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アジャイルプロセスの次に来る、 
本質的な取り組みは何だろう？ 
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知働化研究会は、アジャイルプロセス協議会のWGとして、
2009年6月に設立されました。 
コンセプトリーダ：山田正樹氏（メタボリクス社） 
運営リーダ：大槻繁、現在メンバ数２４ 
http://www.exekt-lab.org/ 



開発プロセス 

コミュニケーションと確認を随
時行って、開発チームの活動を
円滑に進める 
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コミュニケーションと確認を随
時行って、開発とビジネスとの
全体の活動を円滑に進める 

開発プロセス	 ビジネスプロセス	

協調/同期	



価値 
価値 

技術 

技術 

天動説 

地動説 

知働説 

人働説 
人月の神話 

人働説から知働説へ 
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マナスリンク社写真提供	

1970	 1980	 1990	 2000	 2010	 

『人月の神話』 『銀の弾丸はない』 『人月の神話(改訂新版)』 

Frederic P. Brooks Jr.	 

『デザインのデザイン』 

ソフトウェア開発は なぜ難しいのか 
「人月の神話」を超えて、大槻繁著 
技術評論社 SE選書, 2009.11.25	

人月の神話 
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ソフトウェアには本質的な難しさがある 

複雑性（complexity） 

同調性（conformity） 

不可視性（invisibility） 

可変性（changeability） 

大きくて、複雑なこと 

外部に順応しなくてはならないこと 

概念的で見えないこと 

あらゆる事項が変化すること 

Frederic P. Brooks Jr.の慧眼	 

アジャイルプロセスが効くところ 
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ソフトウェアとは何か？ 
っていうことをもう一度 
考え直してみよう 
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『新ソフトウェア宣言』は、通称『呪縛宣言』とも
呼ばれています。	
	
2010年6月9日〜11日に横浜開港記念館で開
催されたソフトウェアシンポジウム2010の中の
ワーキンググループ「ソフトウェアエンジニアリ
ングの呪縛WG」に集まった賢人たちが、これか
らのソフトウェア、および、ソフトウェアエンジニ
アリングの方向性について議論したものが元に
なっています。	
	
最終的には、「呪縛WG」の二人のコーディネー
タである大槻繁と濱勝巳氏によって、WG終了
後議論が重ねられ、今の７項目からなる形に集
約されました。	
	
http://www.exekt-lab.org/Home/newsoftdecl	

iPad用のデザインも提供	
飾っておくとじわじわっと効いてくる	
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新ソフトウェア宣言 
 
従来のソフトウェアに関わる諸活動の呪縛から解放され、新たな世界を築いていくためには、
新たな呪縛に捕われ、新たな中心を設定していかなくてはなりません。我々は、以下の関心の
候補が有望であると確信しています。 
 

月：ソフトウェアは、美しい人工物である 
火：ソフトウェアは、分解不能な全体である 
水：ソフトウェアは、学びの副産物に過ぎない 
木：ソフトウェアは、実行可能な知識である 
金：ソフトウェアは、富を生む資源である 
土：ソフトウェアは、数学理論探求の上に成り立つ 
日：ソフトウェアは、言語ゲームである 
 

上記、意匠論、全体論、認知論、知働化、基盤化、経営論、遊戯論などの広範で、かつ、相互
補完的アプローチが、新しい物語を生み出し、新たなる地平を切り開いていくことでしょう。 
 

大槻繁，芝元俊久，高野明彦，竹内雅則，時本永吉，夏目和幸，萩原正義， 
羽生田栄一，濱勝巳，本橋正成，山田正樹，綿引琢磨 

2010年6月11日 横浜にて 
June 11, 2010 at Yokohama 
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ソフトウェアをつくることが、 
オペレーション（操作）化している 
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ソフトウェアをつくる/つかうことによって、 
世界や認識を変えていくこと 



	

	

	 
	 

