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1. はじめに

DIPS (Dendenkosha Information Processing System）は， 1970年代から1990年代にかけて日

本電信電話公社 （電電公社， 1985年4月以降は民営化により N廿 グループへ移行）のデータ通信サー

ビスにおいて主力として活躍した汎用コンビュータである。1960年代後半，データ通信という

新たな事業分野に取り組もうとしていた電電公社は，そのために必要なオンライン情報処理シ

ステムを自前で創り上げようとした。そこで同公社の電気通信研究所（通研）は，まず1967年

より実験的な性格をもっ DIPS-0計画に取り組み 翌1968年より 実用システム DIPS1の研究開

発を始めた。DIPSlのハードウェア試作機は1971年に完成し，システム全体の商用サービス

は1973年末に始ま った。その後 DIPSは，おおむね 5年のサイクルで DIPS-11/10シリーズ，

DIPS 11/5シリーズ， DIPS11/5Eシリーズ， DIPS-ll/5EXシリーズと高性能化を経て， 1992

年に開発完了，そして2002年に運用完了に至った。

この電電公社の DIPS計画の重要性については，日本のコンピュータ開発史の中でこれまで

必ずしも十分に評価されてきたとはいえないが いくつかの日本のコンピュータ開発の通史的
( 2) 

記述においては DIPS計画に一定の紙幅が割かれている。また， DIPS開発の当事者による歴史
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技術と文明 16巻l号（2)

記述は多数あかそれらにおいては DIPSの意義として日本のコンピュータ産業の育成に貢献

したことが強調されている。すなわち，電電公社が日本電気，日立製作所，富士通のメーカ－

3社と共同で DIPSの研究開発を行う中で＼同公社は新技術の確立および採択を先導し数万
( 3) 

人に及ぶ技術者の育成の場を作りだした。ただし技術史家の木本忠昭は，このような DIPS

計画の役割を認めつつも，巨額の先端技術開発費の負担構造が不明確であった点に関して問題

意識を示している。

DIPS計画初の実用システム DIPS-1に関して技術面における先導的な成果の具体的なもの

としては，新しい方式を三つ組み合わせて先進的な高性能オンラインシステムを実現したこと

が挙げられる。すなわち 第一に 仮想記憶方式に基づく主記憶装置と磁気記憶装置との問の

プログラムの転送を効率よく行うページング方式であり，第二に， CPUの内部に高速なメモリ

素子を少量置くローカルメモリ方式 （キャッシュメモリ方式），第三に，プロセッサを複数組み合

わせて高速のシステムを構成するマルチプロセ ッサ方式である。この他にも，本体系，通信系，

ファイル系，入出力系等各領域で、多くの先進的技術が採用された。

こうした具体的な技術的成果に加えて，DIPS1計画はソフ トウ ェア開発の分野において基

本的な考え方の革新を促したとする指摘がある。D!PS-1のソフト ウェア開発は，オベ レー

(1) DIPSにはこの他に DIPSV20. DIPS V30等， VLSI（超大規模集積回路）を用いた Vシリーズと
呼ばれる小型モデルもあった。DIPS記念誌編集委員会監修 rmPs研究実用化の歩みー改訂版－J

N廿コムウェア.2002年.3 10貰。 DIPS記念誌編集委員会監修 『DIPS開発 維持管理の歩みー維持
管理フェーズを中心として－JNTTコムウェア， 2C82年P 1 12頁。日本電信電話株式会社情報流通基
盤総合研究所 『DIPSガイドブック一DIPS研究実用化の歴史を辿るJ日本電信電話株式会社情報流通
基盤総合研究所， 2003年.3-16頁。なお 通研ではしばしば「研究実用化」「実用化」という用語が用
いられるが。本稿ではより一般的な「研究開発J「開発」を用いたい。通研用語ともいえる 「研究実用
化jという用語は， 1948年の逓信省電気試験所解体 ー通研発足時，吉田五郎初代所長がこれを用いた
時以来の伝統とされる。中川靖造 rNTT技術水脈』東洋経済新報社， 1990年 7頁。NTTR&Dの系譜
出版委員会 『N廿 R&Dの系譜一実用化研究への情熱の50年JNTTアドバンステクノロジ 1999年 l
頁。

( 2) 相磯秀夫他編 『国産コンピュータはこうして作られたj共立出版， 1985年， 177203頁。情報処理
学会歴史特別委員会編 『日本のコンピュータ発達史』オーム社 1998年，183-193頁。高橋茂 『コン
ピュータクロニクルJオーム社 1996年 78-87頁。立石泰則『覇者の誤算 日米コンピュータ戦争の
40年』講談社文庫. 1997年 586-596頁。

( 3) 戸田巌 ・松永俊雄「電電公社のコンピュータ開発」 『情報処理J第44巻 6号 （2003年6月）• 631 
639頁。戸田巌「DIPSで学んだこと」 『CIA]J ourna!J第42巻 7号（2C02年7月） 40-43頁。神谷芳樹
「デ タ通信ソフト生産技術の発展一DIPSからモパイル Javaミドルソフトまで プロジェクト l
データ通信用標準コンピュータ開発の原点 DIPS計画」『電気通信J第66巻675号（2003年3月）.22 
28頁。その他，前掲 DIPS記念誌編集委員会監修 『DIPS研究実用化の歩み 改訂版」およびDIPS

記念誌編集委員会監修 『DIPS開発・維持管理の歩み 維持管理フェーズを中心として 』には多く
の関係者の回想が含まれている。また DIPSのコンビュータ産業育成の役割を大きく評価し. 1970 
年に存在した国産メーカ－ 6社 （日本電気・目立 ・富士通 ・東芝 ・三菱電機・沖電気）のうち前者 3

社のみがメインフレームメーカーとして生き残った理由は DIPS計画を通じての電電公社のサポート
があったためだと指摘する論者もある。 MartinFransman. japa11's Computer and Comm1111icatio11s 
!11d11stry: The Evol11tio11 of illdustrial Giants cmd Global Co111/Jetitive11ess (Oxford: Oxford University 
Press、1995).p.154 

( 4) 木本忠昭「電電公社と 『DIPSJ開発をめぐる諸問題」 『技術文化論叢J第l号 (1998年）• 18 33頁。
( 5) 前掲 DIPS記念誌編集委員会監修 『DIPS研究実用化の歩みー改訂版ー』 15-33貰。戸田殿 「デー
タ通信技術の開発」『電気通信研究所研究実用化報告』第35巻 9号 (1986年）。856858頁。
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電電公社の DIPSl計画と日本におけるソフ トウェア工学 （佐藤）

テイング ・システム（OS）だけで150万ステップにおよぶ当時としてはきわめて大規模なもの

で＼これを通研，日本電気，目立，富士通の技術者合わせて500名以上が共同で開発するという

ものであった。そこで通研は，開発支援ツールなどを整備するとともに， 「作業標準jという文

書を定めてソフ トウェア開発のプロセスを標準化することにより品質と生産性の向上を図った。

すなわち，ソフ トウェア開発をいくつかの工程に分割し， 各工程の作業内容と手順を規定し

各工程の成果物として文書を作成してそのレピ、ユーを独立の検査グループにより行うという 方

式を導入した。これにより，ソフトウェア開発作業のー貰した枠組みが確立され，進捗管理も
( 7) 

容易になか大規模ソフトウェアの構築が可能になった。

このようなソフトウェア開発の進め方は，一般にソフトウェア工学 あるいはソフトウェア

エンジニアリングと呼ばれるものの考え方に沿ったものである。ソフト ウェア工学とは， ソフ

トウェアの開発需要の増大と大規模化に対応するため，従来の職人芸的な技能に依存した開発

プロセスを標準化 ・機械化するという思想に基づく 。ソフトウェアを工業製品として捉え， そ

れを効率的に生産するための組織や環境を追求するこの考え方は，メーカー各社に 「ソフト

ウェア工場」と呼ばれるものの設置を促した。ソフト ウェア工場においては分業と工程管理が
( 8) 

確立され， 一定の品質と経済性が硲保された製品の生産が図られた。

日本のソ フトウェア開発について多くの著作を残した下回博次は 電電公社を日本における

「ソフト工学実践の先駆者」と位置づけ，その先導的役割を強調している。下回によれば， 電電

公社が推進しようとするソフトウェア開発作業の標準化に対して当初各メーカーは抵抗したが，

次第にその必要性を受け入れるようになり，その結果ソフトウ ェア生産という考え方が国産
( 9) 

メーカーに浸透 ・定着 していった。また，米国の経営学者マイケル.A.クスマノは，日立

東芝 ・日本電気・ 富士通各社のソフ トウェア工場について詳細な事例研究を行う一方で電電公

社についてはごく簡単に触れているだけであるが 日本のソフトウェア工学の立ち上げにおけ
(IO) 

