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概要

発展が続く情報技術の研究対象は急速に変化している。一方で、情報技術の研究には共通形があると思
われる。本稿では、これまでに著者が共同研究者の方々と取り組んだ研究を振り返ることで、情報技術の
研究における知識創造プロセスの共通構造について考察する。
なお、本稿の内容は,2020 年 3 月に実施した著者による名古屋大学での最終講義に基づいている。
Abstract
The research objects of information technology have been rapidly changed as information technology continuously
and deeply deployed into our society. On the other hand, it can be considered that there are some common knowledge
creation processes in information technology researches.
In this paper, we propose a common research creation process model which is extracted by retrospectively
reengineering knowledge creation processes of our Information Technology research papers that were conducted
with my co-authors.
The content of the paper is based on my final lecture of Nagoya University.

1.

横須賀電気通信研究所では、メインフレームと呼
ばれる大型計算機のための言語処理プログラムの開
発、ソフトウェア開発支援方式 SoftDA の研究を進め
た。1985 年に電電公社が民営化され、電気通信研究
所が NTT 研究所になってからもソフトウェア開発支
援方式の研究を 1994 年まで続け、商用化した。1994
年は日本のインターネット元年である。この頃から
クライアントサーバのミドルウェア VGUIDE、Web
データベース連携エンジン WebBASE[19]、サービス
連携エンジン、IC カードプラットフォーム NICE な
どの研究実用化を進めた。1995 年には、WebBASE を
使 っ た 日 本 で 最 初 の 検 索 エ ン ジ ン で あ る NTT
DIRECTORY を実用化した。

はじめに

まず最終講義を実施できたことについて、2009 年
12 月から 2020 年 3 月で定年を迎えるまで、10 年あ
まり教授として活動する場を与えていただいた名古
屋大学に感謝したい。最終講義の機会がなければ、本
稿で述べる研究プロセスの共通形について論考する
ことはなかったと思う。
1979 年 3 月に、名古屋大学 大学院 工学研究科情
報工学専攻を修了した後、4 月に、日本電信電話公社
に入社して、横須賀電気通信研究所に配属された。修
士論文の題目は「プログラム図式の等価性ならびに
等価変換に関する研究」だった。
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2000 年には、それまでの研究成果を 5 本の学術論
文として出版していたので、それを「3 層アーキテク
チャに基づく WWW 情報システム開発方式の研究」
としてまとめることで論文博士（工学）を名古屋大学
から授与された。
2002 年に、
NTT データの研究開発部門に異動して、
事業会社における研究開発のマネジメントを経験し
た。この頃、ユビキタス推進室長も兼務して、日本で
最初の電子タグを使った実証実験をスーパーマーケ
ットで実施した。2007 年には、NTT データ初代フェ
ローとして、システム科学研究所で所長に就任した。
2008 年には人工知能学会に知識流通ネットワーク研
究会を設立して現在まで活動を継続している。
2009 年 12 月に、名古屋大学情報連携統括本部の情
報戦略室に教授として着任した。その後、2016 年 4
月に名古屋大学大学院情報科学研究科情報システム
学専攻教授、2017 年 4 月に名古屋大学大学院情報学
研究科情報システム学専攻教授を歴任した。この間、
2015 年から 2018 年までプロジェクトマネジメント
学会の中部支部長を務めた。
このように、40 年以上にわたって、一貫して「情
報技術」の研究開発に携わることができたことに感
謝したい。
最終講義では、『研究をどう考えるか～研究の７
角形(Septagon)～』と題して、筆者が 40 年に渡って
情報技術の研究をどのように考えてきたかについて
振り返った[32]。この 40 年間で情報技術の内容は大
きく急速に変化した。私が電電公社に入社した時に
は一部の数少ない閉じた空間に大型コンピュータが
配置されていただけだったが、今では生活の至る所
に非常に小さなコンピュータがたくさんあって相互
につながっている。
このように情報技術の研究対象は激しく変化して
が、本稿では情報技術の研究には共通の形があるこ
とを指摘したい。それを７つの要素（あわせる、か
ぞえる、ぬきだす、よむ・かく、わけてつなぐ、な
ぜ・どうする、くらべる）にまとめてみたいという
のが、研究の７角形（Septagon）である。この７要
素は、私が研究を振り返って導き出した考え方で、
これまでまとめて論じられたことがなかったと思わ
れる。そこで最終講義の機会にまとめておくことに
した。情報技術研究の共通形としたが、この７角形
は情報技術だけに限らず、他の分野の研究にも役に
立つ可能性があると考えている。
本稿では、ビジネスとデジタル技術のように異な
る専門知識を統合するために必要になる共特化につ
いて、デジタル変革を推進するための知識の観点か
ら考察する。
以下では、まず 2 節で情報技術の研究プロセスの
共通形を説明する．次いで，3 節で具体的な研究事例
を明らかにし、4 節で共通形を構成する研究プロセス
の要素プロセスの手順を説明する。5 節でまとめと今
後の課題を述べる．

