
 

  
 

1 
パターンとは 

 

 井上 健 
 

 「パターン」(pattern)とは一体何でしょう？ 人間社会における「パターン」とい

う言葉の一般的意味をここで述べる力を筆者は持ちませんので，ここでは本書のメイ

ンテーマである，ソフトウェアの世界における「パターン」に絞ります。本章は，パ

ターンの正体，存在理由，将来について「読者の皆様をソフトウェアパターン技術へ

ご招待する」という位置づけ，および筆者の気持ちを込めて書かれています。 

 

1.1 「パターン」とは 

 ある問題を苦労して解いたときに，以前自分が解いた問題と同様の解法であったこ

とに後から気づいたり，他人から同様の解法を聞いた経験をお持ちではないでしょう

か。また，解法が頭の中にありながら，解こうとしている問題につながらなかったり，

友人に問題を伝えられないために，うまく解法を聞き出せなかったりした経験はあり

ませんか。 

 「パターン」は，ノウハウを「目に見える」形で表現するための技術と言われます。

すなわち，問題を解く力を，ある特定の人の頭の中に閉じ込めるのではなく，多くの

人が使えるようにするための技術です。繰り返し起きる問題の数々に対して「こうい

う場合はこうする」と，成功した手法の，解説や例，具体的な使い方などを示したも

のがパターンです。 

 人間が過去繰り返し使ってきて，有用と認識され，さらに多くの人に使われている

技術はすべてパターンとして表現できるはずです。私達の周りで起きる状況に対して，

起こすべき行動や対処方法(例えば医療分野における応急処置や病気への対応，予防方

法など)は，パターンで表現し得るものとして挙げることができます。そこでは繰り返

し経験として蓄積された手法を，状況によって使い分けています。使い方を誤ると致

命傷にもなりかねません。図 1.1 に，応急処置のパターン集の概念を示してみました。 
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図 1.1 応急処置のパターン集 

 

 パターンを「目に見える」ようにして広く使ってもらうためには，パターンを表現

する必要があります。図 1.1 の表現では，一例として「すべきこと」「してはいけな

いこと」「他の注意事項」などの項目を挙げました。問題分野ごとのパターンの集ま

り単位でこのように項目を決め，形式を整えて表現することは，読みやすさ，理解し

やすさにつながり，パターンがより広く使われるための重要な要件です。また，パター

ン表現は文章だけではなく絵や図を用いることも多く，本章でも紹介していきます。 

 ソフトウェアパターン(software pattern)と呼ばれるものは，ソフトウェア開発の

現場に使えるパターンの総称です。問題の分析，対象領域のモデリング，設計，実装，

テスト，保守，開発全体の管理，などなど，ソフトウェア開発におけるあらゆる領域

に対して，問題解決のためのパターンが提案され続けています。知識やノウハウを分

かりやすい形式で表現することによって，多くの人達に使ってもらい，開発生産性を

向上させることを狙っています。 
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1.2 パターン技術はなぜ必要か 

 ソフトウェアパターンも手法でありノウハウですから，対象問題の把握と使い方を

間違えると致命傷になりかねません。パターンは正しく定義し，正しく利用してはじ

めて価値のあるものになり，ソフトウェア開発に有効活用が可能になります。 

 

1.2 パターン技術はなぜ必要か 

 現在世の中で提案されているソフトウェアパターンにとどまらず，ソフトウェア開

発のためのパターンは日々新たに提案され続け，その積極的な利用や普及活動が推し

進められています(この活動に関しては 1.7 節で紹介しています)。これはなぜでしょ

うか？ また，そもそもなぜパターン技術がソフトウェア開発に必要なのでしょう

か？ 

 この背景の 1 つには，近年の「ソフトウェア開発に対する厳しい要求」が挙げられ

ます。近年あらゆる技術分野にソフトウェアが使われるようになり，ソフトウェア開

発に対する要求も厳しくなっています。 

 現在のソフトウェア開発に対して，少なくとも次の 3 つの要求がより強くなってき

ています。 

 

