUI 操作ベースと処理プログラム ･･･････････････ 2.2.2-n 

GUI 操作ベースと処理プログラムの再利用 ･･･････ 2.2.2-o 

GUI の操作ベース ･････････････････････････････ キーワード, 2.2.2-n, 3.2.2-n, 3.2.3-r, 付録 4 

IF 文 ････････････････････････････････････････ 3.2.2-l, 3.2.2-m 

Macintosh ････････････････････････････････････ 2.2.2-m 

MANDALA (RRR ツールの中核ツール) ･････････････ キーワード, トピック 6, トピック 11 

meme (ミーム) ････････････････････････････････ 6-e 

MVC (model view controller) ･･････････････････ 2.1-d, 3.2.3-p 

object-oriented (オブジェクト指向) ･･･････････ 2 

OJT (on the job training) ････････････････････ 3.1 

PARC (パロアルト研究所) ･･････････････････････ 2.2.2-m 

procedure-oriented (手続き指向) ･･････････････ 2.2.1-g 

RDB (リレーショナルデータベース) ･････････････ 2.2.1 

RRR ツール ･･･････････････････････････････････ 3.2.3-q, トピック 6, トピック 11, おわりに 

RRR ファミリー ･･･････････････････････････････ キーワード, 2.2.1-j, 3.2.3, 3.2.3-q 

RRR ファミリーに向けた改善点 ･････････････････ 3.2.3-q 

RRR ファミリーの構成法を一般化した構成法 … ･･ 5.2-g 

RRR ファミリーを三つの要件に照らすと ･････････ 5.2-h 
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RRR 部品セット ･･･････････････････････････････ 2.2.2-q, 3.2.3-q, 3.2.3-s, 5.2-g 

Shannon,C.E. (シャノン) ･･････････････････････ 4.1-c 

Shannon の定理 ･･･････････････････････････････ 4.1-c 

shelfware ････････････････････････････････････ 3.1-d 

Simula67 ･････････････････････････････････････ 2 

Smalltalk ････････････････････････････････････ 2, 2.1-d, 2.2.1-i 

Smalltalk システム ･･･････････････････････････ 2.1, 3.2.3-p 

SmallTalk システムと SSS ･････････････････････ 2.1 

Smalltalk システムにおけるソフトウェア開発 ･･･ 2.1-a 

Smalltalk システムの適用分野 ･････････････････ 2.1-d 

SQL ･･････････････････････････････････････････ 3.2.2-k 

SSS ･･････････････････････････････････････････ キーワード, 1.3-i, 2, 3.2.3, 4.4-p, 5,  

おわりに 

SSS から RRR ファミリーへ ････････････････････ 3.2.3 

SSS ツール ･･･････････････････････････････････ 1.3-i, 2.1-b, 2.2.1-h, 3, 5.2-i 

SSS という嵌め込みシステムを見直すと ･････････ 3.2.3-o 

SSS におけるカスタマイズ ･････････････････････ 2.1-b 

SSS 部品セット ･･･････････････････････････････ 1.3-i, 2.1-b, 2.2.2-m, 3.2.3-p, 5.3-j 

Turing,A. (チューリング) ･････････････････････ 4.1-c 

Turing マシーン ･･････････････････････････････ 4.1-c 

upper CASE ツール (上流工程 CASE ツール) ･････ 3.1-d 

Visual Basic ･････････････････････････････････ トピック 6, 付録 1 

widget (GUI コントロール) ････････････････････ キーワード, 2.2.2-m 

while 文 ･････････････････････････････････････ トピック 2, 2.3-s 

Windows ･･････････････････････････････････････ 2.2.2-m, 付録 1 
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日英対訳 

 [あ行] 

アイコン: icon 
アクセス性能: access performance 
アクタ: actor 
アクティビティ・ベースト・コスティング (ABC): activity-based costing (ABC) 
アクティブオブジェクト: active object 
アセンブラ: assembler 
アセンブラ言語: assembler language 
遊びの座 (コンピュータの位置づけ): entertainment position (perception of computers) 
アップデートプロパゲーション: update propagation 
アップルコンピュータ (会社): Apple Computer (company) 
アトリビュート (属性): attribute 
穴埋め方式 (嵌め込みシステム): stop-gap system (fill-in system) 
アナリスト: analyst 
アプリテック (会社): AppliTech Inc. (company) 
アルゴリズム: algorithm 
遺伝子: gene 
遺伝子情報: genetic information 
遺伝子プール: gene pool 
遺伝子マップ: genetic map 
遺伝的アルゴリズム: genetic algorithm 
遺伝的浮動: genetic drift 
異名同義: synonymy 
異名同義語: synonym 
イベント: event 
イベント駆動: event-driven 
イベント駆動方式 (→ 部品化イベント駆動方式): event-driven system (→ component-based 
event-driven system) 
イベント種別: event classification 
イベントプロシージャ (イベントルーチン): event procedure (event routine) 
イベントプロシージャ (→ 部品化イベントプロシージャ): event procedure (component-based event 
procedure) 
イメージ固め (業務システムの): image consolidation (of a business system) 
インスタンス: instance 
インスタンス変数 (プライベートメンバ変数): instance variable (private member variable) 
インスタンス識別子: instance identifier 
インタープリタ: interpreter 
インタビュー支援: interview support 
インフォーマルシステム (本音): informal system (real intention) 
インプリメント: implement 
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インライン展開されるマクロ命令: inline-expanded macro instruction 
ウィンドウ: window 
ウォータフォールモデル (滝モデル): waterfall model 
請け負い (業務アプリ開発の): contract (for developing a business application) 
ウッドランド (会社): Woodland Corporation (company) 
エディタ: editor 
エルニーニョ: El Nino 
エンターテインメント分野: entertainment field 
エンティティ (entity): entity 
エンティティ・リレーションシップ・ダイアグラム: entity relationship diagram 
エンドユーザ: end user 
エンドユーザ開発: end-user development 
エントロピー: entropy 
オープン化: open movement 
大野乾: Ohno, Susumu 
お抱えツール屋サービス: Royal Toolmaker Service 
大げさなツールの宣伝: exaggerated tool claims 
大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵に: large numbers of developers benefiting from 
systematic component-based reuse 
大西司: Oonishi, Tsukasa 
オブジェクト: object 
オブジェクト指向 (object-oriented): object-oriented 
オブジェクト指向開発支援ツール: object-oriented development support tool 
オブジェクト指向のテクノロジー: object-oriented technology 
オブジェクト指向の枠組み: object-oriented structure 
オペレーティングシステム: operating system 
親クラス: parent class (super class) 

[か行] 

快適なソフトウェア開発環境: pleasant software development environment 
階層 (オブジェクトクラスの): hierarchy (of object class) 
解読 (プログラムの): decipherment (of a program) 
開発支援ツール: development support tool 
開発生産性の向上率: development productivity, improvement rate of 
開発費のバラツキ: variation in development cost 
外部インタフェース: external interface 
各社各様の部分 (業務アプリの中の): company-specific sections (within business 
applications) 
カスタマイズ: customization 
カスタマイズ業: customization firm 
カスタマイズサービス: customization service 
カスタマイズの作業量: customization work, amount of 
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カスタマイズの作業量: amount of customization work 
カスタマイズ費用: customization, cost of 
カスタマイズ費用: cost of customization 
カスタマイズ方式: customization system 
神の座 (コンピュータの位置づけ): mystical position (perception of computers) 
画面 (オブジェクト): screen (object) 
画面部品: screen component 
カバー範囲: coverage 
カプセル化: encapsulation 
ガラパゴスフィンチ: Galapagos Finch 
カラム: column 
下流工程支援ツール: lower process support tool 
関係チェック部品: relation check component 
関数: function 
間接的な効果: indirect benefits 
カンブリア紀: Cambrian period 
キーボード: keyboard 
機械語: machine language 
基幹業務向けの 4GL: mission-critical 4GL 
企業特性: enterprise characteristics 
疑似コード (シュードコード): pseudo code 
疑似体験支援: simulated-experience support 
記述作業の支援: writing support 
記述支援ツール: writing support tool 
木村資生: Kimura, Motoo 
共通サブルーチン: common subroutine 
共通メインルーチン: common main routine 
業種特性: industry characteristics 
業種パッケージ: industry package 
業務アプリ: business application 
業務と操作の分離: separation of business and operation 
業務パッケージ: business package 
業務プログラム開発業: business program development firm 
業務プログラムの仕様を定量的に表現すること: quantitative analysis for business program 
specifications 
業務プログラムの仕様を定量的に表現すること: business program specifications, 
quantitative analysis for 
業務システム: business system 
局所性 (ホワイトボックス部品の要件): locality (requirement for white-box components) 
金の卵: golden egg 
空間か時間かの違い: difference of space or time 
クラス: class 
グラフの理論: graph theory 
繰り返し行われる作業: repetitive work 
クリック操作: click 
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グループウェア: groupware 
ゲーデル (Gödel,K.): Gödel,K 
形質導入: transduction 
継承: inheritance 
現実世界: real world 
現実世界のモノとの対応関係: correspondence with real-world objects 
検索性 (ホワイトボックス部品の要件): retrievability (requirement for white-box 
components) 
コード: code 
効果的な部品化再利用システム: effective component-based reuse system 
高級イベント体系: high-level event architecture 
工業暗化: industrial melanism 
交叉: chiasma 
更新伝播: update propagation 
構造化: structured 
構造化設計法: structured design technique 
構造化プログラミング: structured programming 
構造化分析法: structured analysis 
高対応性部分: highly corresponding sections 
子クラス (サブクラス): child class (subclass) 
個人ベース (部品化再利用の形態): personal basis (form of component-based reuse) 
コスト (開発やカスタマイズの): cost (of development and customization) 
コストダウン: cost down 
骨格ルーチン (スケルトン): skeleton routine (skeleton) 
コピー実施型再利用: reuse by copying 
コピー排除型再利用: reuse by referencing 
コメント文: comment statement 
コンサルタント業者: consulting firm 
コントロール (GUI コントロール, widget): control (GUI control, widget) 
コンパイラ: compiler 
コンパイラ言語: compiler language 
コンピュータ: computer 
コンピュータウイルス: computer virus 
コンピュータ処理: computer processing 
コンピュータジャーナリスト: computer journalist 

