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アブストラクト

二種類のパターン，およびその言語がある．ひとつは，体験に基づく知識と知恵を記述し，
再利用を目的としてパターンを記述する方法である．たとえば，ソフトウェアの設計およ
び実装上における知識をパターンとして記述してきた．別の方法では，プロジェクトごと
の要求の発掘から，合意形成に基づく計画や要件作りの方法としてパターンが使われてい
る．これらの二つの方法は，個別に発展してきたこともあり，その利用者や参加者は異な
った関わりや認識をもつようになった．さらに，双方のパターンおよびその言語は，ソフ
トウェアの設計および実装だけでなく，組織や学習，文化作りなど他分野にも利用されて
いる．本ワークショップでは，幅広い観点から，パターンの潮流を改めて比較，討論する
ことによって，パターンの発掘から形式化，利用についての更なる発展を期待する．また
合わせて，関連の深いアーキテクチャやアジャイル開発を含めて，各特性や課題，関係，
周辺を議論する．
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Abstract

There are two ways of pattern and pattern language. On the one hand, there is reuse of knowledge
and wisdom from experience. For example, “design pattern” is describing knowledge of software
architecture. On the other hand, patterns and pattern languages are methods of building consensus,
languages, plans and requirements in each project. Due to these ways are improving in different
history, research and development have different views. In addition to, pattern and pattern
languages are used and worked in not only software area, but also others like learning, organization,
and community. In this workshop, by comparison and discussion of various streams, developing
around patterns and pattern languages are expected. Related topics including software architecture
and agile methods are also considered for discussion.
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に以下の二種類がある．


体験に基づく知識と知恵を記述し，再利
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たとえば，ソフトウェアの設計および実

装上における知識をパターンとして記述
してきた．


プロジェクトごとの要求の発掘から，合
意形成に基づく計画や要件作りの方法と
してパターンを用いる

これらの二つの方法は，個別に発展してきたこ
ともあり，その利用者や参加者は異なった関わ
りや認識をもつようになった．さらに，双方の
パターンおよびその言語は，ソフトウェアの設
計および実装だけでなく，組織や学習，文化作
りなど他分野にも利用されている．
(2)

アーキテクチャ: システムの基本的構造の記
述である．一般にアーキテクチャは，機能要求や
非機能要求に応じた決定の組み合わせで成立し，
その過程で既知の有効なパターンを参照する，あ
るいは， 新パターン候補が得られるなど両者は
密接に関係する．

(3)

アジャイル開発: 反復漸進型かつ顧客参加型
の方針を重視して，
要求や環境の変化に俊敏に対
応可能な開発手法の総称であり，具体的な手法と
して XP や Scrum などがある．パターンおよびパ
ターン言語が元来重視するユーザ参加型合意形
成プロセスや漸進的成長プロセスを組み入れた
ものであり，またアジャイル開発の実践における
ノウハウがパターン集としてまとめられ再利用
されるなど，アジャイル開発とパターンは密接な
関係にある．

このようにアーキテクチャ，パターン，アジャイル
開発は，対象の構造（設計）を徐々に生み出す過程な
らびにその結果という面において共通性を持つが，近
年のさらなるソフトウェア開発形態や社会環境の変化
により，それぞれ議論し尽くされておらず，また，関
係も依然として未整理な部分があると考えられる．
このような問題意識のもと情報処理学会ソフトウェ
ア工学研究会では，2003 年にパターンワーキンググル
ープ 3) が結成され，以降，パターンやパターン活用
支援技術に関する議論を重ねてきた．例えば例年 1 月
開催のウィンターワークショップにおいては，2004 年
よりワーキンググループが中心となって「パターン」
セッションおよび「アーキテクチャとパターン」セッ
ションを設置し，各議論の成果を公開してきた．直近
2010 年 1 月の議論については 4) を参照されたい．
しかしながらこれまでの議論は主にパターンの抽出
/利用の観点から実施されたものであり，パターンと設
計，ならびにアジャイル開発の関係について議論し尽
くされていない．

3. 討論形式
各ポジションペーパの発表を起点として，パターン
技術・言語を軸としたソフトウェア・非ソフトウェア，
アーキテクチャ，アジャイル開発等における特定テー
マに関するグループ討論や，ポジションペーパ中で表
現されたパターンのライターズワークショップ，なら
びに，シェファーディングワークショップなどの実施
を予定している．ポジションペーパ発表を行わない会
議参加者についても，当日のワークショップにおける
議論への参加を大いに歓迎する。
さらに上記に加えて，2010 年 3 月に本ワークショッ
プ運営者を中心としてアジア圏におけるパターン国際
会議 AsianPLoP 2) の立ち上げており，2011 年 3 月も
引き続き開催を予定している．そのような PLoP 会議
の運営やパターンコミュニティとの関わりや，アジャ
イル・パターンムーブメントの展望についても合わせ
て議論したい．
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