2.

る、②かぞえる、③ぬきだす、④よむ・かく、⑤わ
けてつなぐ、⑥なぜ・どうする、⑦くらべる）から
構成している。これが、筆者の研究の７角形
（Septagon）である。図1では、①あわせるを「適
応」、②かぞえるを「計測」、③ぬきだすを「抽
象」、④よむ・かくを「入力・出力」、⑤わけてつな
ぐを「分解」と「結合」、⑥なぜ・どうするを「目
的・手段」、⑦くらべるを「比較」とした。
目的

手段
先行研究
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図 1 研究プロセスの共通構造
先行研究を入力として、研究プロセスの共通構造
によって新たに創造された研究成果が出力される。
この研究成果がまた新たな先行研究となり、この研
究プロセス構造が循環していく。
2.2 あわせること
「要求や条件に対応すること」があわせることで
ある。どんな方法でも対象にあわせることができな
ければ，使えない。方法のどこかを変えなければ，対
象にあわせられないことになる。逆に、対象にあうよ
うに、方法を変えることができれば、使えるようにな
る。たとえば、店で服を買うときには、自分にあうか
どうか試着するだろう。着ることのできない服を買
っては無駄になる。多少の手直しで自分にあうよう
なら、服を直してもらうことができる。
逆に言えば、要求や条件にあわないことが分かっ
たら、方法の変更点を発見したことになる。変更点が
分かれば、方法を改善して新たな方法に発展する機
会になる。言い換えれば、新たな対象にあう新しい方
法を、既存の方法を新たな対象にあわせてみること
で発見できることになる。
2.3 かぞえる
かぞえることは「物事の見当をつけるための目じ
るし」となる尺度を見つけることである。つまり、尺
度がなければ，かぞえられない。かぞえなければ，物
事を見直せないということになる。物事になにか不
都合なことがある場合には、その不都合の見当をつ
けるための目じるしが必要である。目印がなければ、
どれくらい不都合なのか分からない。
たとえば、分かりやすい尺度に「体重」がある。ダ
イエットする人は体重を量るだろう。また、物事が完
成していて、見直す必要がないということを判断す
るためにも、かぞえることが必要になる。

情報技術研究の共通プロセス

以下では，情報技術研究の共通プロセスを説明す
る。
2.1 研究プロセスの共通構造
これまでに実施した筆者の研究プロセスについて
共通する構造を表現すると、図1のようになる。
図1では、この共通形を７つの要素（①あわせ

2

人工知能学会
第28回知識流通ネットワーク研究会
SIG-KSN-028-08

ての目的の明確化を忘れてはならない。

2.4 ぬきだす
対象や行動の共通の側面や性質をぬきだすことに
よって、対象や行動の形が分かりやすくなる。共通の
形が分かっていれば、共通ではない違う部分を作っ
て、共通部分と組合せればいいので、対象や行動を作
りやすくなる。つまり、共通の形を持ってきて、対象
に応じて必要な部分を追加すればいいわけである。
一方で、形をぬきだすことは、対象や行為の他の
側面や性質を捨てることでもある。複雑なままでは
共通形を見つけることは難しい。捨てることができ
なければ、共通形を見つけることができない。これ
は、何かを作る時も同じだ。はじめから複雑なもの
をつくることはできない。

2.8 くらべる
研究をくらべるためには、どこからみてくらべる
のかという、くらべるための場所としての視点が必
要だ。どこをくらべるかという視点を研究対象から
ぬきだすことになる。ぬきだしたくらべる場所が異
なれば、くらべた結果も異なることになる。また、く
らべるための視点をうまくぬきだせなければくらべ
ることもできない。したがって、うまい視点を見つけ
るためには、見直す必要がある。

3.