[さ行] 

最適化問題: optimization problem 
財務会計: financial accounting 
再利用: reuse 
再利用性を高める (一般的な効能の表現): raising reusability (representation of general 
efficacy) 
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再利用による生産性の向上率: reuse, improvement rate of productivity by 
再利率: reuse, rate of 
サブクラス (子クラス): subclass (child class) 
サブルーチンセット: subroutine set 
サブルーチン呼出し: subroutine call 
差分プログラミング: differential programming 
支援対象: support target 
支援対象作業の割合: supported work, percentage of 
支援対象作業の割合: percentage of supported work 
自己複製システム: self-replicating system 
システムコール (スーパバイザコール): system call (supervisor call) 
実施検証 (生産性の向上率を求める): implementation verification (for determining 
improvement rate of productivity) 
質問票 (インタビューの際の): questionnaire (at an interview) 
柴田隆介: Shibata, Ryusuke 
シミュレーション言語: simulation language 
シャノン (Shannon,C.E.) の定理: Shannon's theorem (Shannon, C.E.) 
シュードコード (疑似コード): pseudocode 
自由がきかない歯がゆさ (4GL の): frustrating lack of freedom (of 4GL) 
巡回セールスマン問題: traveling salesman problem 
瞬間風速 (生産性の): instantaneous wind velocity (of productivity) 
仕様変更要求: specification change request 
生涯生産性の向上率: improvement rate of productivity over lifetime 
小進化: microevolution 
冗長性: redundancy 
情報隠蔽: information hiding 
情報交換: information exchange 
情報収集策: information gathering tactics 
情報理論: information theory 
省力化の割合: work saving, percentage of 
省力化の割合: percentage of work saving 
省力化率: work saving, rate of 
省力化率: rate of work saving 
上流工程支援ツール: upper process support tool 
上流工程 CASE ツール (upper CASE ツール): upper CASE tool 
進化論: theory of evolution 
真の生産性: true productivity 
信頼性を高める (一般的な効能の表現): reliability, increasing (representation of 
general efficacy) 
信頼性を高める (一般的な効能の表現): increasing reliability (representation of 
general efficacy) 
人海戦術に頼った開発方式: labor-intensive development 
図 (図と地): figure (figure and ground) 
スーパバイザコール (システムコール): supervisor call (system call) 
スケルトン (骨格ルーチン): skeleton (skeleton routine) 
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図と地の分離: separation of figure and ground 
スパイラルモデル: spiral model 
スパゲッティ: spaghetti 
スロット: slot 
成果物の量: products, amount of 
成果物の量: amount of products 
正規化: normalization 
制御構造: control structure 
生産性: productivity 
なぜ生産性が向上するのか (4GL によって): productivity, why 4GL improves 
生産性の向上率: productivity, improvement rate of 
生産性の向上率を求める実施検証: productivity, implementation verification for 
determining improvement rate of 
生産性の計り方: productivity, how to measure 
生産性の計り方: how to measure productivity 
生産性の補正方法: productivity, how to compensate 
生産性の補正方法: how to compensate productivity 
性質 (‘ビジネスロジック部品’が備えるべき): qualities (that 'business logic components' 
should have) 
製造作業: manufacturing 
製造作業の成果物の計り方: manufactured products, how to measure 
製造作業の成果物の計り方: how to measure manufactured products 
設計作業: design work 
接合: conjunction 
ゼロックス (会社): Xerox Co. Ltd. (company) 
宣言的: declarative 
線引き (カスタマイズに関係ある部分の): demarcation (of customization-related sections) 
選択機構 (部品の): selection mechanism (for components) 
操作性が固定 (4GL の問題点): operability is fixed (problem with 4 GL) 
創適応の必要性: creative adaptation, need for 
創適応の必要性: need for creative adaptation (NCA) 
創適応の必要性: creative adaptation need (CAN) 
創適応の必要性が小さい領域: creative adaptation, areas in which need is low 
創適応の必要性が小さい領域: areas in which creative adaptation need is low 
創適応の必要性が大きい領域: creative adaptation, areas in which need is high 
創適応の必要性が大きい領域: areas in which creative adaptation need is high 
属性 (アトリビュート): attribute 
ソフトウェア開発の自動化: software development automation 
ソフトウェア開発の生産性: software development productivity 
ソフトウェア工学者: professor of software engineering 
ソフトウェア資産: software resource 
ソフトウェア製品: software product 
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[た行] 

ダーウィン: Darwin 
ダイアグラム: diagram 
ダイクストラ (Dijkstra.E.W.): Dijkstra, E.W. 
大規模開発を効率化する (一般的な効能の表現): large-scale development, increasing 
efficiency of (representation of general efficacy) 
大規模開発を効率化する (一般的な効能の表現): increasing efficiency of large-scale 
development (representation of general efficacy) 
第一段階 (部品化再利用システムの): first stage (of a component-based reuse system) 
第三段階 (部品化再利用システムの): third stage (of a component-based reuse system) 
大進化: macroevolution 
第二段階 (部品化再利用システムの): second stage (of a component-based reuse system) 
第四世代言語 (4GL): fourth-generation language (4GL) 
滝モデル (ウォータフォールモデル): waterfall model 
多細胞生物: multicellular organism 
ダブルクリック操作: double-click 
単細胞生物: unicellular organism 
単純生産性: uncompensated productivity 
地 (図と地): ground (figure and ground) 
チャート図エディタ: chart editor 
チューニング業: tuning firm 
チューニングサービス: tuning service 
チューリング (Turing,M.) マシーン: Turing (Turing, M) machine 
重複開発 (業務アプリケーションプログラムの): duplicate development (of business 
application programs) 
ツールの効果: benefits of tools 
ツールベンダ: tool vendor 
作り込み (パッケージの中に): building into (a package) 
積み上げ方式 (生産性の向上率を求めるための): build-up method (for determining 
improvement rate of productivity) 
データ項目: data item 
データ項目対応の分割: separation of data item correspondence 
データ項目部品: data item component 
データ中心 (data-oriented): data-oriented 
データベース: database 
データベースの定義: database definition 
データ・フロー・ダイアグラム (DFD): data flow diagram (DFD) 
テーブル (リレーショナルデータベースの): table (of relational database) 
ディーラ (コンピュータの): dealer (of computer) 
停止問題: halting problem 
低対応性部: poorly corresponding sections 
適応度: adaptability 
テキストボックス (GUI コントロールの一種): text box (a type of GUI control) 
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手頃な大きさ (ホワイトボックス部品の要件): suitable size (requirement for white-box 
components) 
デバッガ: debugger 
適用範囲 (パッケージの): applicable scope (of package) 
手続き (プロシージャ): procedure 
手続き指向 (procedure-oriented): procedure-oriented 
手離れのよいビジネス: business that does not require constant monitoring 
テンプレート方式 (嵌め込みシステム): template system (fill-in system) 
ドーキンス (Dawkins,R.): Dawkins, R 
トートロジー: tautology 
同音異義: homonymy 
同音異義語: homonym 
同義反復: tautology 
統合パッケージ (ERP パッケージ): integrated package (ERP package) 
動的束縛 (dynamic binding): dynamic binding 
特注アプリ: custom application 
特注業務プログラム: custom business program 
特注業務プログラム開発業: custom business program development 
特注業務プログラム開発業界: custom business program development industry 
特注業務プログラム開発業者: custom business program developer 
特注対応業務パッケージ: customizable business package 
特注対応業務パッケージ開発業: customizable business package development 
突然変異: mutation 
トランザクション制御: transaction control 
どんなカスタマイズ要求にも対応できるものであること: must be able to meet all customization 
requests 

[な行] 

二極分化: polarization 
二段構えカスタマイズ: two-stage customization 
人月: man-month 
ネタ: seeds 
延べ作業時間: total work hours 

[は行] 

