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本稿では，ソフトウェア開発におけるアーキテクチャ技術とパターン技術のそれぞれの現状や両者の
関係の展望を得るために「アーキテクチャとパターン」セッションが実施予定の議論内容を説明する．
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This paper explains what discussions will take place in the session on software architecture
and patterns to get insight into the directions of future software architecture/patterns eﬀorts.

1. は じ め に
ソフトウェアパターンは，ソフトウェア開発におけ
る特定の状況のもとで繰り返される問題について，考
慮すべき事柄と解決策を抽象化してまとめあげた記述
であり1) ，ソフトウェアのプロダクトやプロセス等の
構造について何らかの指針を与えることが多い．一方，
アーキテクチャはシステムの基本的構造の記述である．

てきた．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．これ
までの成果を以下にまとめる．

• 石垣島 2004: ソフトウェア要求獲得を実験し，建
築でのパターンランゲージがもたらす要求獲得支
援効果が，ソフトウェア開発についても得られる

一般にアーキテクチャは，機能要求や非機能要求に応

ことを明らかにした3) ．これは，パターン活動プ

じた決定の組み合わせで成立し，その過程で既知の有

ロセス4) を構成する利用活動の評価/適用工程に

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．
両者はそれぞれ活発に研究/実践されているが，近年
の開発環境の急速な進化および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，両者の関係
は未整理な部分も多い．そこで本セッションでは，参
加者のポジションペーパ発表を起点として各技術に関
連する経験や提案を概観し，続いて，アーキテクチャ
とパターンのそれぞれの課題や展望，両者の関係や周
辺技術について幅広く議論する．
本稿では以降において，これまでの議論経緯と本
セッションにおける議論のテーマ案を紹介する．

2. これまでの議論
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2) 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
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ついて得られた知見である．

• 伊豆 2005: 参加者の経験からパターンを発掘した
結果，パターンの必要条件として対立するフォー
スの組が不可欠なことや，マイニング手法によっ
てパターンランゲージへの発展を支援できる可能
性を明らかにした5) ．これらは，パターン活動プ
ロセスを構成する抽出活動の発見/記述工程につ
いて得られた知見である．

• 鴨川 2006: ライターズワークショップ6) の実施に
より，パターンランゲージが備えるべき特性とし
て，範囲設定の妥当さ，および，パターン間の関
連の明確さを明らかにした7) ．さらに，パターン
活動支援技術の特性を幾つか明らかとした．

• 那覇 2007: 種々の要素技術の討議の上で，ソフト
ウェア開発におけるアーキテクチャとパターンの
関係を整理することを試みた8) ．特に，アーキテ
クチャ設計に注目した場合に，同関係の 1 つの見
方としてパターンがコンテキストと実現手段を結
びつけるものであり，かつ，プロセスであると位
置づけ可能なことを整理した．

• 道後 2008: 各技術に関連する経験や提案を概観
し，続いて，アーキテクチャ進化とパターンの課
題や展望，関係について幅広く議論するとともに，

3.4 非機能要件（NFR）の分析とデザインパター
ンへの橋渡し

NFR が相互にいかに依存しているかを具体的な例

アーキテクチャ進化のメタモデル記述実験やプレ

題を利用してワークショップ形式で検討し，どのよう

ゼンパターンのパターンランゲージ化実験を行い，

な形式や手法で NFR の相互関係を管理するのが妥当・

9)

進化やプレゼンパターンの可能性を確認した ．

3. 議論テーマ
以上 5 年間の継続的議論は主にパターンの抽出/利

現実的なのかを探ってみたい．IPA/SEC NFR-WG
で提案の依存関係確認表を提示し，それをたたき台に
それをアーキテクチャ設計にどのように利用可能か，
より改善した表現形式は考えられないかと議論したい．

用の観点から実施されたものであり，2007–2008 年の

ここでの議論を通して，現在，NFR-WG で研究中の，

議論についてもパターンとアーキテクチャの関係につ

レファレンスアーキテクチャを使った NFR とアーキ

いて詳細に議論し尽くされていない．特に，両者につ

テクチャ設計の橋渡しに活かすための課題と展望に関

いて機能/非機能要求や品質，設計，モデリング技法

して示唆を得られれば幸いである．

などが密接に関係するため，それらを軸としたさらな
る議論が必要である．具体的には下記を検討する．

3.1 要素技術および特性

4. お わ り に
本セッションにおける議論の成果は，パターンワー

ポジションペーパ発表に基づくアーキテクチャとパ

キンググループの Web サイトやソフトウェア工学研

ターンそれぞれの特性や活用技術，周辺技術（例えば

究会を通じて公開し，さらなる議論へと繋げていく予

モデリング，要求工学など）との関係を議論したい．

定である．今後，さらなる議論，研究および実践を通

3.2 アーキテクチャとパターンに関するモデリン

して，得られた知見が検証され，ソフトウェア開発活

グ実験
アーキテクチャとパターンそれぞれの特性や，例え
ばコンポーネントやリファクタリングなどの周辺技術
との関係をモデリングしたい．モデリングを通じて，
これまで継続的に議論してきた内容の再整理を行い，
成果と課題を共有することで，当該分野における今後
の研究方向性を討論したい．
本セッションの限られた時間内でモデリングを遂行
するために，これまでの議論内容や各発表ポジション
ペーパの内容に加えて，既存のリファレンスモデルを材
料にして考えたい．リファレンスモデルとしては，アー
キテクチャに関してその特性を表現した IEEE1471-

200010) の概念モデル，パターンに関してはデザイン
パターンとリファクタリングの関係を中心にそれらの
特性を表現した文献11) のオントロジーなどを想定し
ている．

3.3 アーキテクチャの設計と評価の実験
アーキテクチャの設計および評価にあたり，課せら
れた品質要求に基づいて既知のアーキテクチャパター
ンやアーキテクチャスタイルを参照あるいは識別し，
設計・評価に活用することが多い（例えば CMU/SEI
の ADD や ATAM12) ）．そこで，具体的なアーキテ
クチャレビューあるいは設計の実験を交えて，アーキ
テクチャ設計・評価におけるパターンの役割や有効性，
今後の技術展望を議論したい．

動および組織活動一般においてアーキテクチャおよび
パターン技術が活用されることを期待する．
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