る同公社の役割については基本的に下回の見解を踏襲している。だがこれらの先行研究におい

ては，電電公社が当初唱道したソフ トウェア開発の進め方の詳細が十分に示されておらず，そ

の考え方の起源や背景についても論 じられていない。また 電電公社が関連の各メ ーカーに対

して一様に影響を与えたのかどう かについても明らかにされていない。

本稿では， 日本のソフトウェア工学の初期に焦点をあて，特に開発作業の標準化ということ

( 6) 「実を結んだ DIPS計画JrmTACJ第82号 (1973年11月）， 15-19頁。
( 7) 前掲戸田厳 松永俊雄 「電電公社のコンピュータ開発」 637638頁。戸田巌 新井克彦 「DIPS1 
ソフトウェアのマネジメント」 I情報処浬』第16巻10号（1975年10月）' 922-925頁。

( 8) ソフ トウェア工学およびソフトウェア工場の概要については，下回博次 『ソフトウェア工場一見
えない工業製品の生産と労働LJJ東洋経済新報社， 1986年， およびマイケル ・A・クスマノ著，富沢宏
之・藤井留美訳 『日本のソフトウェアii畑任ーアメリカ式経営への挑戦』三田出版会，1993年を参照。

( 9) 前掲下回『ソフ トウェア工場J'50-64頁。
(10) 前掲クスマノ『日本のソフ トウェア戦略J.541頁。目立・日本電気 回富士通におけるソフ トウェ
ア工学の発展の概要については，前掲情報処理学会歴史特別委員会編『日本のコンピュータ発達史1
123-131頁にもみられる。
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技術と文明 16巻l号（4)

について電電公社の果たした役割を改めて検討したい。次節ではまず， DIPSlソフトウェア

開発時に通研で用いられた作業標準を参照しつつ，通研におけるソフトウ ェア開発作業の標準

化の考え方を明らかにするとともに その起源と背景について考察する。つづいて第 3節では，

ソフトウェア開発作業の標準化に関して通研が日立・富士通・日本電気を笑際に先導したのか

どうか，そうだとすれば通研は各社にどのような影響を与えたかをみていく 。これら 3社の聞

には，もともとソフトウェア開発に関して基本的な部分で考え方の相違があった。そこで3社

それぞれの背景を比較しつつ 各社におけるソフ トウェア工学的アプローチの導入過程を追う

こととする。

2.電電公社におけるソフ トウェア工学の創始

電電公社の DIPS計画の立ち上げにおいて中心的役割を果たしたのは，通研の戸田巌である。

戸田は1956年に東京大学工学部電気工学科を卒業 1958年に同大学院を修了後，通研に入り，

パラメトロン素子を用いたコンピュータ MUSASINO1号やトランジスタを用いた電話料金計

算用の CM-100の研究開発に携わった。これらコンビュータの研究開発に戸田とともに携わっ

ていた技術者の大部分は， 1964年に電子交換機の研究開発が開始されるとそち らに動員された

が，戸田はちょうど同年から翌年にかけて米国カ リフォルニア大学パーク レー校に留学中で

あって動員を免れ，帰国後は PL/Iというプログラミング言語のコンパイラの開発に携わった。

そして，1967年より DIPS-0計画を，翌1968年より DIPS-1計画を立ち上げるのである。戸田は

その後 DIPS計画を中心に一貫 してデータ通信関係の研究開発に関わり， 1988年には NTI常
(11) 

務・研究開発本部長に就任している。

電電公社が DIPS-I計画に投じた研究開発費は， 1968年から 5年計画で約25（億円であった。

同時期の通商産業省の大型プロジェク卜補助金 「超高性能電子計算機の開発」が1966年度から

5年間で100億円，同じく「パターン情報処理システムの開発」が19九年度から10年間で2201:意

円，また囲内メ ーカ－6杜の 3グループへの再編を伴った有名な「電子計算機新機種開発促進

費補助金」が1972年度から5年間で570億円であったから DIPS lへの投資額も相当大きいも

のであったといえる。実は，戸田は当初25億円の研究計画を作成したが，上司から250億円に

膨らませるよう指示を受けたという。当時は， IBMが世界市場を支配していた中，国産コン

ピュータ産業の育成のため。通産省だけでなく電電公社も一役買う ようにとの要望が自民党通

信部会などから出ていたのである。当時， IBMが1964年に発表した新しい汎用コンピュータシ

リーズ System/360に対抗する意図で通産省が進めていた「超高性能電子計算機の開発」の成

果の一部を DIPSlで採用したように 通産省と電電公社の聞には協力的関係もみられた。た

01) 前掲戸田「データ通信技術の開発J.849 852頁。戸田巌 インタビュー調査， 2007年 9月12日。
(12) 前掲 NTIR&Dの系譜出版委員会 rNTIR&Dの系譜一実用化研究への情熱の50年.l.252頁。前
掲戸田 松永「電電公社のコンピュータ開発」， 634頁。
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電電公松の DIPS-1言｜画と日本におけるソフト ウエア工学 （佐藤）

だ。通産省の「超高性能電子計算機の開発」が結果的には LSIや lCメモリ等ハードウェア開発

が中心になったのに対し電電公社の DIPS1計画では巨大な OSを含むソフトウェアが開発の

重点事項となったのである。

さて，戸田がPL/Iのコンパイラ開発と DIPSO計画をすでに経験していたことは，DIPS-1の

ソフトウェア開発に大きな影響を与えた。PL/Iのコンパイラ開発において戸田は開発工数の

超過や開発の遅延，そして品質不良に悩まされた。ソフトウェア開発の未経験者を中心とした

15名ほどのチームによる開発作業であったが，ソフトウェアというものの特性上，その進捗が

把握しづらく，品質も見えにくい。そこで， DIPS-1においてはソフ トウェアの開発工程の分

割，各工程終了時のレビュー，品質管理の徹底等を図ることとなった。PL/Iのコンパイラ開発

と時期的にほぼ並行して進められた DIPS-0計画は DIPS-1計画の予備的プロジェク 卜として

の性格を持ち，日立の既存の汎用コンビュータ HITAC-8400を使ってタイムシェアリングシス
( 14) 

テム （TSS）に係るソフトウェア開発の経験を得ることを目的としていた。このソフトウ ェア

開発は， DIPS1に比べれば規模は小さいが，それでも二十数万ステップという当時としては

相当大規模なものだった。DIPS-0は技術管理を重視する目立との共同研究であり，製造グ

ループとは独立に品質保証を行う検査グループを設けて検査を行う体制がとられている。ただ

し嫌々な仕様書の組織的なレビューは行われず，これが後々の製造工程の円滑な進行を妨げ

たとして， DIPSl計画を行う際の反省点となった。

DIPS 1計画の検討は1968年後半より始まり ，通研と日本電気 －目立 －富士通との共同研究

体制は翌1969年5月に始動した。同月，戸田は DIPS-1のソフトウェア開発計画を作成してお

り，この時点での開発予定期間は 4年間，想定されたプログラムの規模は約180万ステ ップで

あった。開発当初の要員は通研23名，メーカー 3社で204名であったが。 1973年までに通研170

名，メーカ－ 3社で400名へと増員することが必要と計画された。このような大規模なソフト

ウェアを通研とメーカー 3社の技術者が共同で開発するにあたって，それまで各社がそれぞれ

独自の考え方や手法に基づいて行っていたソフ トウェア開発作業を標準化していくことはどう

しても必要だった。DIPS-1計画では，ハードウェアの主要な装置については同じ仕様をもっ

システム，すなわち機械語命令や入出力インターフェースそれに主要な方式構成が統ーされた

システムをメ ーカー 3社それぞれが固有の技術を活かしつつ各社 lシステムずつ開発試作する

ことになっていたため，システム内部の技術的統合は各社ごとに行えばよかった。一方，ソフ

トウェアについては一式のシステムを共同で設計し分担により開発したため，技術開発の考え

(13) 前掲戸田「データ通信技術の開発」 873頁。戸田巌 インタビュー調査， 2007年9月12日。
(14) 関口良雅「DIPS-0システムの概要」 『電気通信研究所研究実用化報告』第20巻 l号（1971年）' 1-
15頁。

(15) 住谷永夫他「DIPS-0オペレーテイングシステムの製造と検査」 f電気通信研究所研究実用化報
告j第20巻 l号 (1971年） • 93-110頁。

(16) 前掲戸田「データ通信技術の開発」，873頁。
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方や手法を一致させておくことが必須となったのである。