パーシステント (持続性のある): persistent 
ハードウェア: hardware 
パッケージ: package 
パッケージ開発業者: package development firm 
パッケージ仕立て: package tailoring 
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パソコン: PC 
バブル (プログラムの中の冗長部分): bloat (redundant codes of a program) 
バブルでふくれあがったプログラム: bloatware 
嵌め込みシステム: fill-in system 
パロアルト研究所 (PARC): Palo Alto Research Center (Xerox PARC) 
パラメタカスタマイズ: parameter customization 
販売管理業務: sales management operations 
販売テクニック (パッケージの): sales technique (for packages) 
汎用サブルーチン: general subroutine 
汎用サブルーチンがカバーする領域: general subroutine, area covered by 
汎用サブルーチンがカバーする領域: area covered by general subroutine 
汎用サブルーチンライブラリ: general subroutine library 
汎用性 (ブラックボックス部品の要件): generality (requirement for black-box components) 
汎用メインルーチン (→ メインルーチン): general main routine (→ main routine) 
ビジネスロジック部品: business logic component 
ビジネスロジック部品技術: business logic component technology 
‘ビジネスロジック部品’の定義: 'business logic component', definition of a 
‘ビジネスロジック部品’の定義: definition of a 'business logic component' 
‘ビジネスロジック部品’の理論: 'business logic components', theory of 
‘ビジネスロジック部品’の理論: theory of 'business logic components' 
ビジュアル開発支援ツール: visual development support tool 
表現型: phenotype 
標準化 (言語仕様の): standardization (of language specifications) 
ファイル: file 
不完全性定理: incompleteness theorem 
複雑系: complex system 
副次的効果 (ツールの): secondary benefits (of tools) 
ふくれ具合 (プログラムの): degree of bloat (in program code) 
物理学: physics 
部品化アプリ: component-based application 
部品化アプリ再利用システム: reuse system for componentized applications 
部品化イベント駆動方式: componentized event-driven system 
部品化イベントプロシージャ: component-based event procedure 
部品化可能部分: component-enabled section 
部品化再利用: component-based reuse 
部品化再利用システム: component-based reuse system 
部品化再利用システムの構成法: construction technique for component-based reuse 
systems 
部品化再利用システムの構成法: component-based reuse systems, construction technique 
for 
部品カスタマイズ: component customization 
部品管理システム: component management system 
部品検索システム: component retrieval system 
部品合成システム: component synthesis system 
部品合成ツール: component synthesis tool 
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部品セット: component set 
部品の品揃え: component lineup 
部品を組み合わせるだけでソフトウェア製品ができあがるものであること: producing software 
products solely by combining components 
部品を区切る (分割指針): compartmentalization of components (partitioning 
guidelines) 
プライベートメンバ変数 (ンスタンス変数): private member variable (instance variable) 
ブラックボックス部品: black-box component 
‘ブラックボックス部品’に求められる性質: qualities required of a 'black-box component' 
‘ブラックボックス部品’に求められる性質: 'black-box component', qualities required of a 
フルスクリーンエディタ: full-screen editor 
振舞い (behavior): behavior 
フレームワーク (業務アプリの): framework (for business applications) 
プレ生成ツール: pre-generator (software tool) 
プロシージャ (手続き): procedure 
プロジェクト: project 
プログラミング: programming 
プログラミング言語: programming language 
プログラミングの自動化: programming, automation of 
プログラミングの自動化: automation of programming 
プログラムカスタマイズ: program customization 
プログラム行数: program lines, number of 
プログラムコード: program code 
プログラムの細分化: program segmentation 
プログラムの断片: program fragment 
プログラムパラダイム (嵌め込みシステム): program paradigm (fill-in system) 
プロトタイピング支援ツール: prototyping support tool 
プロトタイプシステム: prototype system 
分割の指針 (モジュールの): partitioning guidelines (for modules) 
分割指針 (モジュール分割の): partitioning guidelines (for module partitions) 
分子進化の中立説: neutral theory of molecular evolution 
文房具 (コンピュータの役割): writing tools (role of computers as) 
ポスト生成ツール: post-generator (software tool) 
補正生産性: compensated productivity 
補填ルーチンユニット: supplementary routine unit 
ホビープログラマ: hobby programmer 
ホワイトボックス部品: white-box component 
‘ホワイトボックス部品’に求められる性質: qualities required of a 'white-box component' 
‘ホワイトボックス部品’に求められる性質: 'white-box component', qualities required of a 
ボタン (GUI コントロールの一種): button (a type of GUI control) 
本音 (インフォーマルシステム): real intention (informal system) 
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[ま行] 

マイクロソフト (会社): Microsoft Corporation (company) 
マウス: mouse 
マクロ命令の展開: expansion of macro instructions 
マジック: magic 
ミーム: meme 
三つの要件 (実用的な部品化再利用システムの): three requirements (for a practical 
component-based reuse system) 
ミニマム情報量 (プログラムの): minimum data volume (of a program) 
見やすさ: visibility 
向かい合う二つの顔と壺: vase/faces drawing (optical illusion) 
無性生殖: asexual reproduction 
メーカ (コンピュータの): manufacturer (of computers) 
メインルーチン: main routine 
メソッド: method 
メッセージパッシング: message passing 
メニュー項目 (GUI コントロールの一種): menu item (a type of GUI control) 
メンテナンス: maintenance 
メンテナンス作業: maintenance work 
メンテナンス生産性の向上率: maintenance productivity, improvement rate of 
メンテナンス地獄: maintenance trap 
メンテナンス比: maintenance ratio 
モジュール: module 
モデル: model 
モデル化: modeling 
ものを認識する際の図と地の分離: separation of figure and ground when recognizing 
something 

[や行] 

要求仕様: requested specifications 
要求仕様書: requested specifications, document containing 
要件 (実用的な部品化再利用システムの): requirements (for practical component-based 
reuse systems) 
呼出し機構: call mechanism 
有償化 (カスタマイズサービスの): switch to fee-based (customization services) 
有性生殖: sexual reproduction 
誘導策 (カスタマイズなしに済ますための): guidance policy (for dispensing with 
customization) 
読みやすさ (ホワイトボックス部品の要件): readability (requirement for white-box 
components) 
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[ら行] 

ラインエディタ: line editor 
ラピッドプロトタイピング: rapid prototyping 
ラピッドプロトタイピング方式: rapid prototyping development 
リストボックス (コントロールの一種): list box (a type of GUI control) 
リファイン (要求仕様やシステムの): refinement (of requested specifications or systems) 
リファクタリング: refactering 
リレーショナルデータベース (RDB): relational database (RDB) 
類型的 (‘ビジネスロジック部品’の性質): stereotypical (a quality of business logic 
components) 
レコード (ファイルの): record (in a file) 
レビュー: review 

[わ行] 

ワープロ: word processor 

[数字] 

4GL (fourth generation language): fourth generation language 
4GL が主流になっていない二つのわけ: 4GL has not gone mainstream, two reasons 
4GL と嵌め込みシステム: 4GL and fill-in systems 
4GL によってなぜ生産性が向上するのか: 4GL improves productivity, why 
4GL の操作ベース: 4GL operation base 

[アルファベット] 

ABC (アクティビティ・ベースト・コスティング): activity-based costing 
behavior (振舞い): behavior 
C++: C++ 
CAD (computer aided design): computer aided design 
CASE (computer aided software engineering): CASE 
CASE ツール (上流工程の): upper CASE tool 
case 文: case statement 
CD-ROM: CD-ROM 
COBOL: COBOL 
CORRESPONDING MOVE 文: CORRESPONDING MOVE statement 
Darwin,C. (ダーウィン): Darwin,C. 
data-oriented (データ中心): data-oriented 
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Dawkins,R. (ドーキンス): Dawkins,R. 
DFD (data flow diagram): DFD (data flow diagram) 
Dijkstra,E.W. (ダイクストラ): Dijkstra,E.W. 
DNA: DNA 
dynamic binding (動的束縛): dynamic binding 
entity (エンティティ): entity 
ERD (entity relationship diagram): ERD (entity relationship diagram) 
ERP パッケージ (統合パッケージ): ERP package 
ERP パッケージとカスタマイズ: ERP packages and customization 
Gödel,K. (ゲーデル): Gödel,K. 
GUI (graphical user interface): GUI (graphical user interface) 
GUI コントロール (widget): GUI control 
GUI 操作: GUI operation 
GUI 操作の処理プログラム: GUI operation, processing programs for 
GUI 操作ベースと処理プログラム: GUI operation base and processing programs 
GUI 操作ベースと処理プログラムの再利用: GUI operation base and reuse of processing 
programs 
GUI の操作ベース: GUI operation base 
IF 文: IF Statement 
Macintosh: Macintosh 
MANDALA (RRR ツールの中核ツール): MANDALA (core tool of RRR tools) 
meme (ミーム): meme 
MVC (model view controller): MVC (model view controller) 
object-oriented (オブジェクト指向): object-oriented 
OJT (on the job training): OJT (on the job training) 
PARC (パロアルト研究所): Xerox PARC (Palo Alto Research Center) 
procedure-oriented (手続き指向): procedure-oriented 
RDB (リレーショナルデータベース): RDB (relational database) 
RRR ツール: RRR tools 
RRR ファミリー: RRR family 
RRR ファミリーに向けた改善点: RRR family, improvements for 
RRR ファミリーの構成法を一般化した構成法 … : Comparing RRR Family Construction Technique 
to Generalizing Construction Technique 
RRR ファミリーを三つの要件に照らすと: Comparing RRR Family to the Three Requirements 
RRR 部品セット: RRR component set 
Shannon,C.E. (シャノン): Shannon,C.E. 
Shannon の定理: Shannon's theorem 
shelfware: shelfware 
Simula67: Simula67 
Smalltalk: Smalltalk 
Smalltalk システム: Smalltalk system 
SmallTalk システムと SSS: Smalltalk system and SSS 
Smalltalk システムにおけるソフトウェア開発: Smalltalk system, software development on 
Smalltalk システムの適用分野: Smalltalk system, applicable fields for 
SQL: SQL 
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SSS: SSS 
SSS から RRR ファミリーへ: SSS to RRR family, from 
SSS ツール: SSS tools 
SSS という嵌め込みシステムの場合: SSS as fill-in system 
SSS におけるカスタマイズ: SSS, customization on 
SSS 部品セット: SSS component set 
Turing,A. (チューリング): Turing,A. 
Turing マシーン: Turing machine 
upper CASE ツール (上流工程 CASE ツール): upper CASE tool 
Visual Basic: Visual Basic 
widget (GUI コントロール): widget 
while 文: while statement 
Windows: Windows 

[表題] 