具体例

3.1 あわせる研究
あわせる方法の研究例として、アクタ関係表（Actor
Relationship Matrix, ARM）[1]を紹介する。ARM は、
Eric Yu が 1990 年代の後半に提案したゴール指向手
法 i*framework[2]をゴール指向に詳しくない人にあ
わせた手法である。i*framework の
「i」は意図（intension）
アスタリスク「*」は意図の相互関係を表す。
i*framework は、システムを開発する理由をシステム
の関係者の意図とその関係を図で明らかにできる。
ところで、システムには、構成要素とその関係がある。
システムが全体で、部分が構成要素になる。全体は部
分だけではない。部分と部分の相互関係もシステム
にはある。小さな個体があつまって集団で大きな形
をつくることができるのは隣り合う個体同士の相互
関係がある。このような現象を創発（emergence）と
いう。
さて、i*framework では関係者と意図を円や図形で、
その関係を矢印で表現する。実際に使ってみると、関
係者の意図やその関係を図で直接書くのはなかなか
難しいことに気づく。そこで、i*framework の図をか
く前に、その内容を表で整理しておき、表から図を導
く方法を考えた。この場合、変更点は、図を関係表に
したことになる。関係者としてのアクタとその関係
を行と列が同じ数になる表で定義する。行と列の番
号が同じになる対角要素欄にアクタの意図を書く。
これに対して、行と列の番号が異なる非対角要素欄
に、行が対応するアクタから列が対応するアクタへ
の意図を記述する。

2.5 よむこととかくこと
本や論文の文章を読んだり書いたりすることが研
究の基本である。つまり文章を読んで理解するとい
うのは、理解したのは何か、理解できなかったのは
何かを考えることである。理解できなかったことも
考え直すことで理解できるようになる。そのうち、
元の文章にはなかったことについて新しい考えを想
い着くことがある。この新しい想い着きを今度は文
章として書きたくなる。しかし、書こうとしてもな
かなか書けないものだ。この着想を自分の頭の中で
きちんと理解できていないから書けないのである。
つまり、書けないのは理解できていないからだ。
また、最初から満足できるような文章を書くこと
も大変である。書いた文章を読み直してみて理解し
やすくなっているかを確認することが大切になる。
2.6 分けることとつなぐこと
イノベーションについてよく「０から１を生み出
す」ということが言われるが、何もないところから
生まれる研究はない。イノベーションを最初に考え
たシュンペータはすでにあるものを組み合わせて新
しいものを生み出すことがイノベーションだと定義
している。地球上にない物質を生み出すといって
も、地球上にある物質をうまくあうように組み合わ
せてつかうことで、それまでになかった物質を作っ
ているわけである。
ここで、対象を直接組み合わせることができれば
いいのですがそうはいかないこともある。この場
合、対象を部分にわけてから、つなぐとうまくいく
ことがある。うまくつなぐことができなければ、対
象の分けかたをみなおすことで、つなぎなおすこと
になる。わけなければつなげない。つなげなければ
わけられていないということになる。それ以上分け
ることができないところまでくれば、つなぐ相手を
見つけることができる。

3.2 かぞえる研究
かぞえる方法の研究例として、「運用活動記述表」
[3]を紹介する。名古屋大学に着任してすぐに、名古
屋大学の情報システムで大規模な障害が発生して問
題になった。ある日、居室にいると、当時の情報戦略
室長が来られて、山本先生に相談がありますと言わ
れた。そういうことはこの時だけだった。障害が発生
した情報システムの対策を検討する会議を招集する
ので参加してほしいとのことだった。しばらくして、
この情報システムの運用担当企業の責任者と名古屋
大学の関係者など 20 人くらいが集まる会議があった。
「この情報システムの運用手順は何個か？」と質問
したところ、担当企業からの返答はなかった。そのと
きの沈黙をいまでも覚えている。運用手順が何個あ
るかわからなければ、どの運用手順に問題があった