戸田らは， DIPS-1ソフトウェア開発の管理手法の根本に，工程の分割を据えた。当初は，全

体の工程が｛1）基本設計，（2）機能設計（3）詳細設計（4）レピ、ユー，（5）製造，（6）マニュアル執筆，

(7）検査の 7つに分割された。そして．必要な場合には lつの工程をさらにサブ工程に分割する

こととされ，各工程またはサブ工程の期間は全て 3ヶ月以内とされた。 これにより，工程の遅

れが長大なものにならないような仕組みが作られた。また。各工程で作成されるべき目に見え

る生産物（文書ないしはプログラムフ ァイル）を定義し 各工程終了時にはその生産物の品質のレ

ビ、ユーを行うこととした。このレビ、ユーを行うのは 開発グループとは独立の品質保証グルー

プである。 DIPS-1のソフトウェア開発においては，この開発グループと品質保証グループの
(17) 

ほか．この両グループが使用するツール類を開発する開発支援グループが作られた。戸田によ

れば，ソフトウェア開発のマンパワーの約 7割が開発グループ約 l割が品質保証グルーフ＼

残りの 2割ヵ、ら 3割が開発支援グループに充てられた。

工程分割の仕方は，その後いくらかの変遺を経ることになる。最終的に DIPS-1のソフト

ウェア開発で実施されたものは。 レヒ‘ユーおよびマニュアル執筆を独立の工程とせず各工程の

内部の作業項目とし，製造工程をコーデイン夕、・単体デバグ ・接続デバグ ・システム統合の 4

工程に分割したものであった。これらの工程のうち 基本設計および機能設計は電電公社を含

め4社の共同作業で行い，詳細設計ーから接続デバグまでは各社で個別作業，そしてシステム統

合および検査は再び共同作業で行うこととなった （図1）。 新規にプログラムを作る際のこれら

の工程のおおまかな比重をみると 詳細設計ーまで、に全工数の約50パーセント，単体デパグまで

に全工数の約75パーセントが投入されたという 。

この工程分割の考え方が作業標準の形で最初にまとめられたのは1970年12月である。その後，

DIPS 1のソフ トウェア開発がまだ続けられていた1973年9月に，通研と電電公社の事業部局

に共通の「DIPSソフト ウェア作業標準 通研編 第 l版」が制定された。その中では詳細な

工程分割と各工程で、の生産物が規定されている （表 l）。 生産物が記載されていない工程もある

図1 DIPS-1ソフトウェアの生産工程

基本設計 機能設計 詳細設計 コーディング単体デノ、グ接続デバグシステム統合 検査

4社共同作業 各社で個別作業

(17) 前掲戸田「データ通信技術の開発」 873 874頁。
(18) 戸田巌。イン タヒ‘ュー調査。 2007年9月12日。

4社共同作業

(19) 前掲戸田「データ通信技術の開発J.874頁。戸田巌 「DIPS開発計画をめくって」 fオベレーショ
ンズ ・リサーチj第20巻4号 (1975年4月） 21-25頁。戸田巌 ・新井克彦「DIPSlソフト ウェアのマ
ネジメン卜」 『情報処理』第16巻10号 (1975年10月） • 922 925頁。

(20) 大島裕他「ソフトウェアの品質保証」『電気通信研究所研究実用化報告j第24巻1号（1975年）。
248頁。

(21) 前掲 DIPS記念誌編集委員会院修 『DIPS研究実用化の歩み 改訂版 l65頁。
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電電公社の D!PS-1計画と日本におけるソフトウェア工学（佐藤）

表 1 DIPSソフトウ ェアの工程詳細と生産物（1973年9月）

工程 概 要 生産物

システム設計の基盤となる事項の内容を明確にし，システ
設計要項（基本仕様書）

基本設計
BO 

ム設計の基本方針を確立する。その際，経済性機能 ・性
基本設計検討報告畜

(BO) 能信頼性製造のしやすさ スケジュールについて十分
設計要項概要書

検討する。

FD 
個々のサブシステムの機能，構成！インターフェースを固 設計要項（機能仕様書等）

機能設計 め！設昔｜要項を作成する。 機能設計検討報告書

(FD) 設計要項について，関連部門の担当者を含めたレヒ、ユーを
FDR 

実施する。
設計要項概要書

モジ、ユール以下の設計を行う 。コーデイング可能なレベル
詳細仕様書（詳細設計書，

DDl 
まで設言十条件を固める。

ジェネラルフローチャー

卜等）

詳細設計 Rl 
各種インターフェースの相互確認を実施し，性能目標に関

(DD) する充足性を惟認する。

DD2 
コーデイングが一意に可能な程度にアルゴリズムを詳細化 詳細仕様書（ディテール

する。 フローチャー 卜等）

R2 インターフェースのf確認，機能実現論理のレビューを行う。

Ml 
コーデイングを行う。本工程と次の R3工程とをパラレル アセンブル／コンパイル

に進めても良い。 リスト等

~ 事H；定.,,. 

R3 
論理の確認と修正ならびに机上での性能に関する最終評価

(M) を行う 。

M2 
サブモジュール／ルーチン内の論理デバグを計算機を使用

オブジェクトモジュール
して行う（単体テ、パク、）。

Sll 
モジュール／サブモ、ン、ユールを接合してインターフェース

接続 を確認する。

デバグ サブシステム／モジュールを接合してインターフェースを 検査要項，システム統合

(SI) 
SI2 

確認する。 操作説明書等

SIC 発注単位あるいは分割製造単位のレベルで品質保証を行う。SIC検査成績害等

PTC 
システムが設計要項およびマニュアルに記載された事項を

総合検査成績書等
総合試験 満足していることを検査する。

(PT) システムが機能および性能と保守 運用手順を充足してい
PT 

ることを碓認する。
技術資料等

総合運転
RT 所内にサーピスを提供して，安定性確認作業を実施する。

試験

DM 
マニュアルを執筆しそのレビューを実施する。M2工程

マニュアル（ 0版）マニュア
開始以前に終了する。

ル作成

(DM) DMC 
マニュアルが利用者の期待する内容を満足しているか否か マニュアル(1版）

検査する。 マニュアル検査成績蓄

電気通信研究所「DIPSソフトウェア作業機準一通捌編 第 l版J1973'.ij＇ゴ 9月lEl. 47-59頁を基に作成。
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技術と文明 16巻 l号（8)

が，それらにおいても各工程についての計画書と報告書の作成が要求されている。これらの生

産物l 計画書，報告書については作業標準の中で詳細に記載内容やフォーマッ トが指定された。

生産物は工程終了時にレビ、ユーの対象になるが，工程内であっても他部門の担当者を含めずに

実施する内部レビ、ユーを適宜実施することが望ましいとさぷ売。

作業標準では工程と生産物の定義のほかにも，様々な内容が定められた。例えば，階層構造

をもち多岐にわたるプログラムの名称の命名方法が体系的に規定された。これによ り命名の重

複等の問題を防ぎ，技術資料の管理を円滑に行うことが目指された。設計の際に使用するコー

ド等も統一的に定められた。また，フローチャートの書き方やプログラミングの際に参照すべ

き共通事項なども詳細に規定された。生産物，計画書，報告書の承認手続きや，プロジェクト

内部の連絡を行う際に適宜用いられる 「連絡票」およ びレビュー作業の回答等に用いられる
(23) 

「コメント票」等のフォーマットも指定された。

作業標準においてはさらに，各種打合せの組織や運営についての原則も定められた。電電公

社を含めた 4杜の共同作業により設計を行う際には，頻繁な打合せにより意思統ーを図ること

が不可欠であった。DIPS1計画では，システム，ハードウェア，ソフトウェアの 3系統に分け

て打合せが設定された。システムの全体を統括する打合せは SA，ハー ドウェアの全体を統括

する打合せは HA，ソフトウェアの全体を統括する打合せは PAと呼ばれた。戸田は DIPS-1計

画発足当初は PA主査 （兼HB主査），後に SA主査を務めた。ソフトウェアに関する PA以外の

打合せは適宜設定されることとされた。実際には， DIPS1計画では PBはソフ トウェアの共通

設計に関する事項を取り扱い，共通的な問題が発生した場合に連絡票の提出を受けて解決策を

作成し関係者に連絡周知した。PCはプログラミング言語開発を担当し。 DIPSのシステム記述

言語である高レベル言語 SYSL(SYStem description Language）等の開発を行った。作業標準の策

定を含む品質保証の推進を担当したのは PJでその主査はもともと交換機設計に携わってい

た飯村二郎であった （飯村は後に PA主査となった）。 これら打合せにおいては進捗状況報告が行

われたほか，検討項目ごとに担当者あるいは担当社が割り当てられ検討結果が提出されると

審議の上決定された。DIPS-1言卜画のような大規模プロジェク トにおいては情報の適確な疎通

を確保することが極めて重要であるため，特に初期にはキーパーソンに関連する全ての打合せ

に出席することが義務づけられた。進捗状況報告のフォーマットおよび打合せの議事録の
(24) 