ビジネスロジック部品: Business Logic Components 
実用的で効果的な部品化再利用システム: A Practical and Effective Component-Based Reuse 
System 
はじめに: Introduction 
執筆にあたって注意した点: Author's Notes 
本書を理解するためのキーワード: Keywords for Understanding This Book 
特注業務プログラムと業務パッケージの間に: Custom Business Programs and Business Packages 
特注業務プログラムと業務パッケージの違い: Differences Between Custom Business Programs 
and Business Packages 
業務パッケージに必要なカスタマイズ: Customization Required by Business Packages 
カスタマイズの方式: Customization Methods 
特注業務プログラムか業務パッケージか (その１) 一般論: Custom Business Program or Business 
Package? (Part 1: General Discussion) 
金の卵を生む業務パッケージへの夢: Dreaming of the“Golden Egg”Business Package 
特注業務プログラムおよび業務パッケージの開発業者: Custom Business Program and Business 
Package Developers 
業務パッケージ開発業者を見ると: Business Package Developers 
特注業務プログラム開発業者を見ると: Custom Business Program Developers 
再利用: Reuse 
特注業務プログラムか業務パッケージか (その２) カスタマイズ費用: Custom Business Program or 
Business Package? (Part 2: Cost of Customization) 
特注対応業務パッケージ: customizable business package 
ウッドランド社の取り組み: Woodland Corporation's Efforts 
データ項目に対応づけたプログラムの細分化: Program Segmentation by Data Item Association 
特注業務プログラムか業務パッケージか (その３) 結論: Custom Business Program or Business 
Package? (Part 3: Conclusion) 
ERP パッケージとカスタマイズ: ERP Packages and Customization 
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部品化再利用とオブジェクト指向: Component-Based Reuse and Object Orientation 
Smalltalk システムと SSS: Smalltalk System and SSS 
Smalltalk システムにおけるソフトウェア開発: Software Development on Smalltalk System 
SSS におけるカスタマイズ: Customization on SSS 
ビジネス分野に焦点を定めた SSS の工夫: Ingenuity of SSS Focused on Business Field 
Smalltalk システムの適用分野: Applicable Fields for Smalltalk System 
部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向: Reuse Systems for Component-Based 
Applications and Object Orientation 
オブジェクトの二つの候補: Two Candidates for Objects 
構造化とは: What Does Structured Mean? 
エンティティをオブジェクトに対応づけると: Associating Entities with Objects 
オブジェクトとインスタンス変数: Object and Instance Variables 
進歩したと言えるのか: But Is It Progress? 
部品化アプリ再利用システムにとってのオブジェクト指向の効能は: Efficacy of Object Orientation 
for a Reuse System for Component-Based Applications 
部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向のテクノロジー: Reuse System for Component-Based 
Applications and Object-Oriented Technology 
ビジネス分野向けには必要な拡張機能: Extended Features Necessary in the Business Field 
必要だと考えた拡張機能の詳細: In-Depth Look at Extended Features Considered Necessary 
ビジネス分野には合わない点のいくつか: A Number of Mismatches with Business Fields 
インスタンスに関係して: Talking about Instances 
データ項目をオブジェクトに対応づけると: Associating Data Items with Objects 
オブジェクト指向と GUI 操作: Object Orientation and GUI Operation 
GUI の操作ベースと処理プログラム: GUI Operation Base and Processing Programs 
GUI の操作ベースと処理プログラムの再利用: GUI Operation Base and Reuse of Processing 
Programs 
ビジュアル開発支援ツール: Visual Development Support Tool 
データ項目に対応づけられた GUI オブジェクト: GUI Objects Associated with Data Items 
オブジェクト指向をどう捉らえたか: How Has Object Orientation Been Perceived? 
オブジェクト指向の枠組み: Object-Oriented Structure 
オブジェクト指向の評価をするには: Evaluating Object Orientation 
エンティティかデータ項目かの結論: Entity or Data Item: Conclusion 
オブジェクト指向という考え方を意識して感じたこと: Impressions of Object-Orientation Concept 
ソフトウェアの開発支援ツール: Software Development Support Tools 
上流工程支援ツールと下流工程支援ツール: Upper Process Support Tools and Lower Process 
Support Tools 
上流工程と下流工程をめぐる捉らえ方: Perceptions of Upper Processes and Lower Processes 
エンドユーザ開発とスパイラルモデル: End-User Development and Spiral Model 
上流工程支援ツール: Upper Process Support Tools 
記述という作業の支援: Writing Support 
上流工程 CASE ツール: Upper CASE Tools 
大げさなツールの宣伝: Exaggerated Tool Claims 
インタビュー支援: Interview Support 
疑似体験に支援されての要求仕様の明確化: Clarification of Requested Specifications 
Supported by Simulated-Experience 
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上流工程と下流工程の間をついたマジック: Magic Applied Between an Upper Process and Lower 
Process 
下流工程支援ツール: Lower Process Support Tools 
下流工程支援ツールの動向: Trends in Lower Process Support Tools 
嵌め込み (はめこみ) システム: Software Development Productivity 
嵌め込みシステムの第一の分かれ道: First Branch in a Fill-In System 
嵌め込みシステムの第二の分かれ道: Second Branch in a Fill-In System 
第四世代言語: Fourth-Generation Languages 
イベント駆動方式: Event-Driven System 
4GL によってなぜ生産性が向上するのか: Why 4GL Improves Productivity? 
4GL が主流になっていない二つのわけ: Two Reasons 4GL Has Not Gone Mainstream 
4GL と嵌め込みシステム: 4GL and Fill-In Systems 
SSS から RRR ファミリーへ: From SSS to RRR Family 
SSS という嵌め込みシステムの場合: SSS as Fill-In System 
部品を区切る分割指針の重要性: Importance of Partitioning Guidelines for 
Compartmentalization of Components 
RRR ファミリーに向けた改善点: Improvements for RRR Family 
部品を区切る分割指針に関する改善点その１: First Improvement of Partitioning Guidelines 
for Compartmentalization of Components 
部品を区切る分割指針に関する改善点その２: Second Improvement of Partitioning Guidelines 
for Compartmentalization of Components 
部品化イベント駆動方式のツール: Tools for Component-Based Event-Driven System 
ソフトウェア開発の生産性: Software Development Productivity 
ソフトウェア開発の生産性とは: What is Software Development Productivity? 
ソフトウェアの開発は設計作業: Software Development Is Design Work 
ソフトウェア開発の生産性をどう計るか: How to Measure Software Development Productivity? 
プログラムのミニマム情報量: Minimum Data Volume of a Program (情報量: information 
content) 
ソフトウェア開発の生産性の計り方いろいろ: Various Ways of Measuring Software Development 
Productivity 
プログラム行数を用いて算出した生産性の補正方法: How to Compensate Productivity 
Calculated Based on Number of Program Lines 
パソコンによる開発とレビュー: PC-Based Development and Review 
生産性の向上率を求める実施検証: Implementation Verification for Determining 
Improvement Rate of Productivity 
生産性の向上率を求める別法、積み上げ方式: Build-Up Method: Another Way to Determine 
Improvement Rate of Productivity 
ソフトウェア開発の生産性は向上しているか: Is Software Development Productivity 
Improving? 
製造作業の生産性はなぜ向上させることができたのか: Why Has It Been Possible to Improve 
Productivity of Manufacturing Work? 
ソフトウェア開発の生産性はなぜ向上させることが難しいのか: Why Is It Difficult to Improve 
Software Development Productivity? 
古き良き時代にあったソフトウェア開発の生産性の向上: Improvement of Software Development 
Productivity in the Good Old Days 
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ツールだけによる生産性向上策: Productivity Improvement Plan Based Only on Tools 
快適なソフトウェア開発環境の提供: Providing a Pleasant Software Development Environment 
ツールでどれだけ生産性が向上するか: How Much Do Tools Improve Productivity? 
ソフトウェア開発の生産性を向上させるには: Improving Software Development Productivity 
再利用による生産性の向上率: Improvement Rate of Productivity by Reuse 
再利用によって生産性を向上させるとは: What Does Improving Productivity by Reuse Mean? 
再利用によって生産性を向上させる二つの方式: Two Methods for Improving Productivity by 
Reuse 
二つの再利用の方式を評価すると: Evaluating the Two Reuse Methods 
再利用の段階と二つの方式: Reuse Stages and the Two Methods 
開発生産性とメンテナンス生産性の向上率: Improvement Rate of Development Productivity 
and Maintenance Productivity 
‘ビジネスロジック部品’の理論: Theory of Business Logic Components 
効果的な部品化再利用システムの要件: Requirements for Effective Component-Based Reuse 
Systems 
効果的な部品化再利用システムの要件その１: First Requirement for Effective 
Component-Based Reuse Systems 
効果的な部品化再利用システムの要件その２: Second Requirement for Effective 
Component-Based Reuse Systems 
効果的な部品化再利用システムの要件その３: Third Requirement for Effective 
Component-Based Reuse Systems 
要件をまとめると: Summing Up Requirements 
汎用サブルーチンがカバーする領域: Area Covered by General Subroutines 
部品化再利用システムの構成法とその具体例: Technique for Constructing Component-Based 
Reuse Systems and an Actual Example 
部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法: Generalized Construction Technique for a 
Reuse System for Component-Based Applications 
RRR ファミリーの構成法を一般化した構成法に照らすと: Comparing RRR Family Construction 
Technique to Generalizing Construction Technique 
ビジネスロジック部品の大きさ: Size of Business Logic Components 
RRR ファミリーを三つの要件に照らすと: Comparing RRR Family to the Three Requirements 
部品化再利用システムの歴史的な発展経過: Historical Development of Component-Based 
Reuse Systems 
‘ビジネスロジック部品’の意味と意義: Meaning and Significance of Business Logic 
Components 
‘ビジネスロジック部品’とは: What Are Business Logic Components? 
‘ビジネスロジック部品’はモジュールか: Are Business Logic Components Modules? 
‘ビジネスロジック部品’による近未来像: Near-Future Image of Business Logic Components 
カスタマイズとメンテナンス: Customization and Maintenance 
生物の進化と部品化再利用: Evolution of Life and Component-Based Reuse 
ダーウィンの進化論とは: What Is Darwin's Theory of Evolution? 
コピーミスで進化するか: Evolution by Copy Mistakes? 
自然選択は納得できる: Natural Selection Is Believable 
やはりコピーミスで進化する: Evolution by Copy Mistakes After All 
進化のスピードと部品化再利用: Speed of Evolution and Component-Based Reuse 
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高対応性部分と低対応性部分: Highly Corresponding Sections and Poorly Corresponding 
Sections 
おわりに: Conclusion 
プログラムの実行とは: What Does Running a Program Mean? 
ビジネス分野の業務アプリの一般的な特徴: General Features of Business Applications in 
Business Field 
積み上げ方式で生産性の向上率を求める例: Example Using Build-Up Method to Determine 
Improvement Rate of Productivity 
ものを認識する際の図と地の分離について: Separation of Figure and Ground When Recognizing 
Something 
部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法: Generalized Construction Technique for a 
Reuse System for Component-Based Applications 
部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法を導き出した過程: Process by Which Generalized 
Construction Technique for a Reuse System for Component-Based Applications Was 
Derived 
三つの要件を満たすという定理の証明: Proving Theorem of Satisfying Three Requirements 
参考文献: References 
索引: index 
図表の目次: Figures and Tables 
SSS の構成要素と部品合成: SSS Components and Component Synthesis 
特注業務プログラムと業務パッケージと特注対応業務パッケージ: Custom Business Programs, 
Business Packages, and Business Packages with Special Customization Facilities 
部品化アプリ再利用システムにとってのオブジェクト指向の効能: Efficacy of Object Orientation 
for Reuse System for Component-Based Applications 
商品の属性を追加・削除するカスタマイズ例: Example of Customization Adding/Removing 
Product Attributes 
GUI の操作ベースと GUI 操作の処理プログラム: GUI Operation Base and Processing Programs 
for GUI Operation 
オブジェクト指向の枠組み: Object-Oriented Structure 
骨格ルーチンと補填ルーチンユニット群: Skeleton Routine and Supplementary Routine Unit 
Group 
RRR の構成要素と部品合成: RRR Components and Component Synthesis 
ローレベルのイベントと高級イベント: Low-Level Events and High-Level Events 
ビジュアル開発支援ツールを使った業務アプリ: Business Application Using Visual Development 
Support Tools 
再利用の二つの方式: Two Methods of Reuse 
部品化再利用の拡大の歴史: Expansion History of Component-Based Reuse 
効果的な部品化再利用システムにするための三つの要件: Three Requirements for an Effective 
Component-Based Reuse System 
‘ホワイトボックス部品’に求められる性質: Qualities Required of a White Box Component 
創適応の必要性が大きい領域と小さい領域: Areas in Which Need Is High/Low for Creative 
Adaptation 
高対応性部分と低対応性部分: High Correspondence Portions and Low Correspondence 
Portions 
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省力化率として得られた値: Value Obtained for Rate of Work Saving 
向かい合う二つの顔と壺: Vase/Faces Drawing (Optical Illusion) 

