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1. は じ め に

ソフトウェア設計プロセスに対する
質的研究の技法の提案

あらゆる製品に高度な IT 技術が組み込まれるようになり，ソフトウェアが企業の事業趨
勢を決定する時代となっている．ソフトウェア開発においても，激しい企業競争の中でつね
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に 1 段高い，品質・納期・コスト目標の達成を求められ，開発現場では技術革新と絶え間な
い改善が必要な状況にある．

ソ フ ト ウェア 設 計 プ ロ セ ス を 対 象 と す る 質 的 研 究 の 技 法 Problem-ProductKnowledge（PPK）法を提案する．PPK 法は，記録法と分析法からなる．記録法は，
実設計プロセスを問題解決作業の連鎖ととらえ，問題，成果物，および知識の 3 つの
情報を抽出し記録としてまとめる手順を提供する．分析法は，実設計プロセスの記述
の枠組みを用いて，記録に基づき実設計プロセスを記述・分析することを支援する．分
析の支援として，概念の類型化，作業の構造化，ならびに，問題解決，時間順序，作
業–知識，および作業–成果物の 4 つのビューを提供する．適用実験を実施し，PPK
法が，設定した研究課題に対して質的研究のデータ収集から理論構築までを効果的に
支援していることを示した．

実証的ソフトウェア工学は，ソフトウェア開発に関するプロセスやプロダクトのデータを
収集，分析し，改善を行う研究・実践のアプローチである1),2) ．実証的ソフトウェア工学で
は，ソフトウェア開発で起こっている事象とそれらの間の関係（以下，開発現象と呼ぶ）の
様々な側面をとらえ，その特徴を数値化し分析する研究法が採用されることが多い3),4) ．こ
のように現象の特徴量を数値化し分析するアプローチは，量的研究法と呼ばれる5),6) ．
量的研究法は，開発現象の優劣の評価や事象間の相関関係の評価に向く．しかし開発現象
を引き起こすメカニズムやプロセスを分析することには不向きである．たとえば，ある設計
技法が品質向上に有効であると結論付けることはできるが，どのようにそのような結果を生
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This paper proposes a technique for the qualitative research methodology on
software design processes, called Problem-Product-Knowledge (PPK) method,
which consists of a recording method and an analysis method. The recording
method provides a procedure for recording an actual design process as a chain
of problem solving activities, and extracting three types of data, i.e., problems,
products and knowledge, from the process. The analysis method provides the
PPK model, which is a framework to describe processes from the recorded data
as a hierarchically organized network of activities and the three types of information nodes, and helps analyze the described process using techniques for
categorizing concepts and organizing activities, and four views: problem solving, time ordering, activity-knowledge, and activity-product. An experiment
to apply the PPK method to an actual design process has been conducted to
show that the PPK method eﬀectively supports the qualitative research from
data collection to theory construction for a couple of given research questions.
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むに至るのかに答えることは不得手である．量的研究法は，プロセスに関する系統的なデー
タ収集や分析を欠き，事象間の因果・影響関係を見いだしたり証拠づけて説明したりするこ
とができないからである．
現象を引き起こすプロセスの中身を系統的に探究する研究法として，質的研究法がある．
この研究法は，文化人類学，社会心理学，臨床心理学や教育研究で広く利用されているアプ
ローチであり，プロセスのデータの収集・分析および仮説生成の手段，ならびに仮説生成に
関する反証可能な根拠を提供する5),6) ．
我々は，実証的ソフトウェア工学に質的研究法を取り入れることで，開発現象をより深く
理解し有効な仮説の生成が可能となり，仮説検証を主とする量的研究法を補完できると考え
ている．それにより，たとえば，ある技法が期待した品質向上に寄与しない原因を明らかに
し，それを改善する技法を案出することなど，技法適用の経験・知見を，科学的根拠をもっ
て議論できるようになるはずである．
設計プロセスを対象とした質的研究の場合，設計者の思考過程を把握することは重要であ

†1 三菱電機株式会社
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る．なぜなら，設計プロセスは，個人およびチームによる問題解決過程であり18) ，質的研
究を行ううえでこの過程を理解するためには，設計者による意思決定の文脈を知りどのよう
に正当化したのかが追跡可能であることが求められる

5)

からである．

として図示したものである．
各ステップは以下のように記述できる．

(1)

本論文において，我々は，ソフトウェア設計プロセスを対象とした質的研究を効果的に実

研究課題の設定：明らかにしたい現象に関する疑問点を研究課題として設定する．研
究課題の設定は，データ収集の方法をコントロールし，コード化・カテゴリ化・理論

施するための技法として，Problem-Product-Knowledge 法（以下，PPK 法）を提案する．

構築の方向付け・吟味を行う上で重要な意味を持つ．

PPK 法は，記録法と分析法からなる．記録法は，実設計プロセスを問題解決作業の連鎖と

(2)

データ収集：現象（フィールド）のデータ（テキスト情報）を収集する．

とらえ，問題，成果物，および知識の 3 つの情報を抽出し記録としてまとめる手順を提供す

(3)

コード化：データに名称を与えコード化する．

る．分析法は，実設計プロセスの記述の枠組みを用いて，記録に基づき実設計プロセスを

(4)

カテゴリ化：コード化されたデータを類似概念（カテゴリ）へと整理・統合化する．

記述・分析することを支援する．分析の支援として，概念の類型化，作業の構造化，ならび

(5)

理論構築：カテゴリ間の因果・影響関係を見出す．これらの関係を吟味することで，

に，問題解決，時間順序，作業–知識，および作業–成果物の 4 つのビューを提供する．実設
計プロセスを対象とした質的研究に PPK 法を用いることによって，実設計プロセスに関す

現象を支配するパターンや構造の抽出，または現象を説明する仮説の生成を行う．
質的研究法は，データ収集から理論構築までを系統的に行い，データをして理論（概念間

るデータ収集の網羅性を保持しつつ，記録と分析の効果と効率を向上させることができる．

の構造・パターン）を語らしめることにより，その理論が持つ信憑性を増大させ反証可能性

本論文では，2 章でソフトウェア設計プロセスを対象にして質的研究法を行うための技法

を担保する5),6) ．質的研究の技法として，グラウンデッド・セオリー・アプローチ GTA 7),8)