フォーマットや，打合せ案内書ーのフォーマットさえも作業標準で定められた。

このように作業標準においてはプロジェクトの隅々まで開発方式 ・実施手順が定められたの

(22) 電気通信研究所「DIPSソフトウェア作業標準一通研編ー第 i版」。 1973年9月 1日 47-89頁，
155 204頁。

(23) 前掲電気通信研究所「DIPSソフトウェア作業標準一通研編ー第 l版」。
(24) 前掲電気通信研究所「DIPSソフトウェア作業標準一通研編ー第 l版」 29-38頁。前掲戸田 ・新
井「DIPS-1ソフトウェアのマネジメント」。 前掲戸田「DIPS開発計闘をめぐって」。前掲 DIPS記念誌

編集委員会監修 rDIPS研究実用化の歩み改訂版 J.120頁。 飯村二郎インタピ、ユー調査＇ 2007年
9月14日。
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電電公社の DIPS1計画と日本におけるソフ トウェア工学（佐綴）

であるが，これは DIPSlのソフトウェア開発に従事した者の多くが経験年数の浅い技術者

だ、ったことによるところが大きい。通lilfのデータ通信研究部が発足した1968年 1月にはその人

員は55名のみであり，その大部分は新卒社員か，あるいはそれまで電話交換や伝送といった別

の分野で業務に従事していた若い技術者たちであった。その後同部の規模は拡大していったが，
(25) 

集められた者のほとんどは未経験者であった。メーカー 3社においても，コンビュータ分野の

経験者を DIPSl計画のために集めることがなかなかできず，中途採用を含め新規入社した人

材などを大量に確保しようとしたという 。このような未経験者の集団をソフトウェア開発に従

事させる上では，作業標準のような標準化された明確な業務の指針を定めておくことは生産性

を高める上で、効果的だった。逆に言えば，ベテランのソフトウェア技術者が少なかったからこ
(27) 

そ，作業標準のような画一的で、標準化された管理手法が円滑に受け入れられたとも言える。も

ちろん，作業標準に基づく開発方式に全く抵抗がみられなかったというわけで、はない。戸田も，

当初は文書等の中間生産物が過剰で開発グループの不評を招いたこともあった と当時を振り
(28) 

返っている。現実には，作業標準に常に厳密に沿って文書作成が行われたわけで、はなく，通研

およびメーカーの簡で協議して文書の量を適宜調節した場合もあり ，またそうした調整を反映
(29) 

して作業標準も逐次改訂されていくこととなった。

DIPS-1計画において 作業標準がそれほどの抵抗なく実施されたもう一つの理由としては，

予算300億円という資金の潤沢さが挙げられる。作業標準に規定される膨大な文書化や厳密な

レビューを実践することは相応の工数と支出を伴う 。DIPS計画においては，このような支出

も電電公社によってカバーされた。つまり 出来上がった製品に対して公社側からメーカーに
(30) 

対価が支払われたのではなく，要した経費全てが支払いの対象になった。したがってメーカー

側には文書化やレビューのコストを節約して利潤を上げようというインセンテイブが働かな

かった。民間企業ではなかなかこうはいかなかった。ある業界関係者は1975年の座談会で，文

書化の必要性を認めながらも次のように述べている。「ところが今の日本における一般的傾向

としては， ドキュメントをきちんとすることが，どの位製造者側のコストと工数に反映するか

についての発注者側の認識が極めて少ない。 ドキュメントを本当に真面目にやると，かなりの

(25) 前掲 NTIR&Dの系譜出版委員会 fNTIR&Dの系譜一実用化研究への情熱の50年J,252頁。前
掲戸田「データ通信技術の開発」.873頁。戸田巌，インタビュー調査， 2007年 7月17日。

(26) 田中茂巴 インタビュー調査， 2007年10月9日。原田昌孝，インタピュー調査， 2007年10月5日。
和田昌美，インタビュー調査， 2007年 9月29日。

(27) 前掲戸田 ・新井「DIPS-Iソフトウェアのマネジメント」＇ 924頁。前掲戸田「DIPS開発計画をめ
ぐってJ.25頁。田中茂巳，インタヒ、ユー調査， 2007年10月9目。原田昌孝P インタビ、ユー調査， 2007
年10月5日。和田昌美，インタビュー調査， 2C87年9月29日。

(28) 前掲戸田「DIPSで学んだことJ.43頁。
(29) 田中茂巳，インタビュー調査＇ 2007年10月9日。原田昌孝。インタビュー調査＇ 2007年10月5日。
和田昌美 インタビュー調査＇ 2007年9月29lol。

(30) 田中茂巴インタヒ‘ュー調査， 2007年10月9日。和田昌美，インタビュー調査， 2007年9月29日。
逆に言えば，作業標準により工程ごとに生産物を作成させるということはl それに基づいて工数を確
定し経費支払いの根拠とするという意味機能をも っていたということである。
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技術と文明 16巻l号（10)

(31) 

場合作成者側は赤字になってしまう」。DIPSl計画においては，資金の潤沢な公的機関がフ。ロ

ジェクトを主導したことが作業標準実施の大きな推進力となったのである。

さて， DIPS-1の作業標準に規定される膨大な文書化と厳密なレビューの考え方の起源は，

前述したように部分的には戸田ら少数の技術者の PL/Iのコンパイラ開発や DIPSO計画の経験

に求めることができるが1 その背景には電電公社という組織の性質があった。電電公社におい

ては事業部局 と通研との聞のコ ミュニケーシヨンが精確に，ある程度フォーマルな形でなされ

る伝統があった。例えば，通研で開発された電話交換機等のシステムは 厳しい納入検査をク

リアした後に，膨大で、詳細なマニュアルとともに事業部局に引渡された。巨大な公共的組織で

あるがゆえに部局聞の技術移転が円滑に行われるためには検査や文書化を徹底する必要があっ

たのである。そのうえ，通石iJIも含め電電公社は官僚組織としての性格を持っており，職員は 2

年から3年に一度異動するのが通例であったから，技術事項の維持が行われるためには文書化

は不可欠であった。このように 文書化と高信頼性の追求と いう電電公社全体の文化が DIPS-

1計画実施の背景にあった。特に， DIPS計画に多くの人材を供給した電話交換機の分野におい

ては，徹底して高い信頼性が追求されていた。

ところで， DIPS1計画において用いられたソフ トウェア工学的アプローチは，開発作業の

標準化だけではない。例えば， DIPSの OS記述用言語として通研が開発した SYSLは.PL/Iを

ベースとした高級プログラミング言語で アセンブラ語に比較して約 2倍のプログラム生産性

を実現した。この書きやすく 読みやすく テゃパグ、しやすい言語によって OSのプログラミン

グ作業が大幅に効率化されたのである。また ハードウェアの完成前にソフトウェアのデバグ

を開始することができる よう シミュレーターが開発された。これは， DIPS1用ソフトウェ

アの中の命令を既存の富士通のコ ンピュータ FACOM230/60の命令に変換して同コンピュータ

上で走らせることができるようにするソフトウェアであり プログラム製造支援シス テム
(33) 

(PDS. Program Development Support system）と呼ばれた。

DIPS 1のソフトウェア開発において 1 通研のソフトウェア工学的アプローチが果たした役

割は大きい。DIPS-1計画ではソフトウェア開発の技術的ハードルは大きく，戸田も「DIPS1 

実用化の過半の努力は そのソフトウェアの開発に向けられた」と述べている。だが，開発作

(31) 「ソフトウェア エンジニアリングをめぐって」 『情報処理J第16巻10号（1975年10月）， 944頁。
(32) 前掲戸田 「データ通信技術の開発J.877 878頁。戸田巌新井克彦福田滋「DIPSlオベレー
ティングシステムの実用化」 『電気通信研究所研究実用化報告j第24巻 l号 （1975年） 16 17頁。寺島
信義 ・細谷僚一 －高橋宗雄「システム製造用言語 SYSL」『電気通信研究所研究実用化報告』第24巻 l

号 (1975年）' 95 108頁。細谷僚ー，インタヒ、ユー調査 2007年9月27日。
(33) 飯村二郎他「DIPS-1プログラム製造支援システムj『電気通信研究所研究実用化報告』第20巻11
号（1971年）， 27 49頁。前掲 DIPS記念誌編集委員会政修 『DIPS研究実用化の歩みー改訂版ー』 34-
36頁。l共l口良雅「大型電子計算機 DIPSについてJ『情報処理j第13巻 3号 （1972年3月）。143-144頁。
「プログラムの製造を能率化するJr通研月報』第26号 7号 （1973年）' 1 4頁。このシミュレータを
用いる開発手法は，DIPSl以前にも CM100開発の｜努にすでに採用されていた。

(34) 前掲戸田 「DIPS開発計画をめぐって」， 24頁。
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電電公社の DlPS1計画と日本におけるソフトウェア工学 （佐藤）