英日対訳 

[A] 

A Number of Mismatches with Business Fields: ビジネス分野には合わない点のいくつか 
A Practical and Effective Component-Based Reuse System: 実用的で効果的な部品化再

利用システム 
access performance: アクセス性能 
active object: アクティブオブジェクト 
activity-based costing: ABC (アクティビティ・ベースト・コスティング) 
activity-based costing (ABC): アクティビティ・ベースト・コスティング (ABC) 
actor: アクタ 
adaptability: 適応度 
algorithm: アルゴリズム 
amount of customization work: カスタマイズの作業量 
amount of products: 成果物の量 
analyst: アナリスト 
Apple Computer (company): アップルコンピュータ (会社) 
Applicable Fields for Smalltalk System: Smalltalk システムの適用分野 
applicable scope (of package): 適用範囲 (パッケージの) 
AppliTech Inc. (company): アプリテック (会社) 
Are Business Logic Components Modules?: ‘ビジネスロジック部品’はモジュールか 
area covered by general subroutine: 汎用サブルーチンがカバーする領域 
Area Covered by General Subroutines: 汎用サブルーチンがカバーする領域 
areas in which creative adaptation need is high: 創適応の必要性が大きい領域 
areas in which creative adaptation need is low: 創適応の必要性が小さい領域 
Areas in Which Need Is High/Low for Creative Adaptation: 創適応の必要性が大きい

領域と小さい領域 
asexual reproduction: 無性生殖 
assembler: アセンブラ 
assembler language: アセンブラ言語 
Associating Data Items with Objects: データ項目をオブジェクトに対応づけると 
Associating Entities with Objects: エンティティをオブジェクトに対応づけると 
attribute: 属性 (アトリビュート) 
attribute: アトリビュート (属性) 
Author's Notes: 執筆にあたって注意した点 
automation of programming: プログラミングの自動化 
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[B] 

behavior: 振舞い (behavior) 
behavior: behavior (振舞い) 
benefits of tools: ツールの効果 
black-box component: ブラックボックス部品 
'black-box component', qualities required of a: ‘ブラックボックス部品’に求められる性

質 
bloat (redundant codes of a program): バブル (プログラムの中の冗長部分) 
bloatware: バブルでふくれあがったプログラム 
build-up method (for determining improvement rate of productivity): 積み上げ方

式 (生産性の向上率を求めるための) 
Build-Up Method: Another Way to Determine Improvement Rate of Productivity: 生
産性の向上率を求める別法、積み上げ方式 
building into (a package): 作り込み (パッケージの中に) 
business application: 業務アプリ 
Business Application Using Visual Development Support Tools: ビジュアル開発支援ツ

ールを使った業務アプリ 
business logic component: ビジネスロジック部品 
business logic component technology: ビジネスロジック部品技術 
'business logic component', definition of a: ‘ビジネスロジック部品’の定義 
'business logic components', theory of: ‘ビジネスロジック部品’の理論 
Business Logic Components: ビジネスロジック部品 
business package: 業務パッケージ 
Business Package Developers: 業務パッケージ開発業者を見ると 
business program development firm: 業務プログラム開発業 
business program specifications, quantitative analysis for: 業務プログラムの仕様

を定量的に表現すること 
business system: 業務システム 
business that does not require constant monitoring: 手離れのよいビジネス 
But Is It Progress?: 進歩したと言えるのか 
button (a type of GUI control): ボタン (GUI コントロールの一種) 

[C] 

C++: C++ 
call mechanism: 呼出し機構 
Cambrian period: カンブリア紀 
CASE: CASE (computer aided software engineering) 
case statement: case 文 
CD-ROM: CD-ROM 
chart editor: チャート図エディタ 
chiasma: 交叉 
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child class (subclass): 子クラス (サブクラス) 
Clarification of Requested Specifications Supported by Simulated-Experience: 
疑似体験に支援されての要求仕様の明確化 
class: クラス 
click: クリック操作 
COBOL: COBOL 
code: コード 
column: カラム 
comment statement: コメント文 
common main routine: 共通メインルーチン 
common subroutine: 共通サブルーチン 
company-specific sections (within business applications): 各社各様の部分 (業務ア

プリの中の) 
Comparing RRR Family Construction Technique to Generalizing Construction 
Technique: RRR ファミリーの構成法を一般化した構成法 …  
Comparing RRR Family to the Three Requirements: RRR ファミリーを三つの要件に照らすと 
compartmentalization of components (partitioning guidelines): 部品を区切る (分

割指針) 
compensated productivity: 補正生産性 
compiler: コンパイラ 
compiler language: コンパイラ言語 
complex system: 複雑系 
component customization: 部品カスタマイズ 
component lineup: 部品の品揃え 
component management system: 部品管理システム 
component retrieval system: 部品検索システム 
component set: 部品セット 
component synthesis system: 部品合成システム 
component synthesis tool: 部品合成ツール 
component-based reuse: 部品化再利用 
Component-Based Reuse and Object Orientation: 部品化再利用とオブジェクト指向 
component-based reuse system: 部品化再利用システム 
component-based reuse systems, construction technique for: 部品化再利用システム

の構成法 
component-enabled section: 部品化可能部分 
componentized application: 部品化アプリ 
componentized, reuse system for: 部品化アプリ再利用システム 
componentized event-driven system: 部品化イベント駆動方式 
componentized event procedure: 部品化イベントプロシージャ 
computer: コンピュータ 
computer aided design: CAD (computer aided design) 
computer journalist: コンピュータジャーナリスト 
computer processing: コンピュータ処理 
computer virus: コンピュータウイルス 
Conclusion: おわりに 
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conjunction: 接合 
construction technique for component-based reuse systems: 部品化再利用システムの

構成法 
consulting firm: コンサルタント業者 
contract (for developing a business application): 請け負い (業務アプリ開発の) 
control (GUI control, widget): コントロール (GUI コントロール, widget) 
control structure: 制御構造 
correspondence with real-world objects: 現実世界のモノとの対応関係 
CORRESPONDING MOVE statement: CORRESPONDING MOVE 文 
cost (of development and customization): コスト (開発やカスタマイズの) 
cost down: コストダウン 
cost of customization: カスタマイズ費用 
coverage: カバー範囲 
creative adaptation need (CAN): 創適応の必要性 
creative adaptation, areas in which need is high: 創適応の必要性が大きい領域 
creative adaptation, areas in which need is low: 創適応の必要性が小さい領域 
creative adaptation, need for: 創適応の必要性 
custom application: 特注アプリ 
custom business program: 特注業務プログラム 
Custom Business Program and Business Package Developers: 特注業務プログラムおよび

業務パッケージの開発業者 
custom business program developer: 特注業務プログラム開発業者 
Custom Business Program Developers: 特注業務プログラム開発業者を見ると 
custom business program development: 特注業務プログラム開発業 
custom business program development industry: 特注業務プログラム開発業界 
Custom Business Program or Business Package? (Part 1: General Discussion): 特

注業務プログラムか業務パッケージか (その１) 一般論 
Custom Business Program or Business Package? (Part 2: Cost of Customization): 
特注業務プログラムか業務パッケージか (その２) カスタマイズ費用 
Custom Business Program or Business Package? (Part 3: Conclusion): 特注業務プ

ログラムか業務パッケージか (その３) 結論 
Custom Business Programs and Business Packages: 特注業務プログラムと業務パッケージの

間に 
Custom Business Programs, Business Packages, and Business Packages with Special 
Customization Facilities: 特注業務プログラムと業務パッケージと特注対応業務パッケージ 
customizable business package : 特注対応業務パッケージ 
customizable business package development : 特注対応業務パッケージ開発業 
customization: カスタマイズ 
Customization and Maintenance: カスタマイズとメンテナンス 
customization firm: カスタマイズ業 
Customization Methods: カスタマイズの方式 
Customization on SSS: SSS におけるカスタマイズ 
Customization Required by Business Packages: 業務パッケージに必要なカスタマイズ 
customization service: カスタマイズサービス 
customization system: カスタマイズ方式 
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customization work, amount of: カスタマイズの作業量 
customization, cost of: カスタマイズ費用 

[D] 

Darwin: ダーウィン 
Darwin,C.: Darwin,C. (ダーウィン) 
data flow diagram (DFD): データ・フロー・ダイアグラム (DFD) 
data item: データ項目 
data item component: データ項目部品 
data-oriented: データ中心 (data-oriented) 
data-oriented: data-oriented (データ中心) 
database: データベース 
database definition: データベースの定義 
Dawkins, R: ドーキンス (Dawkins,R.) 
Dawkins,R.: Dawkins,R. (ドーキンス) 
dealer (of computer): ディーラ (コンピュータの) 
debugger: デバッガ 
decipherment (of a program): 解読 (プログラムの) 
declarative: 宣言的 
definition of a 'business logic component': ‘ビジネスロジック部品’の定義 
degree of bloat (in program code): ふくれ具合 (プログラムの) 
demarcation (of customization-related sections): 線引き (カスタマイズに関係ある部分