 ① 規模および複雑度の増大化 

 ハードウェアやネットワーク技術の進歩に伴い，処理可能な機能がどんどん大

きくなっています。これに伴い，ソフトウェアはますます規模を大きくし，複雑

さを増大しています。 

 

 ② 短納期 

 ソフトウェア開発に従事する企業は，要求される機能が複雑であっても，高い

競争力を保持し続け，差別化するために，短納期化がますます要求されます。 

 

 ③ 高品質 

 素早く高機能のソフトウェアを開発，納品しても，バグがあったのでは商品価

値を落とすばかりでなく，安全や社会に対する大きな影響が発生します。ソフト

ウェアに求められる役割や責任が急速に増大・深刻化する現状に伴い，品質の重

要性がますます高くなっています。 
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 普通に考えると，機能が複雑化すればそれだけ開発工数が大きくなり，開発期間も

長くなるはずです。品質確保も難しくなりコストも増大します。しかし現在はこういっ

た相反する要件に対して，高いレベルで対応できることが，企業が勝ち続けていくた

めの重要要件の 1 つになっています。個人のソフトウェア開発技術・能力，複数メン

バ(＝チーム)による，効率の良い開発，生産の計画とマネジメント，などの要因を追

求し，総合的な開発力を身につけることが要求への解となります。 

 ソフトウェア開発におけるオブジェクト指向技術(Object-Oriented Technology)は，

1990 年代に入って産業界で注目を集め始め，ソフトウェア工業生産性のための 1 つ

の選択肢という段階から，今ではほぼ必須の技術となり，広い分野で使われています。

オブジェクト指向技術の概念自体の理解は困難ではありませんが，開発にオブジェク

ト指向技術を利用し，高い生産性を実現することは難しいと言われています。問題を

正しく捉え，オブジェクトを適切に抽出し，最終成果物であるソフトウェアを，品質，

拡張性，保守性の高いものに作り上げるためには，それなりの経験，スキルが開発者

および開発組織に要求されます。 

 オブジェクト指向の世界のみにとらわれず，ソフトウェア開発全体を効率良く品質

良く達成するための方法は多くの人達が模索し，提案し，進化し，使おうとしていま

すが，ここでは「いかにオブジェクト指向技術を上手に開発に使うべきか」という問

題に対する試みの流れを，図 1.2 に示します。 

 図 1.2 のスパイラルを下からたどってみましょう。当初オブジェクト指向のしくみ

が作られ，オブジェクト指向のプログラミング言語が生まれ，これにより開発のため

の基盤は揃いました。次に，オブジェクト指向でシステムをどう構築するか，問題領

域をどうモデリングするかに対して，1990 年代前半には，多くの「オブジェクト指向

方法論」と呼ばれるものが登場し，議論も活発になされました。この活動は，オブジェ

クト指向技術を世の中に広げるためにも貢献しました。 

 次に，方法論ごとにまちまちだったモデリングの表記を標準化しようという動きが

起きて，UML(Unified Modeling Language)が登場し，オブジェクト指向標準化団体

である Object Management Group{OMG}で世界標準として認められたのは，1997

年です。UML の登場と普及は，開発者間のコミュニケーションを高めるためにも大

きく貢献しています。 
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1.2 パターン技術はなぜ必要か 
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図 1.2 オブジェクト指向で開発生産性を向上させる試み 

 