2011	

2010	

2009	
2009.6.8　設立	

2010.11.3　	知働化研究会誌創刊第１号発行	

2010.6.9-11　	

ソフトウェアシンポジウム2010 
ソフトウェアエンジニアリングの呪縛WG	

2010.6.11　 新ソフトウェア宣言	

2012	

2013	
2012.11.3 
知の文化祭（知のフリマ第１回）　	

http://kokucheese.com/event/index/54725/	

http://www.exekt-lab.org/Home/newsoftdecl	

http://www.exekt-lab.org/Home/exerev	

とりあえず 
次世代の方向性を示

した 

同人誌的に200ページ
ほど皆さんの想いが詰

まってます 

イベントとして 
全く新しい知動的試み 
想定外こそがバリュー 

2014	

2013.6.8 
知のフリマ第２回 

2013.11.2 
知のフリマ第３回 

2016.春　	
知働化研究会誌 
第２号発行	

さて、そろそろ 
貯まった知を 
はき出しましょう 

2015	

Vol.2	

Vol.1	

呪縛 

遺言 

知働化研究会のあゆみ	
2015.3.5　	

知働化フォーラム2015	

2014.6.9-11　	

ソフトウェアシンポジウム2014 
ソフトウェアエンジニアリングの遺言WG	
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知働化研究会誌第２号 
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３つの方向性 
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! 創造性の探求 

! 主観や認識の領域へ 

! 大規模・複雑化への対応 

デザイン思考 問題を解決するだけじゃだめ 
新しい世界を創る	

ソフトウェア思考 観測不可能なもの 
無意識、頭の中へ	

システム思考 大きいことそれ自体が問題 
複数の領域を同時に扱う	



人工物（含ソフトウェア）のデザイン	 

製品	

商品、サービス、アイデンティティ	

インタフェース	

マルチユーザシステム／ネットワーク	

プロジェクト	

有用性、機能性、普遍的な美学	

市場性、象徴的な多様性、民族的で局所な美学	

自然な相互作用、ダイナミクス、自律性（再形成／適応性）	

情報提供、コネクティビティ、アクセシビリティ	

社会的実行可能性、方向性、関わり合い	

生成、再文節化、連帯	

生産者の論理	

市場の論理	

人間と人工物との共生	

仮想社会性	

目的とビジョン	

言説と行動規範	

計算理論	 

物理法則	 

社会法則	 

規範	 

意味	 

文化	 

ディスコース	

クラリス・クリッペンドルフ著	  
　『意味論的転回：デザインの新しい基礎理論』,	  	  
SIBアクセス発行,	  2009.4.1	

コンピュータ世界	

実世界（問題領域）	

コンピュータ	
（ソフト、ハード、ネット、・・・）	

装置	

もの	

情報	

人	

ドメイン	

要求	

現象	

接続	

作れば売れる時代は終わり、マーケットを意識し、
ユーザの声に耳を傾け、そして今や、モバゲーや
Wiiに代表されるように人間の行動や文化・社会
的規範まで考慮（場合によっては意図的にコント
ロール）する時代になってきました。	

デザイン思考 
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□
♪

Why,What?

	  
→

ソフトウェアアーキテクト	

16 

ソフトウェア思考 



システムズエンジニアリングは、領域横断的なアプローチによってシステムを成功に導く 
全体(holistically)と同時並行(concurrently)な利害関与者の理解：システムのゆりかごから墓場
までの：初段企画, 要求定義, 構築, 証明, 確認, 問題解決にとりくむ 17 

システム思考 



システム思考	

デザイン思考	

ソフトウェア思考	
大規模・複雑性	

共感・創造	

概念・計算	

自然・生命	 組織	

検証	

変化・進化	

言語・記述	

パターン	

芸術・美	

記号	

意味	

全体	

文化	

コミュニケーション	
社会	

社会理論	

進化論	

経営学	

オートマタ	

情報学	

言語学	

記号論	
デザイン論	

ソフトウェア科学	

システム科学	

複雑系	

エスノグラフィー	

心理学	

ソフトウェア工学	
システム工学	

哲学	人間工学	

〇△Thinking	
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アジャイルプロセス協議会に入ろう 

知働化研究会もよろしくね 

http://www.agileprocess.jp	

http://www.exekt-lab.org	