の) 
design work: 設計作業 
development productivity, improvement rate of: 開発生産性の向上率 
development support tool: 開発支援ツール 
DFD (data flow diagram): DFD (data flow diagram) 
diagram: ダイアグラム 
difference of space or time: 空間か時間かの違い 
Differences Between Custom Business Programs and Business Packages: 特注業務プ

ログラムと業務パッケージの違い 
Various Ways of Measuring Software Development Productivity: ソフトウェア開発の生

産性の計り方いろいろ 
differential programming: 差分プログラミング 
Dijkstra, E.W.: ダイクストラ (Dijkstra.E.W.) 
Dijkstra,E.W.: Dijkstra,E.W. (ダイクストラ) 
DNA: DNA 
double-click: ダブルクリック操作 
Dreaming of the“Golden Egg”Business Package: 金の卵を生む業務パッケージへの夢 
duplicate development (of business application programs): 重複開発 (業務アプリケ

ーションプログラムの) 
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dynamic binding: 動的束縛 (dynamic binding) 
dynamic binding: dynamic binding (動的束縛) 

[E] 

editor: エディタ 
effective component-based reuse system: 効果的な部品化再利用システム 
Efficacy of Object Orientation for a Reuse System for Component-Based Applications: 
部品化アプリ再利用システムにとってのオブジェクト指向の効能は 
Efficacy of Object Orientation for Reuse System for Component-Based Applications: 
部品化アプリ再利用システムにとってのオブジェクト指向の効能 
El Nino: エルニーニョ 
encapsulation: カプセル化 
end user: エンドユーザ 
end-user development: エンドユーザ開発 
End-User Development and Spiral Model: エンドユーザ開発とスパイラルモデル 
enterprise characteristics: 企業特性 
entertainment field: エンターテインメント分野 
entertainment position (perception of computers): 遊びの座 (コンピュータの位置づけ) 
entity: エンティティ (entity) 
entity: entity (エンティティ) 
Entity or Data Item: Conclusion: エンティティかデータ項目かの結論 
entity relationship diagram: エンティティ・リレーションシップ・ダイアグラム 
entropy: エントロピー 
ERD (entity relationship diagram): ERD (entity relationship diagram) 
ERP package: ERP パッケージ (統合パッケージ) 
ERP Packages and Customization: ERP パッケージとカスタマイズ 
ERP packages and customization: ERP パッケージとカスタマイズ 
Evaluating Object Orientation: オブジェクト指向の評価をするには 
Evaluating the Two Reuse Methods: 二つの再利用の方式を評価すると 
event: イベント 
event classification: イベント種別 
event procedure (component-based event procedure): イベントプロシージャ (→ 部品化イ

ベントプロシージャ) 
event procedure (event routine): イベントプロシージャ (イベントルーチン) 
event-driven: イベント駆動 
Event-Driven System: イベント駆動方式 
event-driven system (→ component-based event-driven system): イベント駆動方式 (→ 
部品化イベント駆動方式) 
Evolution by Copy Mistakes After All: やはりコピーミスで進化する 
Evolution by Copy Mistakes?: コピーミスで進化するか 
Evolution of Life and Component-Based Reuse: 生物の進化と部品化再利用 
Exaggerated Tool Claims: 大げさなツールの宣伝 
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exaggerated tool claims: 大げさなツールの宣伝 
Example of Customization Adding/Removing Product Attributes: 商品の属性を追加・

削除するカスタマイズ例 
Example Using Build-Up Method to Determine Improvement Rate of Productivity: 
積み上げ方式で生産性の向上率を求める例 
Expansion History of Component-Based Reuse: 部品化再利用の拡大の歴史 
expansion of macro instructions: マクロ命令の展開 
Extended Features Necessary in the Business Field: ビジネス分野向けには必要な拡張

機能 
external interface: 外部インタフェース 

[F] 

figure (figure and ground): 図 (図と地) 
Figures and Tables: 図表の目次 
file: ファイル 
fill-in system: 嵌め込みシステム 
financial accounting: 財務会計 
First Branch in a Fill-In System: 嵌め込みシステムの第一の分かれ道 
First Improvement of Partitioning Guidelines for Compartmentalization of 
Components: 部品を区切る分割指針に関する改善点その１ 
First Requirement for Effective Component-Based Reuse Systems: 効果的な部品化再

利用システムの要件その１ 
first stage (of a component-based reuse system): 第一段階 (部品化再利用システムの) 
fourth generation language: 4GL (fourth generation language) 
fourth-generation language (4GL): 第四世代言語 (4GL) 
Fourth-Generation Languages: 第四世代言語 
framework (for business applications): フレームワーク (業務アプリの) 
From SSS to RRR Family: SSS から RRR ファミリーへ 
frustrating lack of freedom (of 4GL): 自由がきかない歯がゆさ (4GL の) 
full-screen editor: フルスクリーンエディタ 
function: 関数 

[G] 

Galapagos Finch: ガラパゴスフィンチ 
gene: 遺伝子 
gene pool: 遺伝子プール 
General Features of Business Applications in Business Field: ビジネス分野の業務

アプリの一般的な特徴 
general main routine (→ main routine): 汎用メインルーチン (→ メインルーチン) 
general subroutine: 汎用サブルーチン 
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general subroutine library: 汎用サブルーチンライブラリ 
general subroutine, area covered by: 汎用サブルーチンがカバーする領域 
generality (requirement for black-box components): 汎用性 (ブラックボックス部品の要

件) 
Generalized Construction Technique for a Reuse System for Component-Based 
Applications: 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法 
Generalized Construction Technique for a Reuse System for Component-Based 
Applications: 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成法 
genetic algorithm: 遺伝的アルゴリズム 
genetic drift: 遺伝的浮動 
genetic information: 遺伝子情報 
genetic map: 遺伝子マップ 
Gödel,K: ゲーデル (Gödel,K.) 
golden egg: 金の卵 
graph theory: グラフの理論 
ground (figure and ground): 地 (図と地) 
groupware: グループウェア 
GUI (graphical user interface): GUI (graphical user interface) 
GUI control: GUI コントロール (widget) 
GUI Objects Associated with Data Items: データ項目に対応づけられた GUI オブジェクト 
GUI operation: GUI 操作 
GUI operation base: GUI の操作ベース 
GUI operation base and processing programs: GUI 操作ベースと処理プログラム 
GUI Operation Base and Processing Programs: GUI の操作ベースと処理プログラム 
GUI Operation Base and Processing Programs for GUI Operation: GUI の操作ベース

と GUI 操作の処理プログラム 
GUI operation base and reuse of processing programs: GUI 操作ベースと処理プログラ

ムの再利用 
GUI Operation Base and Reuse of Processing Programs: GUI の操作ベースと処理プログ

ラムの再利用 
GUI operation, processing programs for: GUI 操作の処理プログラム 
guidance policy (for dispensing with customization): 誘導策 (カスタマイズなしに済ま

すための) 

[H] 

halting problem: 停止問題 
hardware: ハードウェア 
hierarchy (of object class): 階層 (オブジェクトクラスの) 
high-level event architecture: 高級イベント体系 
high correspondence portions: 高対応性部分 
High Correspondence Portions and Low Correspondence Portions: 高対応性部分と低

対応性部分 
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Historical Development of Component-Based Reuse Systems: 部品化再利用システムの歴

史的な発展経過 
hobby programmer: ホビープログラマ 
homonym: 同音異義語 
homonymy: 同音異義 
How to Measure Software Development Productivity?: ソフトウェア開発の生産性をどう計る

か 
How Has Object Orientation Been Perceived?: オブジェクト指向をどう捉らえたか 
How Much Do Tools Improve Productivity?: ツールでどれだけ生産性が向上するか 
how to compensate productivity: 生産性の補正方法 
How to Compensate Productivity Calculated Based on Number of Program Lines: プ

ログラム行数を用いて算出した生産性の補正方法 
how to measure manufactured products: 製造作業の成果物の計り方 
how to measure productivity: 生産性の計り方 

[I] 

icon: アイコン 
IF Statement: IF 文 
image consolidation (of a business system): イメージ固め (業務システムの) 
implement: インプリメント 
implementation verification (for determining improvement rate of productivity): 
実施検証 (生産性の向上率を求める) 
Implementation Verification for Determining Improvement Rate of Productivity: 
生産性の向上率を求める実施検証 
Importance of Partitioning Guidelines for Compartmentalization of Components: 
部品を区切る分割指針の重要性 
Impressions of Object-Orientation Concept: オブジェクト指向という考え方を意識して感じた

こと 
Improvement of Software Development Productivity in the Good Old Days: 古き良

き時代にあったソフトウェア開発の生産性の向上 
Improvement Rate of Development Productivity and Maintenance Productivity: 開

発生産性とメンテナンス生産性の向上率 
Improvement Rate of Productivity by Reuse: 再利用による生産性の向上率 
improvement rate of productivity over lifetime: 生涯生産性の向上率 
Improvements for RRR Family: RRR ファミリーに向けた改善点 
Improving Software Development Productivity: ソフトウェア開発の生産性を向上させるには 
In-Depth Look at Extended Features Considered Necessary: 必要だと考えた拡張機能の