の要件を記述し，3 章では要件を満たす技法として PPK 法を提案する．4 章では PPK 法

や KJ 法9) があり，データ収集から理論構築にいたるステップを系統的に支援している．

を実設計プロセスの記録・分析に適用して，設定された研究課題に対する質的研究のデータ

2.2 ソフトウェア設計プロセスを対象とした記録・分析法の要件

収集から理論構築までを実施する実験の結果を記述する．5 章では 4 章の実験結果からの結

ソフトウェア設計を対象にした従来の質的研究18),20) は，実設計プロセスの特性を仮定し

論，および関連する従来研究と本研究の位置付けを示す．

2. 質的研究のソフトウェア設計プロセスへの適用要件

ない方法で実施している．この場合，研究者は，質的研究を進めるうえで，効果的な技法の

1 実設計プロセスから正確か
支援を受けることができない．ここで，効果的であるとは，
2 分析を効率的に行い，
3 有用な仮説を作りだせる，ことである．
つ有用な情報を抽出し，

2.1 質的研究法とは

効果的な技法の支援がない場合，質的研究は，作業コストと研究結果の安定性の面で制約を

質的研究法は，フィールド調査を主とする文化人類学，社会心理学，臨床心理学や教育研

受けることになり，たとえば設計技法の適用と評価改善を繰り返すような目的に適用するこ

究の場で広く利用されている研究方法である．質的研究法は，図 1 に示す基本的ステップ
5)

からなる．図 1 は，関口

および西条

6)

が示す質的研究法の手順を，我々が基本ステップ

とは困難となる．
我々は，ソフトウェア設計を対象にした質的研究を，設計プロセスの特性を利用すること
で，研究者が効果的に実施できるための技法を提供することを狙いとした．以下に，そうし
た技法が満たすべき要件を示す．

(1)

データ収集要件：

（ア） 記録は分析に必要不可欠な情報を含むこと．特に，ソフトウェア設計は，問題解
決プロセスである16) とともに，設計成果物作成プロセスでもあるので，以下の 2

図 1 質的研究法の基本ステップ
Fig. 1 Basic steps of qualitative research methodology.
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点からデータ収集を実施できることが重要である．

1 問題解決の思考の流れをトレースできること

2 作業の入出力情報を把握できること
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（イ） 設計者の思考過程をなるべく妨げないこと．これは実設計プロセスの記録に悪影
響を与えないためである．

(2)

を行うための技法と位置付け，質的研究法との対応付けを行いつつ文献 10) で示した記録・
分析の方法を再定義している．

3.1 記 録 法

コード化要件：

（ア） テキスト情報を抽出しプロセス記述を作成する作業を効率的にできること．
（イ） 既定の分類をなるべく組み込まないこと．これは概念を創出する自由度を下げな
いためである5),6),9) ．

PPK 法における記録法は，分析法で必要とされるテキストデータ（問題，成果物，知識，
作業知識など）を，実設計プロセスから収集するための技法である．
提案する記録法は，2.2 節 ( 1 )「データ収集要件」（ア）を満たすように，設計を問題解

(3)

カテゴリ化要件：プロセス記述を抽象化するための手段を提供すること．

決プロセスとしてとらえ，設計者が意識レベルで小問題を設定し解決していく作業（問題解

(4)

理論構築要件：種々の観点からプロセス記述を見る支援が提供されていること．これ

決作業と呼ぶ）を単位として記録を実施する．記録法は，設計者自身によってその思考過程

はプロセス記述中の概念間の関係から仮説を構成するパターンを見つけやすくするた

を直接テキストデータとして記録する部分と，分析者がインタビューによりその記録を補

めである．

充する部分の 2 段階から構成される．その 2 段階について，3.1.1 および 3.1.2 項で記述し，

3. 設計プロセスの記録・分析法の提案
提案する PPK 法は，2.2 節に示した要件を満足するように設計した質的研究の技法であ

3.1.3 項では提案する記録法を用いた記録例を示す．
3.1.1 設計者による記録
設計者は，図 3 の手順に従って記録をとっていく．この記録法では，時間情報と，PPK

る．図 2 に示すように記録法と分析法の 2 つの部分からなる．記録法はデータ収集，分析

法の分析で必要となる 3 つの種類のデータ，問題（a，a’），設計生産物（b，b’）および知

法がコード化・カテゴリ化・理論構築のステップを支援する．

識（c，c’）の記録がなされる．表 1 に 3 種類の情報を整理して示す．

3.1 節に記録法，3.2 節に分析法をそれぞれ記述し，2.2 節の要件が PPK 法においてどの
ように実装されているのかを示していく．
筆者らは文献 10) においてすでに PPK 法を，熟練設計者のプロセスの記録から設計手法
を抽出する手順として記述している．本章では PPK 法を，設計プロセスに関する質的研究

3.1.2 インタビューによる記録の補充
分析者はインタビューによって記録を補充する．図 4 にインタビュー手順を示す．

3.1.3 記 録 例
図 5 に，実際に 3.1.1 項の手順で設計者が記録し 3.1.2 項の手順で分析者がインタビュー
した結果を示す．図 5 において，左側は設計者自身による記録，右側はインタビューによ

図 2 PPK 法の構成要素と質的研究法に対する支援
Fig. 2 Components of PPK method and their supporting steps in qualitative research methodology.
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図 3 設計者による記録の手順
Fig. 3 Recording procedure for designers.
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表 1 PPK 法における情報種別と記述
Table 1 Categories of information and their definitions in PPK method.

図 6 PPK モデル
Fig. 6 PPK model.

り補充した情報である．
設計者による記録は，図 3 の記録手順を指示として与える以外には，特に制約は置いて
いない．これは 2.2 節 ( 1 )「データ収集要件」（イ）を満足し，設計者の思考過程を妨げな
いためである．分析者は，設計者の記録に基づき，作業を理解するのに必要な情報を後から
図 4 分析者によるインタビューの手順
Fig. 4 Interviewing procedure for analysts.