業の標準化と開発支援環境 ・ツールの整備が適切になされたために，電電公社とメーカー 3社

の技術者らは OSを含む基本ソフトウ ェアとアプリケーションソフ トウェアの双方を次々に完

成させていった。1973年12月には， DIPS-1を用いた初めての商用サービスである科学技術計

算サービス （DEMOSE, DEnclenkosha Multi-access Online Syst巴m-Extenclecl）が開始された。これ

は既に他の商用機を用いて1971年 3月から始められていた DEMOSの拡張型であり，ユーザが

TSSにより自身のプログラムを実行したり電電公社の有するプログラムライブラリを使用した

りして線形計商法などの複雑な計算を実行できるというものである。1975年には，ユーザーが

TSSにより伝票処理や在庫管理資料の作成を行うことができる販売・在庫管理サービス

(DRESS, Denclenkosha REal-time Sales-management System）にも DIPS-1が適用された。さらに

DIPS lは金融システムにも採用され， 1976年 5月には千葉銀行，同年 7月には北海道銀行の

オンラインシステムに用いられた。その後は DIPS-1の後継機が金融機関用システム等で幅広

く採用され，さらに1978年以降は郵政省，運輸省，社会保険庁，労働省等の「ナショナルプロ
(35) 

ジェク トJと呼ばれる公的機関のシステム構築に用いられていった。

DIPS計画におけるソフトウ ェア開発がDIPS-1用のものからその後継機用のものに移行した

後は，通研のソフトウ ェア工学的アプローチはさらに幅広い展開を見せた。作業標準について

は， 1976年 1月に第 2版が出され，その後も必要に応じて改訂が行われた。一方，ソフ トウェ

ア製造の生産性や品質の向上を目的としたさまざまな手法も導入されていった。まず言語に関

しては，欧米で1960年代後半に提唱され始め次第に日本にも浸透してきた構造化プログラミン

グの考え方を取り入れた SIMPLE (reliable So仕ware!Mplementing higher-lev巴lProgramming 

LanguagE）というシステム記述用言語が開発され，また， SYSLに比べて工数の削減を図ること

ができるプログラミング言語で米国国防総省が開発したAdaを採用することによりソフ トウェ

アの部品化・ 再利用の促進が進められた。設計段階については，通例ソフトウ ェア開発の設計

内容の記述に用いられるフローチ ャートに代わって，コンパクトチャート ，のちに HCP

(Hierarchical and ComPact description chart）チャートという新たな高密度の設計図法が考案され

た。また，プログラ ムの設計，試験。デバグ， ドキュメント作成等の作業を支援するツール類

も次々と開発され，さらにこれらのツール類を統合的に整備した総合ソフトウ ェア生産システ

ムWAVE(Widely Available Versatile Environment for software development）が1980年代前半に，そ
(37) 

して SPACE(Sofu川巴 ProductionAnd Circulation Environment）が1980年代後半に開発された。

(35) 前掲 DIPS記念誌編集委員会殴修 『DIPS研究実用化の歩みー改訂版－l39頁。7883頁。伊吹公
夫 ・高村莫司 「DIPS開発の現状と謀題J『電気通信研究所研究実用化報告J第31巻 8号 (1982年），21 
頁。日本経営情報開発協会編 『コン ピュータ白書 197U コンピュータ ・エージ社。 1971年， 220-227

頁。南津宣郎 『日本コンピュータ一発達史J日本経済新聞社， 1978年， 202209頁。
(36) 電気通信研究所 「DIPSソフ トウェア作業標準 通研編 第2版J,1976年1月。前掲 DIPS記念
誌編集委員会監修 rorrs研究実用化の歩みー改訂版－l 37 39頁。

(37) 前掲戸田「データ通信技術の開発」， 876-881頁。花回収悦他 「プログラム生産技術の体系と評価」
『電気通信研究所研究実用化報告』第28巻12号 （1979年）。329339頁。前掲 DIPS記念誌編集委員会監
修 『DIPS研究実用化の歩みー改訂版－.I.53 57頁。
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技術と文明 16巻1号(12)

このように展開していった通研におけるソフトウェア工学の起点となったのは，1968年から

始まった DIPS1のソフトウェア開発であった。それでは，この動きは通研の外部における当

時のソフトウェア開発をめぐる動向とどのように関わり合っていたのだろうか。次節では，

DIPS l計画に参加した日本電気・日立・富士通におけるソフトウェア工学的アプローチの採

用の過程を概観し，通研のソフトウェア工学の日本国内における位置づけについて考察してみ

たい。

3.メーカー各社におけるソフ トウェア工学

通Mが DIPSl計画の際，ソフトウェア開発作業の標準化を核とするソフ トウェア工学的ア

プローチの実践に踏み込んだのは，時期的にはかなり早かったといえる。そもそも世界的にみ

ても，ソフトウェア工学の概念が普及したのは1968年10月に NATO科学委員会がドイツで開催

した「ソフトウエアエンジニアリングに関する会議」以降であ2。この会議が聞かれたのは，

IBMが1964年に発表した System/360用の巨大なオペレーテイングシステム OS/360の開発にお

いて大幅な予算－スケジュールの超過と信頼性の問題に悩まされたことで，「ソフトウェア危

機jの認識が関係者の聞に高まっていた時であったすなわち ハードウエアの急激な能力向

上と大規模化にソフトウェア開発の技術がついていけない状況にあるという危機感が広がって

いたのである。このため，ソフトウェア開発を従来の家内工業的なやり方から近代的な工学的

生産方式に基づくものに変えていく。というねらいを込めて「ソフトウェアエンジニアリング

に関する会議jが開催された。ただしこの会議は NATOの開催によるものであったから， 日

本からの参加者はおらず。日本では「ソフトウェア危機」についてはようやく翌1969年の11月

に 『情報処理』 誌上で注意が喚起されて＂~~ 。 一方で DIPS 1計画に係る電電公社とメ ーカー

3社の共同研究体制が開始したのが1969年4月，最初の作業標準がとりまとめられたのが1970

年12月であるから，時期的にみて，この NATOが開催した会議によるソフトウェア工学の必要

性に対する世界的な認識の高まりが通研におけるソフトウェア工学的アプローチに影響したと
(41) 

はいえない。戸田や飯村も当時はこの会議については関知していなかったと語っている。通研

のソフトウェア工学的アプローチは国際的には閉じた環境で形成したのである。

(38) Peter Nau1 and Brian Randell (eds.), Soβware E11gineering: Repoバ011.a confere 11 ce span so red by 
the NATO ScieNce Com111ittee, Carmisch, Germany, 7th to !Ith Octobe1 1968, January 1969.なお翌年
にはさらに技術的議論に踏み込んだ会議が開催された。JN. Buxton and B. Randell (ed.). Software 
E11ginee1 ingアechniques:Re戸011011 a co11fere11ce s戸onsoredby the NAア0Science Com附 ittee.Rome. 
Italy, 27th to 31st October 1969, April 1970 

(39) M キャンベルーケリ－ w.アスプレイ著山本菊男訳 『コンピューター 200年史情報マシーン
開発物語』海文堂出版. 1999年. 198-205頁。フレデリ ック P・ ブルックス著，滝沢徹 －牧野祐子 ・
富津昇訳 『人月の神話［新装版］ 狼人聞を撃つ銀の弾はない』ピアソン エデュケーション 2002 
年。

(40) 高僑秀俊 「ソフトウェア危機」『情報処理j第10巻 6号 (1969年11月） 373-374頁。
(41) 戸田巌，インタビュー調査，2007年9月12日。飯村二郎．インタビュー調査， 2C07年9月14臼。
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電f!l'.公社の DIPSl計画と日本におけるソフトウェア工学（佐藤）

囲内的には， 1964年の東京オ リンピック開催時に採用された競技データ処理用リ アlレタイ

ム ・システムを日本 IBMが開発した際に，ソフ トウェア工学的アプローチの先駆的な形態が

みられた。このプロジェクトを統括した竹下亨は，開発プロセスにおいて標準化と文書化を

行ったことを強調している。ただ，このソフトウェアの規模は17万ステップ余りであり，要員
(42) 

も最盛期で50名規模と，いずれも DIPS-1のソフトウェアに比べてー桁小さい。また，日本

IBMが開発したソフ トウェアはアプリケーションソフ トウェアであって， DIPS-1ソフ トウェ

ア開発の中心部分となった OSではなかった。OSは一般にアプリケーションソフトウェアよ

りも内部の技術的結合度が高く，ソフ トウェア工学的アプローチ導入の必要度が高いのである。

また，そもそも電電公社と外資である 日本 IBMとの聞の関係はキIllく，日本 IBMの開発の経験
(43) 