 オブジェクト指向技術を中心として，ソフトウェア開発生産性を向上させる試みは

さらに続き，ソフトウェアをブラックボックス部品，すなわちコンポーネント

(component)として用意し，コンポーネントを組み合わせることによるソフトウェア

開発が提案されました。この技術も現在多くの場面で用いられています。 

 こうした流れの中で，具体的な開発の場面における，ノウハウ集がデザインパター

ン(Design Patterns)として 1995 年に登場し，ここからソフトウェアパターンが広が

りました。それまでの方法論が，モデリングやオブジェクト抽出のノウハウの全体を，

抽象的論理的あるいは概念的に説明していたのに対し，登場したデザインパターンは，

「使える場面」を限定しながらも，その場面では絶対的に有利となる解法を「具体的」

に説明しています。後述の GoF のデザインパターンでは，使える場面 23 パターンを

挙げ，説明しています。ここからパターンの世界がさらに広がっていくことになりま

す。 
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 図 1.2 に戻りますと，パターンの普及と並行して，ソフトウェア開発プロセス

(software development process)を定義し，素早く品質の高いソフトウェアシステム

を生み出すための手法が提案され，世界中に広まっています。21 世紀初頭のこの動き

は，エクストリーム・プログラミング(eXtreme Programming){XP}などを含む，ア

ジャイル開発手法(Aagile Method){Agile}に代表されます。 

 ソフトウェア開発に関するこうしたノウハウや考え方を，多くの開発者や現場のマ

ネージャ達が捉え，正しく理解し，使うために，ソフトウェア開発のコンサルティン

グや教育の専門会社も，開発の世界で重要な任務を背負っています。正しい開発のた

めに，企業はあらゆる機会を捉え，技術力向上のために投資を惜しまない姿勢を見せ

ています。 

 本書の中心テーマであるパターン技術の視点から図 1.2 を眺めると，現状のパター

ン技術は，「ソフトウェア開発のための 1 つの施策」と位置づけることができます。

現代のソフトウェア開発は，開発プロセスを定義し，パターンを駆使し，コンポーネ

ントを使い，オブジェクト指向技術を最大限に活用しようとしています。パターン技

術が開発のための 1 つの技術要素として終わるのか，他の技術も包含しソフトウェア

開発技術全体の根幹となり得るのかは，今後の研究や開発者の皆さん次第といっても

よいでしょう。パターンにかかわる多くの問題を考察し，ご理解いただき，読者の皆

さんに考えていただくことも本書の 1 つの目的です。 

 

1.3 デザインパターンを例にしたパターン解説 

 パターンの歴史や関連技術を解説する前に，パターンの例を紹介することによって，

皆さんに具体的なパターンのイメージを持っていただきましょう。 

 ここで示すのは，Erich Gamma ら，いわゆる Gang of Four(GoF)(＝「ゴフ」と

呼びます)呼ばれる 4 人の人達が『デザインパターン』[Gamma+95]として著した，

23 個のデザインパターン中の「Observer パターン」です。このパターンは，1 つの

情報を複数の方法で同時に表現する場合の設計手法を述べています。 
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図 1.3 Observer パターン適用背景 

 

 図 1.3 では，統計データオブジェクトが持つ a, b ,c それぞれの値を，GUI-1 では表

形式，GUI-2 では棒グラフ形式で表現しています。いずれかの場所で値の変更が起き

たら，他のすべての場所へ変更を通知して常に表示と値の一貫性を保つことが要求さ

れます。このプログラムを設計する1つの方法は，統計データオブジェクトとGUI-1，

GUI-2 の 3 者をそれぞれ互いに知り合い関係にしておくことです。GUI-1 を使って

いるユーザが今，表中の数字に変更を加えたとき，GUI-1 は，統計データオブジェク

トと，GUI-2 に対し，値に変更があったことを伝え，変更を反映させます。 

 このプログラムに対して，新たに円グラフ表示でも統計データオブジェクトの内容

を表現するよう機能拡張要求がありました。GUI-3 の登場です。データ変更をうまく

伝え合うためにプログラムは，統計データオブジェクト，GUI-1，GUI-2，GUI-3 の

4 オブジェクトがお互いに知り合いでなければなりません。この機能拡張のためには

統計データオブジェクトが GUI-3 用のポインタを新たに持たなければならず，GUI-1

も GUI-3 用のポインタを新たに持たなければならず...，という変更が必要になります。 

 今後も GUI の増加が考えられる場合，対処法としては，①GUI オブジェクトが増

えるたびに既存のプログラムを書き換え，オブジェクトに新たなポインタを持たせる

か，あるいは，②それぞれのオブジェクトすべてが，「知り合い表」を個々にあらか

じめ持ち，新たな GUI オブジェクトが加わるたびにそれら全オブジェクトの表を変更

する管理方式にしなければなりません。 
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 ①の方法を選択した場合，登場する GUI が今後増えたり減ったりするたびにプログ