インタビューで補う．
たとえば，図 5 左の記録は，入力問題や入力知識が記録されていない．分析者は作業が
理解できるようにこれらの情報を 3.1.2 項のインタビューにより聞き補充している．

3.2 分 析 法
本節では PPK 法における分析法を記述する．3.2.1 項で実プロセス記述を行うための記
述の枠組み，3.2.2 項でその枠組みを使った記述・分析の方法を示す．

3.2.1 記述の枠組み
3.1 節の手順に従い記録とインタビューを行うと，記録の中に，問題，設計生産物，およ
び知識の 3 種類の情報を得ることができる．

PPK 法では，実設計プロセスを記述する枠組みとして，図 6 に示すような，「問題解決
作業」（以後「作業」とする）が 3 つの情報を入出力するネットワーク図を採用している．
この実設計プロセスを記述する枠組みを PPK モデルと呼ぶ．ある作業の出力は他の作業の
入力となるため，PPK 法では実設計プロセスを 3 つの情報でつながった作業の連鎖として
記述することになる．以下，PPK 法で記述された実設計プロセスを PPK 記述と呼ぶこと
図 5 設計記録とインタビュー結果（左：記録/右：インタビュー結果）
Fig. 5 A result of recording and interviewing (recording on the left/interviewing on the right).

とする．

3.2.2 記述・分析の方法
記録法で得た記録から，コード化，カテゴリ化，理論構築を進める方法，および PPK 法
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ることは，なるべく避ける必要がある5),6),9) ．PPK 法において「知識」の分類をあらかじ
め用意して初期のデータ仕分けに利用しないのはそのためである（2.2 節 ( 2 )「コード化要
件」（イ）の満足）．

(2) カテゴリ化：意味的にまとめる

1 概念の類型化：分析者は，コード化された「作業」「問題」「成果物」「知識」から，仮
説生成のための重要な概念を抽出するため，カテゴリを作り分類する．PPK 記述は，
視覚的に作業の入出力を把握できるので，
「問題」
「成果物」
「知識」の各情報が「作業」
からどのように利用され生成されるかをパターンとして見つけやすい．このことはカテ
Fig. 7

図 7 図 5 の記録から作成した PPK 記述例
A PPK description made of the record in Fig. 5.

ゴリ化のための重要な視点を提供する．

2 作業の構造化：PPK モデルは，記述のボトムアップな構造化を許す記法である．記録
からネットワーク図を興したままの状態では，プロセスの大きな流れがつかみにくい．

による支援を記述する．

(1) コード化：適切な名前をつける

PPK 記述では，複数の作業と 3 種類の情報を（角の丸い矩形で）囲んで，より大きな

記録から「問題」のテキストと「成果物」名を抽出した後，「問題解決作業」に適切な名
称をつける．記録中に残ったその他の重要な概念を「知識」として抽出する．
コード化で一番注意を要するのは，作業と成果物に適切で短い名前を付けることと，問
題と知識を簡潔にまとめることである．提案する分析法では，2.2 節 ( 2 )「コード化要件」

作業にまとめることが可能である（図 9 の PPK 記述に構造化された作業の例を見る
ことができる）（2.2 節 ( 3 )「カテゴリ化要件」の満足）．作業の構造化によって，実設
計プロセスのマクロな流れを理解しやすくなる．作業をうまく構造化できる部分を見つ
けるには次の点に注意する必要がある．

（ア）を満たすために，川喜田9) による作業を理解するための枠組みを，ガイドとして用い

・簡潔な作業名で意味的にまとめることができる

る．この枠組みは，人の作業を行動の型，状況，主体，対象，手段，方法，目的，結果から

・多くの成果物と知識を内部に隠すことができる

理解しようとする．これらは PPK モデルとは次のような対応関係を持つ．

・入出力の問題と成果物と知識を少なくできる

行動の型

→ 作業

(3) 理論構築：4 つのビューを使ってパターンを見つける（2.2 節 ( 4 )「理論構築要件」の

主体

→ なし（記録をした人：設計者）

満足）

対象

→ 入出力成果物


1 問題解決のビュー：PPK モデルで記述された設計プロセスは，問題解決の流れを表現

目的

→ 入力問題

結果

→ 出力問題，出力知識

する．これにより，設計者の思考プロセスを追うことができる．

2 時間順序のビュー：PPK 記述を，記録された時間を使って，時間軸上へ射影すること

状況・手段方法 → 入力知識

PPK 記述の中でこれらを適切に表現していくことが，設計作業の理解と分析を進めてい
くうえで重要となる．図 7 は，図 5 の記録結果に基づき作成した PPK 記述の例である．
図 5 からテキスト情報を抽出し，入力問題，出力成果物名および作業名を決めている．

で，作業の順序関係や作業にかけた時間を把握できる．

3 作業–知識のビュー：PPK 記述の作業に対する入出力知識を見ることで，作業で利用
される知識と獲得された知識，知識による作業間の依存関係を把握できる．

4 作業–成果物のビュー：PPK 記述に対して，「問題」および「知識」（および関連する

コード化において「知識」は，設計作業における問題および成果物以外の要素を表現する

リンク情報）を削除することで，「作業」と「成果物」の入出力関係のみを抽出するこ

ものとした．質的研究では，概念・カテゴリを作りだす際，発想の自由度を確保することが

とができる．このビューは，実設計プロセスをある設計成果物からある設計成果物を作

重要であり，そのためには，あらかじめ決められたカテゴリに，機械的にデータをあてはめ

り出す作業の連鎖と見るものである．一般に，組織作業標準や設計技法の記述方法とし
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て用いられることが多い．このビューを使うことで，PPK 記述を設計作業標準や設計
技法のステップと対応付ける差異を見出すことが可能であり，逆に，我々が10),11) の中
で行ったように，熟練技術者の実設計プロセスから作成した PPK 記述から組織作業標
準や設計技法を抽出することもできる．

4. 適 用 実 験
4.1 実験の目的
図 8 適用実験に用いた問題
Fig. 8 Problem used in the experiment of applying PPK method.