が DIPS-1計画に影響したことについては戸田も否定する。

それでは，もともと電話交換機などの調達を通じて電電公社との関係が強く， DIPS計画の

共同研究のパー トナーでもあった日本電気，目立，富士通においてはソフトウェア工学的アプ

ローチはいつ頃からみられたのであろうか。これら 3社はいずれもいわゆる「電電ファミ

リーjの一員であったが，各社のソフ トウェア開発に対する考え方は異なる部分もあり，社風

においても違いがあった。また， DIPS計画への参加の経緯をみても， DIPS-0計画については

目立のみの参加となっている。したがって，ソフ トウェア工学的アプローチをめぐる電電公社

との関係を理解するためには， 3杜の動きを個別にみていく必要がある。

目立はこれら 3社のうちで，ソフトウェアを明確に工業製品であるととらえた時期が最も早

かったといえるであろう。1969年2月には，日立はすでに独立の「ソフトウェア工場」を設立

しているが守この背景には それまでハードウェアの附属品として考えられていたソフ トウェ
(44) 

アを一つの製品としてとらえこれを独立した工場で生産するという考え方があったという。こ

のソフトウ ェア工場では，従来ハードウェア開発で実践されていた生産管理の方式をソフ ト

ウェア開発にも適用するという考え方がとられた。実際，このソフ トウェア工場においては設

立当初から独立した検査部が置かれていたが，このように独立したソフ トウェア検査の組織の

存在は当時としてはまだ日新しいものだった。目立においては，すでに1965年頃からハード

ウェア開発のやり方をソフ トウェア開発にも導入していこうとする動きがあったという 。目立

のソフ トウェア開発方式の基盤は，同社の総合電機メーカーとしての長い歴史の蓄積の上に築
(45) 

かれていたのである。

ただし，ソフトウェア工場設立当初は，工程ごとに作成される中間生産物として仕様書等を

(42) 前掲下回 『ソフトウエア工場J,40 42頁。竹下亨「オリンピックと情報処理」 『情報処理j第6巻
3号（1965年5月）。140148頁。

(43) 戸田巌 インタビュー訓査。 2007年9月12日。
(44) ソフ トウェア工場十年史編纂委員会編 『ソフトウェア工場卜年の歩みj目立製作所ソフトウエア
工場， 1979年＇ 4頁， 22頁。

(45) 前掲ソフトウェア工場十年史編纂委員会編『ソフトウェア工場卜年の歩みJ5頁， 160頁。「日立
製作所ソフトウェア工場」 『HITACj78号（1973年6・7月）。17-20頁。
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技術と文明 16巻 I号（14)

レビューするという考え方は確立されていなかった。『ソフトウェア工場十年の歩みJによれ

ば，工場設立後数年間の聞にそうした仕様書等が管理対象とされるようになり ，同時にデバグ
(46) 

工程の管理の改善により， 工程遅延率が急速に改善していった。このような工程管理を行って

いく際に，中核的役割を果たしたのが目立ソフトウェア工場の作業標準「日立ソフトウェア標

準 （HSS）」である。HSSの最初のパージョンは遅くとも 1970年 7月以前に制定されている。こ

れは，工場の主任以下の全従業員に対する fHSSテストJというものが同年 7月24日に行われ

ていることから分かる。このテストは従業員の教育と HSSの工場内での徹底を図るために行

われた。工場設立後数年間は，毎年数百人の新入所員が入社しており これら未経験者の教育

を充実して生産性の向上を実現することは工場にとって至上命題であっ（完。

こうして目立は通研とほぼ同時期にソフトウェア開発の作業標準を定めたのであるが，その

動機は通研の場合とは異なっていた。目立はもともと技術の管理を重視する社風をもっており，

工場には厳格な作業標準，あるいは工場規格が必要で、あるという通念が社内にあった。ソフト

ウェアのように実体が目に見えないものであっても 工場と名がついたならば作業標準，ある

いは工場規格のようなものがなければおかしいとされた。したがって ソフトウェア工場にお

いては1969年 2月の設立後すぐに HSSを作成しはじめた。通研が DIPS計画で作業標準を作成

したのは，通研とメーカー 3社のソフトウェア開発の進め方を統一するためと，大規模なソフ

トウェアを多人数で混乱なく開発していくため，というのが主な理由であったから， 日立が作

業標準を作成した動機とは異なる側面があったといえる。目立では 大規模であろうと小規模

であろう と．工場で生産するからには作業襟準が必要であると考えられた。だが，作業標準の

制定の際に，通研と目立が互いに全く無関係だったわけではない。同時期に検討が行われたこ

ともあり，戸田によれば ハードウェアの検査についてもソフトウェアの検査についても目立

の技術者といろいろ議論したという。飯村も ソフトウェア開発の概念について通研と目立は

互いに影響し合ったのであり， DIPS-1の作業標準を作成するにあたり検査に関しては特に目

立の考え方を参考に したと語っている。

したがって，目立は比較的早いH寺期から一定程度の独立性と自発性をもってソフトウェア開

発作業の標準化を進めたといえる。そのl筏 DIPS-1計画においては通研と影響し合い，また

同時期のプロジェクトである国鉄の座席予約システム MARS-105のソフトウェア開発にあたっ

ては国鉄と調整しつつソフトウェア工学的手法を実践していった。MARS-105ソフト ウェアは

30万ステップ規模と， DIPS-1に比較すればかな り小さかったが，その開発においては工程が

(46) 前掲ソフトウェア工場卜年史編纂委員会編 『ソフト ウエア工場十年の歩み1114頁。
(47) 前掲ソフトウエア工場十年史編纂委員会編 『ソフトウェア工場十年の歩み18頁， 28頁，117頁
122頁。

(48) 原旧昌孝，インタビュー調査.2007年10月5日。飯村二郎。インタビュー調査。2007年11月13日。
前掲ソフトウェア工場十年史編纂委員会編 『ソフトウエア工場十年の歩みl 117頁。

(49) 戸田巌．インタビュー制王！！＇. 2007年10月30日。飯村二郎より筆者への Eメール 2007年10月11目。
前掲 DIPS記念誌編集委貝会民修 rorrs研究実用化の歩みー改訂版－J.36頁。
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'iltfll公社の 印PS-1計画と日本におけるソフトウェア工学 （佐藤）

定義され，工程毎にドキュメントの作成とそのレビューが行われた。目立においては DIPS-1

計画以外でも早期にソフトウェア開発作業の標準化が進められていたのである。

作業標準策定の時期が早かった 日立と対照的なのが富士通である。DIPS-1言｜ー函の開始時，

富士通の技術者にと っては作業標準という考え方は全く新しいものだった。富士通は以前から

証券会社のオンラインシステムの開発などを行っていたが，その際に正式な工程管理やレ

ビューを行ったことはなかったという。富士通においては。「ソフ トウ ェアは職人芸あるいは
(51) 

芸術だから杓子定規にやるものではない」という感覚が広く共有されていたのである。

だが．富士通においては. DIPS関連の部署で DIPSのソフトウェア作業標準に従うように

なっただけではなく， FACOMや Mシリーズといった同社の別のシステムの関連の部署でも

徐々にではあるが作業標準の考え方の重要性が理解されていったという 。これは，これらの部

署において DIPSの作業標準がそのまま導入されたということではない。しかし富士通がそ

の後，工程分割の方法や工程ごとの生産物のレビ、ユーなどを次第に重視する ような機運を育む
(52) 

過程で DIPSの作業標準がある程度の影響を与えたということはいえるようである。

実際，富士通が自社のソフ トウ ェア開発に係る作業標準として定めたものには， DIPSの作

業標準の影響を垣間見ることができる。まず，同社が OS等基本ソフトウェア開発用に定めた

工程区分規定では，工程の分け方と名称，各工程の作業内容と生産物が定められているが，そ

もそもここで「生産物」という，それまでソフ トウェアの分野ではあまり一般的でなかった用

語が用いられていたこと自体が DIPSの作業標準の影響を感じさせる。ただし，工程の分け方

は。（l）システム要求分析， （2）サブシステム要求分析，（3）プログラム要求分析， （4）機能設計，（5)

プログラム設計，（6）コーデイング，（7）プログラムテスト， （8）サブシステムテスト，（9）システム

テスト， （10）検査となっており， DIPSの作業標準に比べやや違いがみられる。また，富士通の技

術者による1978年の論文には「当社は機能設計からシステムのテストを完了するまで組織とし

て分業化する必要はないと考えている」とあり，この時点でーは独立した中間生産物の検査の組

織が設けられていなかったことが分かる。一方，同社はアプリケーションソフ トウ ェア開発用

の作業標準として SDEM(Software Development Engineer’s Methodology）というものを1977年に

定めており，この中でも工程の分け方と，生産物とは呼ばれていないが工程ごとに作成するド

キュメントが規定されている。ただし SDEMにおいてはやはり工程分割の仕方に独自の面が

みられ1 また大規模，中規模， 小規模のそれぞれのソフトウェアについて異なる工程分割がな

(50) 金子則彦 『旅人をつなぐマルスシステム’開発ストーリーjアイテ yク 2005年 64.75頁。名
内泰磁 I暖味性とのたたかい一体験的プロジェクトマネジメント論Jtn泳社， 2005年，202-204. 208 
頁。尾関雅則より筆者への Eメール。 2008年2月18日。