2.7 なぜ・どうする
情報技術の研究では、方法についての研究が多い。
しかし、研究には目的が必要である。その方法がなぜ
必要なのかを明らかにできなければ方法を導入する
理由がない。また、どうするかという方法が具体化で
きたとしても、その有効性を評価するためには目的
との適合性が必要になる。したがって、研究理由とし
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かを特定することもできない。情報システムの運用
はしていたが、どんな運用手順を実施していたかを
明確にできていないということが明らかになった瞬
間だ。その結果、この情報システムの運用手順を最初
から定義することになった。このときに、使ったのが
NTT データ時代に考案した「要求記述表」[4]だ。要
求記述表では、システムの処理手順と開始条件、入力、
出力、完了条件を記述する。要求記述表は１枚で１つ
の要求を記述できるので、システムの運用活動にも
適用できると考えて「運用活動記述表」として提案し
たら、運用担当企業から「これならできそうだ」とい
うことになった。
「運用活動記述表」では、運用規則
や役割分担を記述できる。
「運用活動記述表」を用い
て、情報漏洩問題が発生したシステムの運用手順を
作成したところ、運用手順の個数が 102 個であるこ
と、現行の運用手順には多くの不備があることが明
らかになった。運用手順の不備を解消する運用手順
を「運用活動記述表」で定義できた．
3.3 ぬきだす研究
ぬきだす研究の例として、
「議論分解パターン」[5]
について説明する。議論分解パターンでは、システム
が信頼できることを保証するための議論の共通構造
をパターンとしてぬきだしている。ここで、繰り返し
あらわれる形を「パターン」と呼ぶ。このような議論
を構造的に表現する方法に保証ケースがある。保証
ケースでは、主張を下位の主張に段階的に分解して
いき、最下位の主張を説明できる証拠が見つかるま
で探していく。一見すると、下位の主張に分解するの
は簡単そうだが、実際のシステムに対して保証ケー
スを作成しようとすると、個人によってバラバラな
保証ケースができて、作成に時間がかかるという問
題があった。このため、システムの要素とその関係に
基づいて、主張を段階的に分解することで、共通的な
保証ケースを個人に依存しないように作成できるこ
とに気づいた。この議論分解パターンの研究に取り
組んだ当時は、保証ケースの議論分解パターンの分
類については，十分に整理されていなかった。議論分
解パターンでは、①分解問題、②分解状況、③解決策、
④特徴、⑤留意点を共通にとりあげて一つのパター
ンを整理した。解決策では、議論の共通分解パターン
を示している。このように共通の形をぬきだしてお
くと、いろいろな場面で役に立つことが多い．

（７）要求工学基礎知識[12]
（８）要求開発の基礎知識～要求プロセスと技法入
門[13]
（９）IT サービスマネジメントの技法[14]
（１０）価値創出をになう人材の育成―コトつくり
とヒトつくり―[15]
（１１）プロジェクトマネジメントの展望[16]
ここで、これらの書籍の背景を説明すると以下の
通りである。
（１）から（４）は、松野裕さんが実
行中のシステムを監視できるように拡張した保証ケ
ースである D-Case についてまとめたものである。
（５）では、アーキテクチャ論の連載[20]に基づき
情報システムのアーキテクチャにかかわる話題を技
術だけでなく,イノベーションまで解説した。
（６）では、エンタープライズアーキテクチャ
（EA）の基本概念，EA フレームワーク，EA 開発
プロセス，高信頼アーキテクチャ標準，EA モデリ
ング言語などについて解説した
（７）では、要求工学の知識構成，基本プロセス，
基礎技法，関連知識について 75 項目を解説した。
今では、「要求工学」を知らない IT 業界の人はいな
いが、この当時は、日本の IT 業界ではまだ「要求
工学」が認知されていなかった。
（８）では、要求工学連載[17]に基づき，要求工学
プロセス，ISO29148 標準，要求概念モデル，要求
図式モデリング言語など要求開発知識を解説した。
（９）では、IT サービスマネジメントの最新手法で
あるオープングループの IT4IT について解説した。
IT4IT はアジャイル開発，ITIL (IT Infrastructure
Library)[18]などと，エンタープライズ・アーキテク
チャ（EA）を価値連鎖に基づいて世界で初めて統
合している．
（１０）では、横断型人材育成プログラム調査研究
会の活動メンバーがこれまでの成果に基づいて横断
型人材育成について解説している．第 5 章「情報技
術が加速する横断型融合人材」を担当した。
（１１）は、筆者がプロジェクトマエンジメント学
会中部支部長だったので中部支部 10 周年記念事業
の一環として出版した。第１章「プロジェクトマネ
ジメント 9 つの秘密」[16]を執筆した。
3.5 わけてつなぐ研究
わけて・つなぐ研究の例としてモデルベースジョ
ブ理論 MBJT（Model Based Jobs Theory）の研究[24,26]
を説明する。MBJT では、破壊的イノベーションで有
名な Christensen が 2016 年に提案したジョブ理論
（Jobs to be done）[22,23]を構成する主な要素をぬき
だしてから ArchiMate[25]と組み合わせている。この
研究を始めたのは、2017 年の夏休みが終わって研究
室に戻ったら、この翻訳書が届いていたことが発端
だ。オープンイノベーションについて NTT データの
時から研究していたので、この新しい本が送られて
きたらしい。すぐに読み始めておよその内容を理解
したのだが、この本には図がなかった。そこで、
ArchiMate とジョブ理論をつなぐことでジョブ理論
を図で説明できると考えた。ArchiMate はエンタープ
ライズアーキテクチャ TOGAF[21]を設計する図式言
語である。2019 年 11 月に公開された ArchiMate3.1 が
最新である。エンタープライズアーキテクチャは、企