設定した研究課題に対してデータ収集から理論構築までを行う一連の質的研究活動に対
して，PPK 法を適用する実験を行った．本実験の目的は，PPK 法が 2.2 節の記録・分析法
の要件を満たし，質的研究活動を効果的に支援できるかどうかを評価することである．
本適用実験は，質的研究法の基本ステップ（図 1）を実施する．記録と初期分析（データ
収集，コード化，およびカテゴリ化）については文献 13) ですでに実施したものを用いて
いるが，本論文では研究課題の設定を明確に定義し，その研究課題に対応する理論構築を改

・Shell および C のプログラミング歴 4 年
・JSP 法を勉強中（解説書を読んだが実際の問題を解いたことはない）

(3) 分析者の経験
・ソフトウェア開発経験 6 年，プロセスモデルの研究に従事

めて実施し直している．

4.2 設定する研究課題

・ソフトウェア工学全般の基礎知識，JSP 法の考え方と手順的な知識を保持

質的研究として設定する研究課題を以下とした．

1 設計技法を適用する際，設計作業はどのように進行するのか．

2 設計知識はどのように獲得されどのように利用されているのか．

4.3 記録と分析の実施条件

4.4 PPK 法によるプロセス記録および記述の結果
(1) 設計者による設計
（ア）記録：A4 の紙 24 ページ
（イ）プログラム：shell スクリプト 100 行＋ C プログラム 573 行

(1) 設計技法と問題記述

（ウ）所要時間：設計約 16 時間，インタビュー 3 時間

適用する設計技法として Jackson Structured Programming method（JSP 法）12) を選

(2) 分析者による設計プロセスの分析

択した．ここで，JSP 法は，プログラム設計におけるモジュール分割の一技法である．プロ

（ア）記述：A4 の紙 3 ページ（図 9 は最初のページ，全ページ記述は文献 13) 参照）

グラムの仕様である入力データの構造と出力データの構造を，基本，連続，繰返し，選択の

（イ）PPK 記述（初期バージョン）作成に要した時間：2 日間

4 つの図式で記述し，2 つの構造の対応関係からプログラムの構造を決める手順を提供して
いる．

4.5 実設計プロセスと JSP 法の対比
1 に対する仮説生成を行うため，PPK 記述の中で JSP 法以外の部分に注目し，
研究課題

設計者に与える問題は文献 12) から図 8 に示すものを用いた．

作業の流れおよび作業のカテゴリの面から分析を進めた．4.5.1 項および 4.5.2 項にその結

図 8 の問題は，再帰的処理を含んでおり単純に JSP 法を適用しても解けない複雑さを持っ

果を示す．

ている．設計者には，事前に，設計技法として JSP 法を用いること，作業はコーディング

4.5.1 作業の流れに関する分析

まで実施すること，図 3 の手順に従い記録をとることを指示した．

2 の「作業の構造化」により作業を意味的にまとめ，
図 10 は，PPK 記述を 3.2.2 項 (2)
4 「作業–成果物のビュー」により記述から「問題」を削除し，3.2.2 項 (3)
2
3.2.2 項 (3)

(2) 設計者の経験
・ソフトウェア開発経験（構造化設計手法の開発での活用を含む）10 年
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図 10 PPK 記述を JSP 法ステップの対比（作業–成果物および時間順序のビュー）
Fig. 10 Comparison of the PPK description with JSP steps (activity-product view and sorted-intime view).

図 9 PPK 法による実設計プロセスの記述例
Fig. 9 A PPK description of an actual design process.

ているが，S1→S2 と S4→S5 の 2 カ所で手戻りが生じている．このうち，前者は JSP 法
に記述のある手戻りである．すなわち，「（ステップ 2）入力データの対応がとれないなら，
（ステップ 0）構造の不一致を回避せよ」に相当する．

との対応関係を示している．S1〜S8 は，JSP 法のステップに対応させた PPK 記述のステッ

プ 3→ ステップ 0 に相当するが，これに対する手戻りの起きる条件および戻り先に関する

プ番号である．
図 10 において，実設計プロセスは，JSP 法の基本ステップと比較的良い対応関係を持っ

情報処理学会論文誌

これに対して，S4→S5 で生じている手戻りは事情が異なる．この段階は，JSP 法のステッ
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で完成しているはずのシステムネットワーク図（SND）が不完全であったことにこの時点
で気が付いたためである．設計者自身がインタビューで述べたところによると，SND の書

表 2 JSP 法で指定されていない作業
Table 2 Activities that are not stated in JSP method.

き方に慣れていなかったことが原因である．

1 に対応して仮説 1 を生成した．
これらの分析を経て，研究課題
【仮説 1】設計技法がガイドしていない部分で手戻りが起きる場合がある．特に，設計技法
に慣れていない設計者は，成果物の完成度が低いことに気付いた時点から手戻りする場合が
ある．

4.5.2 設計技法以外の作業の分析
PPK 記述でコード化されている「作業」を，JSP 法に指定された作業とそうでないもの
に分類した．結果として，JSP 法が指定する作業が 70 個，そうでない作業が 39 個であり，
約 1/3 が JSP 法で指定されていない作業であった．39 個の JSP 法で指定されていない作
業のうち，階層化されていない最下位層の作業は 27 個となる．表 2 は，その 27 個に対し
て同じコードを持つ作業をまとめたものである．

1 「概念の類型化」により，表 3 に示す 4 つのカテ
表 2 に現れた「作業」を 3.2.2 項 (2)
1 「問題解決のビュー」により，各カテゴリが実プロセ
ゴリに分類したうえで，3.2.2 項 (3)
スにどのような影響を与えているかを分析した．以下にその結果を示す．

(1) 仕様決定
出題された問題は，実装までを考慮するとプログラム仕様に関して明確にしておかなけ
ればならない部分が多く残っている．これらを解決する目的で，「仕様を決定する」作業が

S2〜S7 の割合広い範囲にわたって 10 回現れている．作業の出現の仕方には，その緊急度
に応じて，割込み的にされるものと作業の区切りまで待って実施されるものがあった．

(2) テスト設計

• JSP 法で曖昧な順序の決定：実プロセスの S4 は JSP ステップ 1〜3 に相当する部分に
おいて，設計すべき項目が 5 つあってその作成順序を決めている．JSP 法にはこの順

設計者は，プログラムの入出力仕様の正しさとテスト可能性を検証することを目的とし
て，ある部分を設計した直後にその部分を対象としたテスト仕様を作成していた．

(3) 戦略決定

序決定のためのガイドはない．設計者は，自分のノウハウ「難しい順に作成する」に従
い順番を決定している．

(4) 目的達成のための具体的な活動

このカテゴリの作業では，その時点での設計状態を考慮して，より効率的な手順・解き方

このカテゴリの作業は，より大きな作業目的の達成のために，具体的な作業群に展開して

を動的に生成している．たとえば，「手順を決定する」は実プロセスの中では 4 カ所で生じ

実施している．たとえば，「複写する・修正する」は，「P7 の設計」の具体的作業として現

ており，以後の作業は生成された手順に従って実施されている．内容的には，次の 2 つの場

れている．P1 の設計内容に似ているという判断から，その設計成果物を複写・修正するこ

合があった．

とで作業目的を達成している．

• 作業の整理：JSP 法ステップ 0 が一段落しステップ 1 への準備に入った段階で，やり
残しと手順前後が不安になり，やるべきことを整理している．
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表 3 JSP 法で指定されていない作業（カテゴリ化後）
Table 3 Activities that are not stated in JSP method (after categorization).