ラムを書き換えなければならず，再コンパイルの手間だけでなく新たなバグを混入さ

せる危険性があります。②の方法で設計見直しをした場合，再コンパイルは不要です

が，登場するオブジェクトの数だけ「知り合い表」が必要になり，全部の表を管理す

るソフトウェアの構造そのものが非常に複雑になってしまいます。もっとシンプルで

分かりやすい解法はないものでしょうか。 
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図 1.4 Observer パターン利用 

 

 Observer パターンではこのような場合，統計データオブジェクトのみに「知り合い

表」を管理させる方式で解決することを提案しています。まず，統計データオブジェ

クトに対して，データの値を表示するオブジェクトをすべて，「Observer」として登

録する作業を行います。まず GUI-1，GUI-2 が 2 つの Observerとなって統計データ

オブジェクトに自らを登録します。統計データオブジェクトは，自分を見ている

Observer に対するポインタ配列(知り合い表)をあらかじめ持っていて，新たな

Observerが登録されるたびに Observerポインタを配列に確保します。GUI-1，GUI-2

は互いに知らない関係です。 

 今，GUI-1 に表示されている値をユーザが変更した場合，新たな値は，統計データ

オブジェクトに伝えられます。統計データオブジェクトは内部に保持しているデータ
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の値を GUI-1 からの通知どおりに変更した後，「自分を見ている Observer達全員」

に，変更のあった旨を伝えます。今回の場合は，GUI-2 に変更が伝えられ，GUI-2

は変更された値を統計オブジェクトに見にいって，対応する表示を変えます。 

 ここに，GUI-3 が加わる場合は，統計データオブジェクトに対して，GUI-3 の存

在を伝え，知り合い表に GUI-3 を「Observer」として加えてもらいます。これだけ

で，それ以降の変更は，GUI-3 にも伝わりますし，逆に GUI-3 側での変更による統

計データの変更は，他の Observer達に自動的に伝わります。 

 図 1.4 にはこの様子が示されます。Observer パターンを利用すると，プログラム全

体で 1 つの「知り合い表」を管理するだけでよく，プログラムの複雑さを回避するこ

とが可能です。 

 図 1.5 には，Observer パターンを利用した本例のクラス構成と，データ値変更時の

シーケンス図を示します。Observer パターンでは，データオブジェクトを「Subject」，

GUI 側を「Observer」として定義し，アプリケーションがこれらのサブクラスを構築

することによりパターンを利用します。シーケンス図に示す処理の流れは，基本クラ

スの Subject，Observerクラスに記述されているので，アプリケーション側ではサブ

クラスを定義するだけでこれら基本動作を継承することが可能です。 
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(E. Gamma(他著)，本位田真一，吉田和樹(監訳)，『オブジェクト指向における再利用の

ためのデザインパターン 改訂版』，ソフトバンクパブリッシング，1999，より許可を得て

修正して転載)[Gamma+95] 

図 1.5 Observer パターン利用のクラス図とシーケンス図 
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1. パターンとは 