3.4 よむ・かく研究
筆者が名古屋大学在職中に執筆した主な書籍は，
共著を含めて次の 11 冊である。振り返ると平均し
て毎年 1 冊書いてきたことになる。
（１）D-Case 入門～ディペンダビリティ・ケースを
書いてみよう！～[6]
（２）実践 D-CASE,～ディペンダビリティ・ケース
を活用しよう！～[7]
（３）Open Systems Dependability- Dependability
Engineering for Ever-Changing Systems[8]
（４）主張と証拠[9]
（５）アーキテクチャ論[10]
（６）現代エンタープライズ･アーキテクチャ概論
- ArchiMate 入門[11]

4

人工知能学会
第28回知識流通ネットワーク研究会
SIG-KSN-028-08

業構成を示すために、ビジネス、情報システム、技術
基盤についての構成を対応付けて表現できる。現代
のイノベーションを考えるためには、ビジネスや情
報システムを表現できる ArchiMate が役立つと考え
るのは自然である。

おわり
⑤もし、うまく適用できなければ、変更点を発見する。
このとき変更点が発見できなければ、あきらめて、お
わり
⑥変更点に基づいて、方法を見直して、３へ。
このとき方法をうまく見直せなければ、あきらめて、
おわり
4.2 かぞえる
①要素活動をかぞえる
②要素活動の完了基準に基づいて活動全体を評価す
る
③活動を視点で分類しておき、分類に含まれる活動
の評価結果を集計する
④組織への活動の展開水準で組織能力を評価する
4.3 ぬきだす
① 共通する要素をぬきだす
② 共通する関係をぬきだす
③ 要素とその相互関係を共通の形としてまとめる
④共通の形から個別の形を作ることができることを
確認する
4.4 読む・書く
①関心のある書籍や論文の文章をよくよむ
②別の例に対して理解した方法を考えてみる
④ 考えた結果を文章にまとめる
⑤ うまく書けないところがなくなるまで再考する
⑤うまくいかないところを限界として確認する
4.5 わけてつなぐ
①複数の対象をえらぶ
②それぞれの対象を要素にわける
③これまでにない要素の組合せ方を考える
④この組み合わせ方に従って、要素をつなぎなおす
ことで、新しい方法を提案する