表 4 PPK 記述に現れた知識
Table 4 Knowledge that appears in the PPK description.

• 仕様決定およびテスト設計，ならびに作業の効率性を考える戦略決定は，設計プロセス
のいたるところに現れる．

• 同一の作業目的を持った設計作業であっても，効率性を考慮して異なる作業形態を選択
する場合がある．

4.6 設計知識に関する分析
2 「設計知識はどのように獲得されどのように利用されているか」につい
次に，研究課題
1 「概念の類型化」によ
て考察する．PPK 記述に現れた 50 個の「知識」を，3.2.2 項 (2)
り，作業との入出力関係および意味から分類した結果を表 4 に示す．

(1) 戦略ルール
• 戦略ルールは「〜である場合（適用条件）· · · · · · した方がよい（とるべき行動）」とい
う形式である．設計者が明確に意識していないため記録されにくい．今回の実験では，
分析者がそのすべてをインタビューにより補充している．

• 作業の入力側の戦略ルール（利用知識）は，図 11 に示すように，表 3 のカテゴリ「戦
略決定」に属する作業で以後の作業の手順を生成するパターンとして記述中に現れて
いる．

• 作業の出力側の戦略ルール（獲得知識）は，適用条件およびとるべき行動がともに具体
的な記述となっているのに対して，利用知識は簡便な表現となっている．獲得された戦
略ルールは，複数の同種の経験を経て，設計者の頭の中で抽象化されたパターンとして
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(5) 確認事項
• 確認事項は，作業終了時に作業内容または作業成果をレビューした結果である．作業に
区切りをつける設計者のコメントとして記録される．

• 作業の出力側に出現し，他の作業から直接利用されないパターンとして記述中に現れる．
• 検証内容は，作業成果物を検証した結果である．プログラム設計以降はすべての作業で
Fig. 11

図 11 戦略ルールの使用（作業–知識のビュー）
A pattern of using strategic rules (activity-knowledge view).

成果物の確認作業を実施しており，結果として後戻りのない効率的な作業形態が実現で
きている．熟練作業者が行う有効な作業パターンの 1 つと考える．

• 作業成果は，作業が一段落ついたときに現時点での設計の進捗状況や達成できた成果で
ある．作業成果は，直前の作業だけではなく一連の作業を総括し，別の問題の解決に移
る契機となっている場合が多い．
図 12 解法パターンの発見と使用（作業–知識のビュー）
Fig. 12 A pattern of finding and using problem-solving patterns (activity-knowledge view).

(6) 決定事項
• 作業において決めたことであり，仕様と手順が含まれる．
• 作業の出力側に現れ，他の作業の入力となる場合が多い．

記憶され利用されていると推測する．

• 仕様は本来成果物に記述すべき内容であり，設計者がメモに残した情報である．
• 手順は通常文書化されない内容だが，将来の作業順序を決める重要な情報である．

(2) 解法パターン
• 解法パターンは，問題の解き方に関するアイデアである．図 12 に示すように，問題を
吟味・検討する作業で発見され，問題解決作業に利用されるパターンとして記述中に現

(1)–(4) は「なぜそうしたのか」，(5)，(6) は「その結果どうなったのか」を説明する．(1)，
(2) は獲得・利用される知識であり，次の情報からなる．
適用条件：どんな場面で適用できるのか

れている．

• 表現法の違いから，解法パターンを問題の性質と解法ヒントに分類した．
◦ 「問題の性質」は解法を特定するための問題の性質である．技法あるいは類似経験な
どの明示的な解法知識を意識しており，その適用が可能かどうかを確かめている．

◦ 「解法ヒント」は解法そのものの発見である．問題の性質に関する言及はないが意識
下で問題の性質を判断し解法のパターンをあてはめているものと推測する．

とるべき行動：どのように行動すればよいのか

2 に対応して仮説 3，4 を生成した．
これらの分析を経て，研究課題
「解法
【仮説 3】問題と成果物以外に設計作業の流れを決める情報要素として「戦略ツール」
パターン」「技法ステップ」「確認事項」「決定事項」がある．
【仮説 4】設計作業で獲得・利用される知識には，戦略ルールと解法パターンがある．

• 戦略ルールは，手順を作り出すルールを与える．作業において獲得されたルールは，抽

(3) 技法ステップ
• 明示的な技法の知識であり，基本ステップ，生産物の形式と書き方，例題を含む．設計
者は JSP 解説書12) を参照しつつ作業を実施している．

象化・一般化されて記憶される．経験的に獲得したルールは，利用時にその適用条件が
頭の中で吟味され設計者には意識されない場合が多い．

• 解法パターンは，解法が適用可能となる問題の性質を見いだし解法を特定する知識を与

(4) 専門スキル
• 設計者が意識せずに利用している作業知識である．今回の実験では PPK 記述中でイン

える．解法パターンが技法の与える解法や直前の類似問題解決の経験である場合には，

タビューにより補充した「shell プログラミング知識」だけがあがっている．さらなる

設計者は問題の性質の吟味を意識的に実施している．経験的に獲得した解法パターン

分析を行うなら，作業を「なぜ」「どのように」を繰り返して探究する必要がある．結

は，利用時にその適用条件が設計者の頭の中で吟味され意識されない場合が多い．

局 (1)〜(3) の知識に分解されると考える．
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(2) 考察

5. 実験結果からの PPK 法の評価
実験結果からソフトウェア設計プロセスの質的研究に PPK 法を適用した効果を評価する．

• PPK 記述が問題解決の流れで十分な網羅性を持つことから，PPK 記録法が「( 1 ) デー
1 問題の思考の流れをトレースできること」を満足したと考える．
タ収集要件（ア）