詳細 
incompleteness theorem: 不完全性定理 
increasing efficiency of large-scale development (representation of general 
efficacy): 大規模開発を効率化する (一般的な効能の表現) 
increasing reliability (representation of general efficacy): 信頼性を高める (一
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般的な効能の表現) 
index: 索引 
indirect benefits: 間接的な効果 
industrial melanism: 工業暗化 
industry characteristics: 業種特性 
industry package: 業種パッケージ 
informal system (real intention): インフォーマルシステム (本音) 
information exchange: 情報交換 
information gathering tactics: 情報収集策 
information hiding: 情報隠蔽 
information theory: 情報理論 
Ingenuity of SSS Focused on Business Field: ビジネス分野に焦点を定めた SSS の工夫 
inheritance: 継承 
inline-expanded macro instruction: インライン展開されるマクロ命令 
instance: インスタンス 
instance identifier: インスタンス識別子 
instance variable (private member variable): インスタンス変数 (プライベートメンバ変数) 
Talking about Instances: インスタンスに関係して 
instantaneous wind velocity (of productivity): 瞬間風速 (生産性の) 
integrated package (ERP package): 統合パッケージ (ERP パッケージ) 
interpreter: インタープリタ 
Interview Support: インタビュー支援 
interview support: インタビュー支援 
Introduction: はじめに 
Is Software Development Productivity Improving?: ソフトウェア開発の生産性は向上してい

るか 

[K] 

keyboard: キーボード 
Keywords for Understanding This Book: 本書を理解するためのキーワード 
Kimura, Motoo: 木村資生 

[L] 

labor-intensive development: 人海戦術に頼った開発方式 
large numbers of developers benefiting from systematic component-based reuse: 
大勢の開発者が組織的に部品化再利用の恩恵に 
large-scale development, increasing efficiency of (representation of general 
efficacy): 大規模開発を効率化する (一般的な効能の表現) 
line editor: ラインエディタ 
list box (a type of GUI control): リストボックス (コントロールの一種) 
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locality (requirement for white-box components): 局所性 (ホワイトボックス部品の要件) 
Low-Level Events and High-Level Events: ローレベルのイベントと高級イベント 
lower process support tool: 下流工程支援ツール 
Lower Process Support Tools: 下流工程支援ツール 

[M] 

machine language: 機械語 
Macintosh: Macintosh 
macroevolution: 大進化 
magic: マジック 
Magic Applied Between an Upper Process and Lower Process: 上流工程と下流工程の間

をついたマジック 
main routine: メインルーチン 
maintenance: メンテナンス 
maintenance productivity, improvement rate of: メンテナンス生産性の向上率 
maintenance ratio: メンテナンス比 
maintenance trap: メンテナンス地獄 
maintenance work: メンテナンス作業 
man-month: 人月 
MANDALA (core tool of RRR tools): MANDALA (RRR ツールの中核ツール) 
manufactured products, how to measure: 製造作業の成果物の計り方 
manufacturer (of computers): メーカ (コンピュータの) 
manufacturing: 製造作業 
Meaning and Significance of Business Logic Components: ‘ビジネスロジック部品’の意

味と意義 
meme: ミーム 
meme: meme (ミーム) 
menu item (a type of GUI control): メニュー項目 (GUI コントロールの一種) 
message passing: メッセージパッシング 
method: メソッド 
microevolution: 小進化 
Microsoft Corporation (company): マイクロソフト (会社) 
minimum data volume (of a program): ミニマム情報量 (プログラムの) 
Minimum Data Volume of a Program (情報量: information content): プログラムのミニマ

ム情報量 
mission-critical 4GL: 基幹業務向けの 4GL 
Mismatches with Business Fields: ビジネス分野には合わない点 
model: モデル 
modeling: モデル化 
module: モジュール 
mouse: マウス 
multicellular organism: 多細胞生物 
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must be able to meet all customization requests: どんなカスタマイズ要求にも対応できる

ものであること 
mutation: 突然変異 
MVC (model view controller): MVC (model view controller) 
mystical position (perception of computers): 神の座 (コンピュータの位置づけ) 

[N] 

Natural Selection Is Believable: 自然選択は納得できる 
Near-Future Image of Business Logic Components: ‘ビジネスロジック部品’による近未来像 
need for creative adaptation (NCA): 創適応の必要性 
neutral theory of molecular evolution: 分子進化の中立説 
normalization: 正規化 

[O] 

object: オブジェクト 
Object and Instance Variables: オブジェクトとインスタンス変数 
Object Orientation and GUI Operation: オブジェクト指向と GUI 操作 
object-oriented: オブジェクト指向 (object-oriented) 
object-oriented: object-oriented (オブジェクト指向) 
object-oriented development support tool: オブジェクト指向開発支援ツール 
Object-Oriented Structure: オブジェクト指向の枠組み 
Object-Oriented Structure: オブジェクト指向の枠組み 
object-oriented structure: オブジェクト指向の枠組み 
object-oriented technology: オブジェクト指向のテクノロジー 
Ohno, Susumu: 大野乾 
OJT (on the job training): OJT (on the job training) 
Oonishi, Tsukasa: 大西司 
open movement: オープン化 
operability is fixed (problem with 4 GL): 操作性が固定 (4GL の問題点) 
operating system: オペレーティングシステム 
optimization problem: 最適化問題 

[P] 

package: パッケージ 
package development firm: パッケージ開発業者 
package tailoring: パッケージ仕立て 
Palo Alto Research Center (Xerox PARC): パロアルト研究所 (PARC) 
parameter customization: パラメタカスタマイズ 
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parent class (super class): 親クラス 
partitioning guidelines (for module partitions): 分割指針 (モジュール分割の) 
partitioning guidelines (for modules): 分割の指針 (モジュールの) 
PC: パソコン 
PC-Based Development and Review: パソコンによる開発とレビュー 
percentage of supported work: 支援対象作業の割合 
percentage of work saving: 省力化の割合 
Perceptions of Upper Processes and Lower Processes: 上流工程と下流工程をめぐる捉ら

え方 
persistent: パーシステント (持続性のある) 
personal basis (form of component-based reuse): 個人ベース (部品化再利用の形態) 
phenotype: 表現型 
physics: 物理学 
pleasant software development environment: 快適なソフトウェア開発環境 
polarization: 二極分化 
poorly corresponding sections: 低対応性部 
post-generator (software tool): ポスト生成ツール 
pre-generator (software tool): プレ生成ツール 
private member variable (instance variable): プライベートメンバ変数 (ンスタンス変数) 
procedure: プロシージャ (手続き) 
procedure: 手続き (プロシージャ) 
procedure-oriented: 手続き指向 (procedure-oriented) 
procedure-oriented: procedure-oriented (手続き指向) 
Process by Which Generalized Construction Technique for a Reuse System for 
Component-Based Applications Was Derived: 部品化アプリ再利用システムの一般化した構成

法を導き出した過程 
producing software products solely by combining components: 部品を組み合わせるだ

けでソフトウェア製品ができあがるものであること 
productivity: 生産性 
Productivity Improvement Plan Based Only on Tools: ツールだけによる生産性向上策 
productivity, how to compensate: 生産性の補正方法 
productivity, how to measure: 生産性の計り方 
productivity, implementation verification for determining improvement rate of: 
生産性の向上率を求める実施検証 
productivity, improvement rate of: 生産性の向上率 
productivity, why 4GL improves: なぜ生産性が向上するのか (4GL によって) 
products, amount of: 成果物の量 
professor of software engineering: ソフトウェア工学者 
program code: プログラムコード 
program customization: プログラムカスタマイズ 
program fragment: プログラムの断片 
program lines, number of: プログラム行数 
program paradigm (fill-in system): プログラムパラダイム (嵌め込みシステム) 
program segmentation: プログラムの細分化 
Program Segmentation by Data Item Association: データ項目に対応づけたプログラムの細
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分化 
programming: プログラミング 
programming language: プログラミング言語 
programming, automation of: プログラミングの自動化 
project: プロジェクト 
prototype system: プロトタイプシステム 
prototyping support tool: プロトタイピング支援ツール 
Providing a Pleasant Software Development Environment: 快適なソフトウェア開発環境の

提供 
Proving Theorem of Satisfying Three Requirements: 三つの要件を満たすという定理の証

明 
pseudo code: 疑似コード (シュードコード) 
pseudocode: シュードコード (疑似コード) 

[Q] 

qualities (that 'business logic components' should have): 性質 (‘ビジネスロジック

部品’が備えるべき) 
qualities required of 'black-box component': ‘ブラックボックス部品’に求められる性質 
qualities required of 'white-box component': ‘ホワイトボックス部品’に求められる性質 
quantitative analysis for business program specifications: 業務プログラムの仕様を

定量的に表現すること 
questionnaire (at an interview): 質問票 (インタビューの際の) 

[R] 

raising reusability (representation of general efficacy): 再利用性を高める (一般

的な効能の表現) 
rapid prototyping: ラピッドプロトタイピング 
rapid prototyping development: ラピッドプロトタイピング方式 
rate of work saving: 省力化率 
RDB (relational database): RDB (リレーショナルデータベース) 
readability (requirement for white-box components): 読みやすさ (ホワイトボックス部品

の要件) 
real intention (informal system): 本音 (インフォーマルシステム) 
real world: 現実世界 
record (in a file): レコード (ファイルの) 
redundancy: 冗長性 
refactering: リファクタリング 
References: 参考文献 
refinement (of requested specifications or systems): リファイン (要求仕様やシステム

の) 
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relation check component: 関係チェック部品 
relational database (RDB): リレーショナルデータベース (RDB) 
reliability, increasing (representation of general efficacy): 信頼性を高める (一

般的な効能の表現) 
repetitive work: 繰り返し行われる作業 
requested specifications: 要求仕様 
requested specifications, document containing: 要求仕様書 
requirements (for practical component-based reuse systems): 要件 (実用的な部品

化再利用システムの) 
Requirements for Effective Component-Based Reuse Systems: 効果的な部品化再利用シ

ステムの要件 
Royal Toolmaker Service: お抱えツール屋サービス 
retrievability (requirement for white-box components): 検索性 (ホワイトボックス部品

の要件) 
reusability, raising (representation of general efficacy): 再利用性を高める (一

般的な効能の表現) 
reuse: 再利用 
Reuse: 再利用 
reuse by copying: コピー実施型再利用 
reuse by referencing: コピー排除型再利用 
Reuse Stages and the Two Methods: 再利用の段階と二つの方式 
reuse system for component-based applications: 部品化アプリ再利用システム 
Reuse System for Component-Based Applications and Object-Oriented Technology: 
部品化アプリ再利用システムとオブジェクト指向のテクノロジー 
Reuse Systems for Component-Based Applications and Object Orientation: 部品化