3.6 なぜ・どうするか
日本の DX(Digital Transformation)元年は 2019 年だ
といわれている。DX はデジタル技術だけではな
く、経営戦略や組織文化まで多様な内容を含む包括
的な用語である[29,30]。また、DX はデジタル技術
で企業をデジタル企業に変革する手段であって目的
ではない。ところが多くの日本企業からは、「DX は
とらえどころがない、経済産業省が DX をもっと限
定してくれないと、どうしていいかわからない」と
いう声が多い。つまり「なぜ DX するのか？」を明
らかにする必要があった。その簡単な手法が
BSC[28]の経営の視点、顧客の視点、業務プロセス
の視点、学習と成長の視点で戦略ゴールを図式化す
る「戦略マップ」を DX で作成する必要がある。
DBSC[27]では、経営ゴール、顧客と社員のゴール、
業務プロセス、DX 要求からデジタル戦略マップを
作成する。DX 戦略マップによって、顧客価値を生
み利益を向上できる DX を実現できる。
3.7 くらべる研究
くらべる研究の例として、
「EA フレームワーク比
較論」[31]を説明する。EA はエンタープライズアー
キテクチャである。EA フレームワーク比較論の研究
では、代表的な EA フレームワークを，①階層,②モ
デル，③方法論，④能力，⑤スコープ，⑥再利用性，
⑦拡張性という７つの視点で比較した。フレームワ
ーク（Framework）の意味は、枠組みや骨組みのこと
で、組織の体制やシステムの構成まで含む。EA を作
成するために必要な要素の枠組みが EA フレームワ
ークである。何が EA を作る上で必要になるかは人
や時代によって変化するから、これまで多くの EA フ
レームワークが提案されている。なぜ、この研究を始
めたのかといえば、エンタープライズアーキテクチ
ャ（Enterprise Architecture, EA）というと，日本では，
1987 年に登場した Zachman フレームワークのことだ
と思う人が多いことに驚いたからだ． ArchiMate が
EA モデリング言語だということで，ArchiMate が
Zachman フレームワークのために開発されたと誤解
している人までいるらしい．ArchiMate は TOGAF(The
Open Group)[25]の EA モデルを表現するための言語
だ。この研究では、EA の正しい姿を明らかにするよ
うに、EA フレームワークを客観的に比較した。

4.

4.6 なぜ・どうする
①なぜ（目的）で表す内容をえらぶ
②どうする（手段）で表す内容をきめる
④ 目的と手段との関係をきめる
⑤ この方法でうまくいくことを確認する
⑤うまくいかなければ、①②③を繰り返す
4.7 くらべる
①くらべる対象を決める
②対象をみるための視点をぬきだす
③視点ごとに、対象の要素をくらべる
④視点ごとにくらべた結果で、対象を総合的にくら
べる

5.

おわりに

2020 年 3 月 13 日に実施した最終講義は、コロナ
ウィルスのために無聴衆となった。参加を予定され
ていた方々にお詫びする。撮影された講義内容がオ
ンラインで公開されている[32]。本稿では、研究例を
１つだけ選んだが、実際には、山本研究室で発表した
多くの論文を紹介しており、最終講義の映像や資料
ではこれらの論文を説明しているので関心のある方
は参照していただきたい。本稿でこれらの研究を割
愛したことをお詫びする。
図 1 の研究プロセス構造には、目的を実現する手
段があり、手段を構成する要素として、入力と出力、

要素プロセス

上述した方法を構成する要素プロセスの手順を整
理すると、以下の通りである。
4.1 あわせる
① 対象を決める
② 方法を決める
③ 対象に方法を適用してみる
④もし、うまく適用できれば、適用手順をまとめて、
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抽象と適応、分解と結合、比較と計測がある。このよ
うに図 1 では要素が 10 個になるので、最終講義では
7 角形としたが 10 角形（decagon）のほうがいいかも
知れない。
本稿では、筆者のこれまでの研究が 10 要素からな
る研究プロセスで創造できることを説明した。しか
し、研究創造プロセスがこの 10 要素だけであって他
の要素がないことまでは考察していない。今後、本稿
で指摘した 10 要素以外のプロセス要素の有無を明ら
かにする必要がある。
また、説明の都合で、プロセス要素ごとに研究事例
を説明したが、実際には、各研究で複数のプロセス要
素を組合わせている。今後、プロセス要素の結合形態
や結合手順、結合順序についても明らかにしていく
必要がある。
さらに、研究創造プロセスから研究成果としての
研究論文への変換についても考察する必要がある。
研究論文にも共通の構造があることはよく知られて
いる。したがって、研究創造プロセスで段階的に作
成・獲得・蓄積される情報や知識を研究論文に埋め込
む変換手順があると考えられることから、この変換
手順を明らかにする必要がある。
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