5.1 記録・分析法の要件に対する評価

PPK 記録法が，設計者の問題解決作業そのものを記録し，後に分析者がその過程を理

2.2 節のソフトウェア設計プロセスを対象とした記録・分析法の要件が満たされているこ

解すべくインタビューにより欠落した作業間のつながりを補う方法を採用しているため

とを確認する．表 5 に，当該要件と評価・検証の基準を示す．

5.1.1 記述の網羅性に関する評価（表 5 の E1 に対応）
(1) 結果と結論

と考察する．

• PPK 記述が成果物の参照および生成の流れで十分な網羅性を持つこと，一方で設計結
果に対する設計根拠に関する情報が網羅的でないことから，PPK 記録法が「( 1 ) デー

以下は，表 5 の E1 に対応した 3 つの観点からみた，被験者による理解できない指摘数

2 作業の入出力情報を把握できること」について成果物生成過程の把
タ収集要件（ア）
握については満足したが，設計根拠の把握については不満足であると考える．指摘 5 件

である．


1 観点 1 問題解決の流れ：
指摘数 0

2 観点 2 成果物の参照および生成の流れ：指摘数 0

はすべて，設計結果は分析者の理解を記述しているが被験者はそれを理解できないケー


3 観点 3 設計結果に対する設計根拠：

つ背景知識の違いがこのギャップを生じる原因であると考察する．

指摘数 5

スであった．一般に設計根拠を完全な形で記述することは難しく，分析者と被験者の持

上記の結果より，観点 1 問題解決の流れ，観点 2 成果物の参照および生成の流れについ

• 設計者が作業で獲得した知識の網羅性については理解性により判定する方法は利用でき

ては十分な情報を含んでいる，観点 3 設計結果の設計根拠は十分な情報を含んでいないと

ず評価してない．しかし，この点について設計者の記録漏れを分析者が検知できる可能
性は低いと考えられるので，網羅性は十分でないと推定される．

判断する．

5.1.2 設計の思考過程への悪影響に関する評価（表 5 の E2 に対応）
表 5 記録・分析法の要件に対する評価・検証の基準
Table 5 Evaluation criteria for the requirements for recording and analyzing methods.

(1) 結果と結論

1 被験者の査定結果「思考過程を妨げられたか」：No
上記の結果より「データ収集要件（イ）設計者の思考をなるべく妨げないこと」は満足し
たと判断する．

(2) 考察
• 被験者の実験後のヒアリングでは，記録手順にはストレスはなく，逆に設計を整然と行
うことができ作業効率が良かったとの意見であった．図 3 における (1) 問題の記録およ
び (3) 作業の振り返りは，作業目的の明確化と達成確認に役立ち，それ以外，すなわち

(2) の問題解決中での記録に強い制約を設けなかったことで，思考の妨げにならなかっ
たこと，による効果と考える．

5.1.3 分析の作業効率に関する評価（表 5 の E3 に対応）
(1) 結果と結論

1 PPK 記述の作成時間：16 時間
16 時間は設計者による設計時間と同じである．録音・録画装置を使って記録する場合に
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表 6 実験結果のサマリ
Table 6 Summary of the result of the experiment.

は，その分析時間は一般に設計作業時間の数倍の時間を要する．したがって PPK 法のコー
ド化作業の作業効率は高いと判断する．「( 2 ) コード化要件（ア）テキスト情報を抽出しプ
ロセス記述を作成する作業を効率的にできること」を満足したと考える．
ここで，設計作業時間の数倍の作業時間を要するものと推定したのは，録音・録画装置を
使った場合は，録音・録画データをすべて再生し注意深くテキストに落としたうえで，そこ
から重要な概念を抽出してコード化する作業を要するからである19) ．

(2) 考察
• 提案する分析法が，PPK 記述を効率良く作成できる理由は以下と考える．
◦ PPK 記録法が，テキストデータを「問題」，「成果物」，およびそれ以外に考えたこ
ととして「知識」を分離して記録するため，これらのテキスト化は比較的機械的な
作業となる．

◦ 分析法が，問題解決過程と成果物参照および生成過程を説明する記述を作るという目
的で一貫していること，また系統的な作業の組織化手順を与えているため目的–手

4.6 節についても同様である．PPK 法が提供する分析手段を使うことで，4 つの仮説生成が

段で作業を階層化していくのが容易であることが，分析の効率の高さにつながって

支援できていることが分かる．

5.2.2 分析結果の有効性

いると推測する．

◦ 実験において，設計 16 時間およびインタビュー 3 時間に及ぶ実設計プロセス全体

次に，PPK 分析法の有効性を，生成された仮説の有効性により定性的に評価する．仮説

の記録に対して，PPK 記述は A4 で 3 枚分の記述にとどまる．PPK 記述が設計プ

の有効性は，現実の問題への活用可能性により評価されるべきである．想定される活用例を

ロセスを簡潔に表現できていることが，記述の作成時間の短縮につながっているの

示し，この点から評価する．

1 設計技法を適用する際，作業はどのように進んでいくのかという研究課題に対して，仮説

ではないかと推測する．

• 分析の作業効率が高いと，質的研究を低コスト・短いサイクルで繰り返し実施できるよ

1 と仮説 2 が生成され，設計技法の指定外の手戻りおよび作業があり，その種別とメカニ

うになる．このことは，たとえば設計技法の導入・普及など継続的に取り組むべきプロ

ズムが明確になった．これによって，たとえば設計技法を支援するプロセス支援環境を構

セス改善を目的とした研究の場合，有利である．

築する際に，設計技法が指定するもの以外に，以下の活動を支援する必要があることが分

5.2 分析の有効性に関する評価

かる．

5.2.1 分析手段の有効性

• 作業品質が確保できていないために起きる手戻り作業

PPK 分析法の有効性を，適用実験における PPK 法が提供する分析手段の利用のされ方

• 仕様決定，テスト設計，戦略決定などの作業
• 設計技法を一から実施するのではなく，過去の解決の再利用（検索，複写・修正

から定性的に評価する．

4 章の適用実験では，分析者は 2 つの研究課題に対して 4 つの仮説を生成した．表 6 に，
研究課題に対して実施した分析，生成した仮説，その際使用した PPK 法が提供する分析手