 本節では，Observer パターンを例に問題点の背景，解決法の文章や UML による構

造を紹介しました。GoF の 23 個のデザインパターンでは，すべてこのように，使え

る場面と解法の説明，UML 図を用いて解説がなされ，さらに，利用にあたってのリ

スクや，他のパターンとの関連なども示されています。 

 GoF デザインパターンには，ソフトウェア設計のノウハウを普及させるだけでなく，

パターン技術をソフトウェアの世界に普及させた功績があります。パターンという言

葉がソフトウェア技術の社会に普及し，研究や検討活動が世界中に広まった大きな理

由の 1 つは，デザインパターンがブレイクしたことです。 

 具体的にデザインパターンがソフトウェア社会に果たした意義は，主に 3 つ挙げら

れます。 

 

 ① 熟達者のノウハウを多くの人が知るきっかけとなった 

 先の Observer パターンの例は，誰でも思いつく方法でしょうか？ オブジェ

クト指向のさまざまな開発経験と，クラスライブラリ(class library)に要求され

る拡張性(extensibility)や再利用性(reusability)の考察を数多くこなした熟達者

だけが，「こういう設計をしておくと，こういういいことがある」ということを

経験的に知っていました。デザインパターンは，この知識をパターンとして伝え

ました。技術者達は開発の多くの場面で，「このデザインパターンが使えるので

はないか」と適用を考えます。デザインパターン本には，各パターンの有効性や

リスクも載せることにより，利用者の理解を助けています。 

 教育という視点から見ると，デザインパターンを使いこなすことによって，ソ

フトウェアの拡張性や再利用性の重要性を肌感覚で理解できるようになった人達

も多いはずです。オブジェクト指向の設計スキルを向上させるためにデザインパ

ターンを学ぶことにより，オブジェクト指向の良さ，使い方のこつやスキルの習

得に役に立ちます。筆者の知る多くの開発現場で勉強会が開かれてきました。 

 

 ② コミュニケーションの道具としてパターンの知識を使う 

 開発現場にデザインパターンが普及すると，ある問題を解決するための設計

アーキテクチャに関して，「ここは，Composite パターンを使おう」「ここは

Strategy パターンのテクニックを利用しよう」という会話が可能になります。 
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 パターン登場以前の技術現場では，あるクラス階層(class hierarchy)を構築し

て問題に対処する場合，各クラスの役割，使い方，そのクラス構造を用いるメリッ

トなどを，図や言葉で説明することで相手に意図を伝えなければなりませんでし

た。その場合，漏れや抜け，誤解が発生する可能性もありました。しかし，デザ

インパターンをよく知っている人達で構成される開発組織では，パターン名を伝

えるだけで，構成，役割，意義，リスクなどがすべて相手に伝わり，開発のため

のコミュニケーション効率が向上します。チームスポーツの世界で，「次の試合

は A フォーメーションでいこう」と言うだけでチームメンバがすべて理解し使え

る，という状況と似ています。 

 GoF のパターンと同様のテクニックを以前から使っていた技術者はたくさん

いますが，テクニックに「名前」を付けて技術者間で共有化させたことに GoF パ

ターンの意義があります。 

 

 ③ パターンコミュニティの扉を開いた 

 パターン技術は，デザインパターンだけではなく，開発のあらゆる現場に導入

されるべき技術です。GoF 以外のさまざまなパターン，および，後述のパターン

ランゲージ(pattern language)という概念が，将来のソフトウェア開発技術を支

える 1 つの柱になる可能性があります。また，パターン技術は，少数の人間が考

え出したり創り出したりするものではなく，多くの人達の経験や知識から，発見

され，協調的に洗練され，世の中に普及していくべきものです。GoF のデザイン

パターンが世の中に普及するに従い，パターンを発見し，洗練し，世の中に伝え

普及させようというコミュニティが数多く形成され，活動を続けています。 

 

 以上のような効果が広まる一方で，パターン技術の背景やパターン，後述するパター

ンランゲージ全体の考え方が世の中に浸透する前に GoF パターンが普及してしまい，

「パターンといえば GoF のデザインパターン」「ある枠組みの問題を解くだけがパ

ターン」という認識が広がってしまう原因にもなりました。パターンの世界はそれ以

上に広く深いことを，次節以降で解説します。 
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