(51) 和田昌美。インタピュー調査.2007年9月29日。
(52) 和田昌美，インタビュー制査 2C07年9月29日。和田昌美より畿者への Eメール，2007年10月12
El。

(53) 辻ヶ堂信 君島i告「大'lJ~絞オペレーテイングシステムの開発管理」「電気学会雑誌』第98巻 l 号
(1978年I月）• 20 23頁。
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されている。こうしてみると，富士通は DIPSの作業標準の影響を部分的に受けつつ，独自の

作業標準を定めていったとみることができる。

ところで，富士通は作業標準の運用について日立のように厳格に考えてはいなかったようで

ある。むしろ，富士通において作業標準は囲碁や将棋における「定石Jのようにとらえられて

いた。それがなければ能力を効率的に伸ばすことができないが 実践の段階ではその場に応じ
(55) 

た使い分けや応用動作が必要だというのである。実際の開発現場でも，ある座談会の中で富士

通の技術者が嘆いているように「とにかくドキュメントを残せと言っているのですが，その書

き方が問題でして，個性が非常に強く出る。なるべく個性を出してほしくないのですが，現実
(56) 

にはそうは行かない」という状況であった。また。目立がソフ トウェア開発をハードウェア開

発と類比的にと らえ，前者に後者の生産管理手法を導入しようとしたのに対し，富士通はソフ

トウェアとハードウ ェアとの問の違いは大きいと考えていた。目立ソフトウェア工場の検査部

長菅野文友は， 1972年の論文の中で「ソフトウェア ・エン ジニアリングにあっては，ハード

ウェア ・エンジニアリングにおいて確立された各種の技法を存分にとり入れるべき広汎な分野

があり，むしろハードウェアとソフトウェアの類似性に着目してこそ ソフトウェア・エンジ

ニア リングの健全な発展があるといえよう」と書いているが，これに対し，富士通のソフト

ウェア事業部計画部長兼検査部長辻ヶ堂信は1978年の論文の中で「『ソフ トウェア生産』を自

動車などの生産工程になぞらえて管理するのは危険だと考えている」と書いているし別の富

士通の技術者も，ソフ トウェア生産においては試作工程がなく。また人的要因への依存度が高

く，かつ実体の客観的把握が困難で、あるなど「他の工業製品と比較すると著しい特徴があるj
(57) 

と書いている。富士通においては ソフトウェアを工業製品としてとらえ作業標準に厳密に

沿って開発を進めるという姿勢は，目立よりも徹底していなかったのである。

日本電気の場合には， 目立や富士通とはまた異なったソフトウェア工学的アプローチへの考

え方がみられた。日本電気において1970年代にソフトウェア工学の重要性を先頭に立ってア

ピールしたのは， DIPSプログラム開発部長，基本ソフトウェア開発本部長を歴任し，後に副社

長ーまでつとめた水野幸男である。水野は1975年の論文の中で。ソフトウェアの開発方法を従来

の個人的・工芸的な段階からより合理的・近代的な開発生産方法に移行しなければならない時

期に到達したと指摘したうえで，ツール類の開発等ソフトウェア開発環境の整備の必要性を訴

え，開発作業の標準化・ 工程管理 ・品質管理等を推進しなければならないと論じている。ここ

で水野は工程の分け方を，（φ）計画（I)基本設計， （II）詳細設計， （ill)Implementation, (N) System 

(54) 「FACOMソフト ウェア ・エンジニアリング」 ［FACOMジャーナルj第3巻12号 （1977年），25-31 

頁。
(55) 前掲「FACOMソフトウェア エンジニアリングJ.26頁。
(56) 前掲「ソフトウェア エンジニアリングをめぐってJ,943頁。
(57) 菅野文友「ソフトウェアの検査の考え方」 『情報処理』第13巻 5号 (1972年5月）' 294 295頁。前
掲辻ヶ堂信 ・君島j告「大規模オベレーテイングシステムの開発管理J,22頁。和田昌美「ソフ トウェア
の品質管理」 『電子通信学会誌j第66巻4号（1983年4月），348-353頁。
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Integration, (V）検査，（珂）保守のように示し，それぞれの工程でイド成すべきドキュメン トを示し

ている。このような考え方は DIPSの作業標準と 同じであるが，やはり工程の分け方は少し相

違してしヨ。また，興味深いことに，水野や他の日本電気の技術者によって警かれた論文には
(59) 

「生産物」という用語が登場しない。これは，日本電気が DIPSの作業標準から受けた影響が少

なかったことを示しているように考えられる。

実際，当時日本電気で DIPSのソフトウェア開発に携わった技術者によれば，同社の DIPS関

連部署以外が DIPSの作業標準の考え方から受けた影響はほとんどみられなかった。社内の技

術者の聞で DIPSの作業標準というものがあるということは認知されていたが，彼らが同様の

手法でソフ トウェア開発を進めようとしたことは滅多になかったという。そもそも？ソフ ト

ウェア開発の過程において ドキュメン 卜を中間生産物とする考え方は同社では確立していな

かった。 ドキュメントの形で開発組織の中で技術的なやりとりをするのではなく，むしろ注釈

入りの原プログラムでコミュニケーションをしていたという 。もちろん設計に必要な仕様書等
(60) 

は作成したが，原プログラムのままモジ、ユールの再利用を行ったという ことである。別の日本

電気の技術者による1978年の論文においても，文書化について「いわゆる“ドキュメント倒れ”
(61) 

にならぬよう ，手書き文書の出力は最小に止めている」との記述がある。これは，日立の菅野

が「ソフ トウェア ・エンジニアリングにおけるドキュメンテーションの占める位置，ならびに
(62) 

その意義は， はかり知れない程高い」と書いていたのとは対照的である。 しかし日本電気にし

ても，ソフ トウェア開発を率いていた水野は標準化・ 文書化を強調していたのではなかったか。

ここには一見矛盾があるようだがt 水野については一種の学者の立場で実務よりも理論として

さまざまなことを論ずる傾向がある。という人物評が理解の鍵を与えてくれる。つまり日本電

気のソフトウェア開発の現場においては DIPSの作業標準にあるような考え方は全体としてそ

れほど実施されていなかったのである。

とはいえ， 日本電気も水野の指導のもと，作業標準の策定には比較的早い時期にとりかかっ

ている。STEPS(Standardized Technology & Engineeri口gfor Programming Support）とよばれるこの

作業標準は， 1971年にその検討が始まり， 1972年に初版が完成した。STEPSでは工程管理の考

え方が示され，標準化とモジュール化に基づくプログラムの再利用が強調されているが，こう

(58) 水野幸男「ソフトウェア エンジニアリングの必婆性Jr情報処理j第16巻10号 (1975年10月），
836 840頁。なお，水llffは特にソフトウェア開発作業の標準化の必要性に関して強い信念を持ってい
たようであり。一般のシステム開発者向けの書籍を出版している。水野・幸男 東基衛編 『コンピュー
タソフトウエアの標準化jシリーズ，全6巻，臼本経済新聞社. 1977年。

(59) ただし令日本電気の DIPS関係部署に所属する技術者によって脅かれた論文には 「生産物」とい
う用語カfみられることカfある。

(60) 田中茂巳，インタビュー調査.2007年10月9日。
(61) 登家正夫 「ACOS-4オペレーテイングシステム開発のプロジェク ト管理」 『電気学会雑誌』第98巻

1号（1978年1月）， 25頁。
(62) 前掲菅野「ソフトウェアの検査の考え方J.298頁。
(63) 田中茂巳インタビュー調査， 2007年10月9日。飯村二郎，インタビュー調査， 2007年llJcJ13日。
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した手法はハードウェアとの類推から導かれたものである。STEPSを紹介する論文の中で水

野らは「ソフトウ ェアとハードウェアとの問に本質的相違はあるものの，標準化に関してはい
(64) 

くつかの類似点を見いだすことができる」としている。日本電気は ハードウェアとソフト

ウェアとの聞の大きな相違を認めつつも，そのソフトウェア開発手法は同社のハードウェア開

発の経験に立脚していたといえそうである。

さで前述したように通研のソフトウェア工学的アプローチは1970年代後半以降幅広い展開

をみせたが，メーカー 3社においてもそれぞれ目まぐるしい進展がみられた。通研および各社

に共通していたのは．構造化プログラミング ・構造化設計技法に関連する考え方の導入と数

多くのソ フトウェア生産支援ツールの開発，そしてこれらと作業の標準化との総合的な体系化

である。目立においては，工程ごとにツール ・運用管理方式を位置づけて開発作業の体系的標

i＼主化を図った HIPACE(Hitachi Phased Approach for high productive Computer system Engineering) 