など）

2 設計知識はどのように獲得され利用されているかという研究課題に対して，仮説 3 と仮

段を示す．表 6 において，「4.5.1 項作業の流れに関する分析」に関しては，PPK 法が提供

説 4 が生成され，6 つの知識分類とそれらの獲得・利用のされ方が明確になった．これに

する作業の構造化，作業–成果物のビュー，および時間順序のビューを利用して，設計技法

よって，たとえば，仮説 3 より，設計支援環境を構築する場合，成果物以外に参照する情

と実プロセスの差異の分析を実施した．これにより仮説 1 を導くことができた．4.5.2 項，

報として，戦略ツール，解法パターン，および技法ステップがあり，設計根拠として保存
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すべき情報として確認事項および決定事項があることが分かる．また，仮説 4 より，設計

5.4 適用範囲と限界

知識の蓄積・再利用を支援する場合，戦略ルールと解法パターンを対象とすること，新た

PPK 法は，ソフトウェア設計プロセスを適用範囲と位置付けている．ソフトウェア設計

に獲得された知識を蓄積・再利用する場合，汎化のプロセスが必要であることが分かる．

プロセスに問題解決と成果物作成の 2 面があるという特性を，PPK 法が積極的に利用して

活用例を示すことにより，生成した仮説が有効であることを示した．仮説が有効か否か

いるためである．したがって，システム設計やハードウェア設計も含めた設計プロセス一

は，あくまでも分析者の研究課題の立て方と分析の能力に依存するが，有効な仮説を導くう

般，あるいは要求分析プロセスにおいても，この特性を持つプロセスなら適用可能であると

えで分析手段の有効性も必要条件であり，間接的に PPK 法の分析手段の有効性を示すもの

考える．
チームによる設計への適用については，個人とチームの両者の問題解決作業が並存するも

と考える．

5.3 実験結果に対する留意点

のとして扱えば，記述上作業の主体を明確にする点を除けば，同様に適用可能であると考

(1) 実験のデザインに関して

える．

適用実験により導いた結論は，ケーススタディによる技法の効果の報告にとどまる．その
ため，実験のデザイン上，以下の留意点があることを示す．
（ア） 今回は 1 つの場面で 2 つの研究課題を設定し分析を実施したが，質的研究に関わる研
究課題は無限に存在する．本技法がそのどれだけの部分に適用可能かは判断できない．

PPK 法では，設計作業の意味を理解し表現するためのデータを選択して収集しているた
め，研究課題がそれ以外の情報を必要とする場合には，それらを補う必要がある．たとえ
ば，設計プロセスに対する改善施策と，生産性・品質との因果関係を見いだしたいなら，成
果物品質，作業品質，作業時間などの定量的な情報，これらのデータに対する評価，設計者

（イ） 分析結果の分析者の能力レベルに対するバラツキを考慮できていない．特に今回は

自身の意見などを付加する必要がある．これらは，作業および成果物の属性として記述に含

比較的分析能力の高い人間が実施しており，低い人間が適用した場合に想定する効果を

めることができるので，PPK 法が提供する組織化・4 つのビューによる分析手段は依然利

あげることが可能かどうかは明確ではない．

用可能であり，仮説生成を支援すると考える．

（ウ） チームや大規模開発組織による設計プロセスへの適用ではない．そのためその状況
での適用に有用であるかどうかは評価できない．

(2) 分析者に必要とされる前提知識と研究の質に関して
提案技法が支援するのは研究のやり方である．本技法の適用によって，研究から出てくる
結果が異なること，つまり仮説のバラエティが豊かになることは望ましいことである．

6. 関連研究と本研究の位置付け
6.1 質的研究法の記録の技法
質的研究法の記録の技法としては，記録のタイミングの違いで思考発話法（タスク実施
中の作業者自身による報告）と回顧法（タスク終了後の分析者によるインタビューまたは

しかし，研究の質を確保するためには，分析者がある程度の前提知識・能力を持っている

質問表による調査）に分類される14) ．思考発話法15) は回顧法より豊富な情報を記録するこ

ことが求められることにも留意しなければならない．質的研究の場合，必要とされる前提

とができるが，反面作業者の思考過程へ影響が報告されている14) ．データ収集の手段とし

知識・能力は，研究課題と研究対象に依存している．本適用実験の場合，設計技法の適用時

て，録音・録画装置による記録，設計者のメモ，構造化（あるいは半構造化）されたインタ

の個人の設計プロセスを対象としているため，データ収集，コード化，カテゴリ化，の各ス

ビュー・質問表の作成と回答収集，分析者による観察ノートの作成などがある．

テップで設計技法と組織が前提とする開発手順（作業と成果物の名称と意味すること）をひ
ととおり理解していることが必要となる．
また，質の高いコード化・カテゴリ化を行うために必要とされる能力として，テキスト
データから重要な概念を抽出・集約するための言語能力と抽象化力がある．これは質的研究
を行う際に共通に求められる能力である．

提案する記録法は，タイミングは思考発話法に属し，手段として設計者自身による設計の
メモを用いる．これは，5.1.3 項で示したように，テキスト化の作業時間の効率化を狙った
ためである．
本論文で提案する分析法は独立して利用することも可能である．我々は文献 11) におい
て，作業完了している設計作業を対象に，成果物レビューとインタビューのみで情報を収集
する方法（回顧法）で記録法を置換したうえで分析法を適用している．また，設計者の問題
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解決作業を直接コンピュータ支援するツール21) を使うことで，設計作業の記録を直接電子

6.4 設計プロセスの設計根拠の記述法

化することも可能である．

設計プロセスの設計根拠の記述法は，議論ベース，モデルベース，行為ベースに分類され
る24),25) ．

6.2 質的研究法の分析の技法
質的研究法の分析の技法としては，GTA

7),8)

および KJ 法

9)