アプリ再利用システムとオブジェクト指向 
reuse, improvement rate of productivity by: 再利用による生産性の向上率 
reuse, rate of: 再利率 
review: レビュー 
RRR component set: RRR 部品セット 
RRR Components and Component Synthesis: RRR の構成要素と部品合成 
RRR family: RRR ファミリー 
RRR family, improvements for: RRR ファミリーに向けた改善点 
RRR tools: RRR ツール 

[S] 

sales management operations: 販売管理業務 
sales technique (for packages): 販売テクニック (パッケージの) 
screen (object): 画面 (オブジェクト) 
screen component: 画面部品 
Second Branch in a Fill-In System: 嵌め込みシステムの第二の分かれ道 
Second Improvement of Partitioning Guidelines for Compartmentalization of 



 210

Components: 部品を区切る分割指針に関する改善点その２ 
Second Requirement for Effective Component-Based Reuse Systems: 効果的な部品化

再利用システムの要件その２ 
second stage (of a component-based reuse system): 第二段階 (部品化再利用システムの) 
secondary benefits (of tools): 副次的効果 (ツールの) 
seeds: ネタ 
selection mechanism (for components): 選択機構 (部品の) 
self-replicating system: 自己複製システム 
separation of business and operation: 業務と操作の分離 
separation of data item correspondence: データ項目対応の分割 
separation of figure and ground: 図と地の分離 
separation of figure and ground when recognizing something: ものを認識する際の図

と地の分離 
Separation of Figure and Ground When Recognizing Something: ものを認識する際の図

と地の分離について 
sexual reproduction: 有性生殖 
Shannon's theorem: Shannon の定理 
Shannon's theorem (Shannon, C.E.): シャノン (Shannon,C.E.) の定理 
Shannon,C.E.: Shannon,C.E. (シャノン) 
shelfware: shelfware 
Shibata, Ryusuke: 柴田隆介 
Simula67: Simula67 
simulated-experience support: 疑似体験支援 
simulation language: シミュレーション言語 
Size of Business Logic Components: ビジネスロジック部品の大きさ 
skeleton (skeleton routine): スケルトン (骨格ルーチン) 
skeleton routine (skeleton): 骨格ルーチン (スケルトン) 
Skeleton Routine and Supplementary Routine Unit Group: 骨格ルーチンと補填ルーチン

ユニット群 
slot: スロット 
Smalltalk: Smalltalk 
Smalltalk system: Smalltalk システム 
Smalltalk system and SSS: SmallTalk システムと SSS 
Smalltalk system, applicable fields for: Smalltalk システムの適用分野 
Smalltalk system, software development on: Smalltalk システムにおけるソフトウェア開

発 
Smalltalk System and SSS: Smalltalk システムと SSS 
software development automation: ソフトウェア開発の自動化 
Software Development Is Design Work: ソフトウェアの開発は設計作業 
Software Development on Smalltalk System: Smalltalk システムにおけるソフトウェア開発 
Software Development Productivity: 嵌め込み (はめこみ) システム 
Software Development Productivity: ソフトウェア開発の生産性 
software development productivity: ソフトウェア開発の生産性 
Software Development Support Tools: ソフトウェアの開発支援ツール 
software product: ソフトウェア製品 
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software resource: ソフトウェア資産 
spaghetti: スパゲッティ 
specification change request: 仕様変更要求 
Speed of Evolution and Component-Based Reuse: 進化のスピードと部品化再利用 
spiral model: スパイラルモデル 
SQL: SQL 
SSS: SSS 
SSS as fill-in system: SSS という嵌め込みシステムの場合 
SSS component set: SSS 部品セット 
SSS Components and Component Synthesis: SSS の構成要素と部品合成 
SSS as Fill-In System: SSS という嵌め込みシステムの場合 
SSS to RRR family, from: SSS から RRR ファミリーへ 
SSS tools: SSS ツール 
SSS, customization on: SSS におけるカスタマイズ 
standardization (of language specifications): 標準化 (言語仕様の) 
stereotypical (a quality of business logic components): 類型的 (‘ビジネスロジック

部品’の性質) 
stop-gap system (fill-in system): 穴埋め方式 (嵌め込みシステム) 
structured: 構造化 
structured analysis: 構造化分析法 
structured design technique: 構造化設計法 
structured programming: 構造化プログラミング 
subclass (child class): サブクラス (子クラス) 
subroutine call: サブルーチン呼出し 
subroutine set: サブルーチンセット 
suitable size (requirement for white-box components): 手頃な大きさ (ホワイトボックス

部品の要件) 
Summing Up Requirements: 要件をまとめると 
supervisor call (system call): スーパバイザコール (システムコール) 
supplementary routine unit: 補填ルーチンユニット 
support target: 支援対象 
supported work, percentage of: 支援対象作業の割合 
switch to fee-based (customization services): 有償化 (カスタマイズサービスの) 
synonym: 異名同義語 
synonymy: 異名同義 
system call (supervisor call): システムコール (スーパバイザコール) 

[T] 

table (of relational database): テーブル (リレーショナルデータベースの) 
tautology: 同義反復 
tautology: トートロジー 
Technique for Constructing Component-Based Reuse Systems and an Actual Example: 
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部品化再利用システムの構成法とその具体例 
template system (fill-in system): テンプレート方式 (嵌め込みシステム) 
text box (a type of GUI control): テキストボックス (GUI コントロールの一種) 
theory of 'business logic components': ‘ビジネスロジック部品’の理論 
Theory of Business Logic Components: ‘ビジネスロジック部品’の理論 
theory of evolution: 進化論 
Third Requirement for Effective Component-Based Reuse Systems: 効果的な部品化再

利用システムの要件その３ 
third stage (of a component-based reuse system): 第三段階 (部品化再利用システムの) 
three requirements (for a practical component-based reuse system): 三つの要件 (実

用的な部品化再利用システムの) 
Three Requirements for an Effective Component-Based Reuse System: 効果的な部品

化再利用システムにするための三つの要件 
tool vendor: ツールベンダ 
Tools for Component-Based Event-Driven System: 部品化イベント駆動方式のツール 
total work hours: 延べ作業時間 
transaction control: トランザクション制御 
transduction: 形質導入 
traveling salesman problem: 巡回セールスマン問題 
Trends in Lower Process Support Tools: 下流工程支援ツールの動向 
true productivity: 真の生産性 
tuning firm: チューニング業 
tuning service: チューニングサービス 
Turing (Turing, M) machine: チューリング (Turing,M.) マシーン 
Turing machine: Turing マシーン 
Turing,A.: Turing,A. (チューリング) 
Two Candidates for Objects: オブジェクトの二つの候補 
Two Methods for Improving Productivity by Reuse: 再利用によって生産性を向上させる二

つの方式 
Two Methods of Reuse: 再利用の二つの方式 
Two Reasons 4GL Has Not Gone Mainstream: 4GL が主流になっていない二つのわけ 
two-stage customization: 二段構えカスタマイズ 

[U] 

uncompensated productivity: 単純生産性 
unicellular organism: 単細胞生物 
update propagation: アップデートプロパゲーション 
update propagation: 更新伝播 
upper CASE tool: 上流工程 CASE ツール (upper CASE ツール) 
upper CASE tool: CASE ツール (上流工程の) 
upper CASE tool: upper CASE ツール (上流工程 CASE ツール) 
Upper CASE Tools: 上流工程 CASE ツール 
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upper process support tool: 上流工程支援ツール 
Upper Process Support Tools: 上流工程支援ツール 
Upper Process Support Tools and Lower Process Support Tools: 上流工程支援ツール

と下流工程支援ツール 

[V] 

Value Obtained for Rate of Work Saving: 省力化率として得られた値 
variation in development cost: 開発費のバラツキ 
vase/faces drawing (optical illusion): 向かい合う二つの顔と壺 
Vase/Faces Drawing (Optical Illusion): 向かい合う二つの顔と壺 
visibility: 見やすさ 
Visual Basic: Visual Basic 
visual development support tool: ビジュアル開発支援ツール 
Visual Development Support Tool: ビジュアル開発支援ツール 

[W] 

waterfall model: 滝モデル (ウォータフォールモデル) 
What Are Business Logic Components?: ‘ビジネスロジック部品’とは 
What Does Improving Productivity by Reuse Mean?: 再利用によって生産性を向上させると

は 
What Does Running a Program Mean?: プログラムの実行とは 
What Does Structured Mean?: 構造化とは 
What Is Darwin's Theory of Evolution?: ダーウィンの進化論とは 
What is Software Development Productivity?: ソフトウェア開発の生産性とは 
while statement: while 文 
white-box component: ホワイトボックス部品 
'white-box component', qualities required of a: ‘ホワイトボックス部品’に求められる性

質 
Why 4GL Improves Productivity?: 4GL によってなぜ生産性が向上するのか 
Why Has It Been Possible to Improve Productivity of Manufacturing Work?: 製造

作業の生産性はなぜ向上させることができたのか 
Why is It Difficult to Improve Productivity of Software Development?: ソフトウ

ェア開発の生産性はなぜ向上させることが難しいのか 
widget: widget (GUI コントロール) 
window: ウィンドウ 
Windows: Windows 
Woodland Corporation (company): ウッドランド (会社) 
Woodland Corporation's Efforts: ウッドランド社の取り組み 
word processor: ワープロ 
work saving, percentage of: 省力化の割合 
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work saving, rate of: 省力化率 
Writing Support: 記述という作業の支援 
writing support: 記述作業の支援 
writing support tool: 記述支援ツール 
writing tools (role of computers as): 文房具 (コンピュータの役割) 

[X] 

Xerox Co. Ltd. (company): ゼロックス (会社) 
Xerox PARC (Palo Alto Research Center): PARC (パロアルト研究所) 

[数字] 

4GL and Fill-In Systems: 4GL と嵌め込みシステム 
4GL and fill-in systems: 4GL と嵌め込みシステム 
4GL has not gone mainstream, two reasons: 4GL が主流になっていない二つのわけ 
4GL improves productivity, why: 4GL によってなぜ生産性が向上するのか 
4GL operation base: 4GL の操作ベース 
 