と呼ばれるソフトウェア生産標準手JI慣が1975年に制定された。1980年代にはさらにソフトウェ

アの再利用やツールの高度な使用を支援する機能が統合されたソフ トウェア一貫生産システム
(65) 

ICAS (Integrated Computer Aided Software engineering）が整えられた。富士通でも，設計から試

験 ・保守に至るま でをカバーしたツール群で構成される SDSS(Software Development Support 

System）が1978年に導入された。さらに1987年には，金融 ・流通 ・医療等の幅広い分野も含め

システム開発を総合的に支援する SDAS (System Development Architecture and Support Facilities) 
(66) 

が商品化されユーザーにも提供された。日本電気は 1976年にソフ トウェア生産の生産性およ

び品質の改善に向けた全社的なプロジェクトを行い1 また1980年にソフトウェア生産技術刷究

所を設立した。そしてソフトウェア品質管理 （SWQC.Software Quality Control）を推進するとと

もに 工程全般にわたるツール群を擁しモシ、ユールの再利用等を支援する統合的生産自動化シ
(67) 

ステム （SEA/I.Software Engineering Architecture/I)等を開発した。DIPS-1計画の時期に各社に

おいて開始されたソフトウェア工学への取組みは，このようにそれぞれ多様な手法を生み出し，

そしてそれらが体系的に統合化される ことによ って ますます大型化し複雑化するソフトウェ

(64) M. Azuma and Y. Mizuno. ・‘STEPS: lnteg1 ated Software Standards and Its P1 ocluctivity Impact." 

Prod11ctiv1か，011 Urge11/ Priority: Proceedi11gs, Co111pco11 Fall 198人 23rdIEEE Computer Society 
!11te111atio11al Collfere11ceれ/¥lashington.D.C. IEEE. 1981). 83-95.ただしこの STEPSは他社の作業標準
と性格が異なっており．日本電気のコンピュータのユーザーがソフトウェアを作成するときにも使用
される ことを期待されていた。そのユーザ 向けの STEPSの初版は1974年に完成している。

(65) 青山義彦 ・立川昭三「ソフトウェア生産の諸問題とその生産技術の動向Jr目立評論j第62巻12.jチ
(1980年12月）• 847-852頁。宮副英彦他「アプリケ一シヨンシステムの効率的設計技法 ＂HJPACE"J 
『日立評論j第62巻12号 (1980年12月）.861 866頁。小林正和 背山義E華「ソフトウエア生産技術のi込
近の動向J『日立評論』第＇68巻 5号 （1986年5月） 345-350頁。前掲クスマノ 『臼本のソフ卜ウエア戦
略j 第4章。

(66) 前掲「FACOl¥llソフトウェア エンジニア リング」。福田哲一「SDAS総合開発システムの提唱」
fFujitsuJ第39巻 l号（1988年l月） 3-12頁。前掲クスマノ 『日本のソフトウェア戦略j，第7章。

(67) 藤野喜一「ソフトウ ェア生産技術の現状」 『NEC技報j第40巻 l号（1987年）.2 9頁。「ソフト
ウェア生産技術10年の歩み」 rNEC技報j第42巻12号 (1989年）• 21 31頁。前掲クスマノ『日本のソフ
トウェア戦略』 第6!ifo 
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ア開発の業務に対応してきたのである。

4. おわ り に

本稿では， 日本におけるソフトウェア工学の創始期においてその中核となった作業の標準化

という考え方について，電電公社，および同公社と DIPS計画の共同研究を行った日本電気，

目立，富士通におけるその形成の過程をみてきた。これらの組織のうち，電電公社と目立はい

ち早く 1969年から作業標準の検討を始めた。だが，この両者が作業標準を制定した動機はいく

らか異なるものだった。通研が作業標準を策定した動機は，巨大で複雑な DIPS-1のソフト

ウェア開発する際に，生産性と品質を担保するために作業の標準化という方策が必要であると

考えられたためである。特に 各メーカーと OIPS-1計画の共同研究開発を進めていくうえで，

ソフトウェア開発の前提となる考え方や開発作業の具体的な進め方について統ーを図っておく

必要があった。通研が作業標準を制定することになった直接的なきっかけは，戸田が PL/Iコ

ンパイラの開発や DIPSO計画の経験を踏まえ，その必要性を強く感じていたことであった。

さらに，電電公社という組織の文書化と高信頼性を追求する性格も， OIPS-1ソフトウェアの

作業標準の背景に認められる。一方，目立はソフトウェア工場の設立と同時に，工場というか

らにはそこに何らかの作業標準ないしは工場規格が必要だという通念が企業内にあったために

作業標準の検討を始めた。目立は総合電機メーカーとしてハードウェア生産の分野において長

い間培ってきた厳格な管理と検査の伝統をソフ トウェア生産にも適用しようとしたのである。

このように電電公社と目立における作業標準の起源、は異なったが 両者は DIPS-0計画で共同

研究をしたこともあり，相互に影響を及ほしつつ比較的考え方の近い作業標準を制定した。こ

れに対し富士通ではもともとソフトウェア開発を職人芸的なものとする認識が強く，ハード

ウェア開発とソフトウェア開発との聞の性格の違いは大きいと考えられていた。したがって，

富士通の技術者にとって DIPS-1ソフトウェアの作業標準の考え方は当初は目新しいものだっ

たが，次第に作業標準の考え方を重視する考え方が同社のソフトウェア関連部署全般に広がっ

た。その過程においては DIPS音｜ー画の作業標準もある程度の影響を与えたと考えられる。日本

電気においては， DIPSの作業標準の影響はほとんどみられず，文書化を最小限にとどめる方

針がとられていた。そして ハードウェアとソフ トウェアとの聞の性格の違いを十分に踏まえ

たうえで，前者の生産管理の考え方を後者に適用する考え方がとられた。こうしてみると，公

的機関たる電電公社におけるソフトウェア工学的アプローチへの取り組みは確かに先導的だっ

たとはいえるが， DIPS-1計闘を通して同公社と技術的交流をも った各メーカーのそれに対す

る関わり方は三者三様だ‘ったといえる。

本稿ではソフトウェア開発作業の標準化を中心に取り扱ったが，ソフトウェア工学には他に

工数見積りや原価管理，生産性や品質の測定，開発支援ツール類の開発と使用，デバグの考え

方と手法，試験や保守の実施手法等，幅広い側面がある。電電公社及び各メーカーについて，
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これらの領域を含めより総合的にソフトウ ェア工学的アプローチの普及の過程を明らかにして

いく ことは，日本のコンピュータ史の研究において重要な課題であると思われる。また DIPS 

計画に参加した 3社以外にも 電力 ・鉄鋼等の産業用システムや公益システムを主力とした東

芝等，ソフトウェア工学に取り組んだ企業があるが，こうした企業との比較等が行われれば，

日本のソフトウェア工学の発展の全体像がより明らかになっていくであろう 。

NTI’s DIPS-1 Program and Software Engineering in Japan 

by 

Yasushi SATO 

(/apa11 Society for the Promotio11 of Scie11ce) 

DIPS (Dendenkosha Information Processing System) is a series of mainframe computers 

that the Nippon Telegraph and Telephon巴 PublicCo1 por a ti on (NIT) developed for its data 

communication services. NIT’S Electrical Communication Laboratories (ECL) began 

developing DIPS-1, the first practical system of DIPS, in 1968 and started its operation in 

1973.羽「hileDIPS 1 adopted many advanced features, it also prompted a major conceptual 

innovation in software production in Japan. To develop the extra-large software of DIPS 1 in 

cooperation with NEC Corporation, Hitachi、Ltd.,and Fujitsu Limited. ECL established “work 

standards，” which standardized the process of software development. These work standards 

divided the巴nti1e process of software development into several phases. specified the content 

and procedure of operation for each phase. and introduced the system to check and review 

the intermediate products. Such a framework、alongwith various tools to facilitate software 

development, constituted ECL's earliest efforts toward software engineering, making decisive 

contributions to the productivity and quality assurance of DIPS-1 so立waredevelopment. 

ECL‘S work standards influenced NEC. Hitachi, and Fujitsu in di任erentways. Hitachi, as 

an巴ngineeringconglomerate, had a long tradition of巴nforcingstringent management and 

inspection of ha1 dware production and established its own work standards no later than had 

ECL to apply such a tradition to software production as well. For engineers of Fujitsu, who 

saw software production as something greatly different from hardware production, the idea of 

、,vorkstandards was entirely new at日rst,but they gradually accepted its importance for large-

scale software development. NEC. meanwhile噌 received little influence from ECL’s work 

standards and kept documentation at a minimum level. although it did establish work 

standards of its own 
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