がある．これらは対象を特

(1) 議論ベース：論理的思考過程として設計根拠をとらえるアプローチであり，代表的な

定せずテキストデータから理論構築を行う汎用的な技法を提供している．これに対して提

ものは IBIS（Issue-Based Information System）モデルと QOS（Question-Option-

案する分析法は，ソフトウェア設計を対象としており，そのプロセス記述に対する種々の

Criterion）モデルである．

ビューと構造化の手段を提供する．実設計プロセスが，開発活動として成果物作成作業の連

（ア） IBIS モデル17),26) ：議論を構成する 3 種類のノード issue（問題，論点，カテゴ

鎖であるとともに，設計者およびチームレベルの思考過程では問題解決作業の連鎖でもある

リ），position（立場，懸念，主張），argument（賛否など意見）を，7 種類のリン

ため16) ，この両面からトレースできることは大きな利点である．また作業は目的–手段の階

ク 一般化，特殊化，置き換え，提案，疑問，回答，指示，反対意見により関連付

層を持つため，作業の構造化も重要な意味を持つ．

ける．議論の進む方向をリンクの種類で表現する．設計の思考過程に枠をはめるこ

6.3 ソフトウェア開発を対象とした質的研究

とで議論を制御すること，同時に議論の記録を設計根拠として残すことを狙って

Curtis ら

18)

は，大規模システムのソフトウェア設計を対象として，構造化インタビュー

によりデータ収集しヒューリスティックな解釈とまとめを通じて分析を実施することにより，

いる．
（イ） QOS モデル27) ：議論を構成する 3 種類のノード Question（問題），Option（選

チームと組織に関する課題を抽出している．角ら19) は，顧客との要求定義・分析のための

択）
，Criterion（判断基準）を，4 種類のリンク supports，objects-to，assessment，

会議を対象として，顧客との会話を記録し，会話内容を分類，会話遷移を分析することで，

argument により関連付ける．問題と対処可能な選択とその選択決定における判断

効率良い要求抽出方法への仮説を生成している．これらの研究はともに，思考レベルでの設

基準で表現する．設計判断の表現にフォーカスしており，議論の流れは表現してい

計プロセスを対象としたものではない．

ない．

gIBIS

17)

は，設計をチームによる議論の過程ととらえてチームによる問題解決を支援す

るグループウェアツールである．設計支援の副産物として，設計上の意思決定上の過程・根
拠を，設計者間のコミュニケーションの結果として記録することができる．また記録に基づ

(2) モデルベース：設計情報（要求仕様，設計仕様，設計基準・制約）として設計根拠を
とらえるアプローチであり，設計根拠をアウトプットとそれらの間の関係でとらえる．

(3) 行為ベース：設計作業の履歴を設計根拠とするアプローチであり，粒度の小さな設計

き議論の過程の分析を行うことで支援方法の改善を実施している22) ．PPK 法とは異なり，

行為とその時間的なつながりで表現する．行為をボトムアップに意味づけることで，行

実設計プロセスにおける個人の思考過程には踏み込んではいない．また，設計支援を目的と

為の意味を抽出したり記述の構造化を行ったりすることが可能である．

していることから，作業–成果物のビューや作業の組織化など実設計プロセスの分析を行う
ための系統的な手段も提供していない．

PPK の表現は，問題解決作業という単位で設計履歴をとるという意味では行為ベースで
ある．そして，問題解決作業という意味では議論ベースに対応しているが，IBIS のように

Guindon 20) は，ソフトウェア設計を対象に，思考過程を設計作業者に口頭で報告しても

設計の思考過程に枠をはめておらず，QOS のように設計根拠として選択肢と選定の判断だ

らう発話法（verbal protocol analysis）の技法を使って，設計知識の分析を実施している．

けでなくたとえば設計を進める手順的な知識なども含めて「知識」として記述できるように

この研究もまた，実設計プロセスを記述・分析するための系統的な技法を使用していない．

している．また，入出力の成果物の記述法を特定してはいないが，設計情報を記録するとい

論文の 1 つの結論として，問題領域の知識とその領域での思考シミュレーションが，仕様決

う意味ではモデルベースにも対応している．

定や設計確認の作業のトリガとなり，設計に重要な役割を果たしているという仮説を構築し
ている．この仮説は，本論文の仮説 2 を補強・説明している．

6.5 ソフトウェア以外の設計プロセスの分析法
ソフトウェア以外の製品開発プロセスにおいても，設計作業の分析と再利用を目的とし
て，設計プロセスの定式化を行う取り組みが行われている．中沢23) は，設計作業の形式化
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と再利用のため，設計作業を 3 つの設計要素要求（製品に対する条件や制約）と定義（設計
の検討や決定を行う際に設計者が考える単位）と確認（設計内容に対する明示的または経験
的な検証項目）に分類し，設計目的別に（すなわち製品が適合すべき対象別に）関連する設
計要素をグループ化することを提案している．中沢の手法は，要素への分解が比較的直截的
なハードウェア設計作業をモデル化するのに有効と考える．

PPK 法では，要求・定義・確認を識別せず「設計作業」として記録し，後の分析に委ね
るようにしている．提案手法をハードウェア設計に適用する際，中沢の手法が提案する要
求・定義・確認の種別分けとグループ化を使った作業の組織化を，カテゴリ化を進めるため
の一手段として利用可能と考えている．

7. お わ り に
本論文では，ソフトウェア設計プロセスを対象にした質的研究の技法の要件として，デー
タ収集要件，コード化要件，カテゴリ化要件，および理論構築要件を定義し，その要件を満
たす技法として PPK 法を提案した．JSP 法を用いて例題を解いてもらう実設計プロセスを
対象に，PPK 法を適用する実験を行い，ソフトウェア設計プロセスを対象とした質的研究
の研究課題に対して，PPK 法が，質的研究の基本ステップであるデータ収集から理論構築
までを効果的に支援していることを確認した．
本論文では，PPK 法の効果を 1 回の実験結果から評価した．研究技法の有効性に関して
評価指標を設定し統計的に比較評価することが本質的に困難であるためである．また，本技
法で生成された仮説の検証は，量的研究や実証研究などを用いて実施していない．そのた
め，仮説そのものの信憑性・妥当性は示すことができていない．また，本技法の有効性につ
いては，机上評価を行ったのみであり，強い証拠づけができていないことも課題である．

PPK 法も含めた質的研究技法のソフトウェア設計プロセスへの適用の定量的評価は今後
の課題である．また，フィールドへの適用経験を蓄積しその結果に基づいて PPK 法自体を
発展させていくことも必要であると考える．
謝辞 本論文の初期のアイデアの洗練化において貴重な意見をいただいた上原憲二氏お
よび寿原則彦氏，質的研究法の考え方および手法についてご教授いただいた西条剛央氏に，
謹んで感謝の意を表する．
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