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間７－２ウォーターフォール方式とは対照的に、アジャイル方式のアプローチは、デザ

イン初期フェーズだけでなく、プロジェクトのライフサイクルを通じて環境への順応性を
維持している。
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アジャイルアブローチの利点

アジャイルアプローチは反復が多く反晦が良いため、探究が安く上がる。こ

れは亜要なことだ。開発、特に現在の環境での革新的開発の中ではっきりと

している要素の一つが、旧来の解決紫やアプローチが役に立たないかもしれな

い、ということだ。新しいアプローチを探究するとき、その多くが行き結まる

ということを理解しておく必要がある。従来型の開発では、このような誤り

をエラーだと思ってしまい、有用な発見であるとは考えなかった．これは、

誰かが問題への取り組み方の見当をつけて、全貝がそれをやり通すという筋書

きの中では無理からぬことだ。プロジェクト側始後1年たってから、アプロー

チの雅本的部分に欠陥があったなどとは推だって温めたくない。しかし、そ

んなことはしょっちゅう起きる｡;その結果は無駄骨、予算問題、プロジェク

トの遅延一それもチームがなんとかプロジェクトを完了できればの話である。
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コスト削減

役に立たないとわかっている解へのこだわりに巻き込まれることなく、可能

性のある解を探究する自由を持つことが政要だ。アジャイル方法では顧客の

フィードバックと自発的な探究から学びとった敬iIIlIの両方を、常に合わせて評

価し、それに従って行動する。その結果、探究の魅力は糊し安く上がるよう

になる。それは、この環境での典の誤りが、多額の投資を行う前のプロセス

早期に明らかになるからだ。

文書の削減

アジャイルに端を発する方式は、開発の時IHlや資源をiW賀するMIl産物も減

らす。意図的な部分もあるが、幸巡な剛次効果もある。すぐにllIjらかになる

のが文書の削減だ。これが亜嬰な韮本原則であることは、アジャイル宣言に

そう明記されていることからもわかる。要するに、文書は資源を消費する

し、われわれの目標は殿高の製品を作ることであって、完壁な文替一式を作

ることではない。ウォーターフォールプロセスでは、各ステージが独り立ちす

る必要があるため、異なるステージで働く人同志のコミュニケーションは、す

飛躍するために

このように劇的に文桝を減らすと、蹴から飛び降りる恐怖を味わうのではな

いか。すぐにこんな心の声が聞こえてくるだろう、「でも、よくわからない予定

外の緊急躯態が起きたらどうしよう｣、「自分たちが何をやってきたのか、どう

すればわかるのだろう」、「自分たちが何をやってきたのかを、どうやって人に

見せるのか｣。この砺題をプロセスの識諭の般'１１に持ち出すと、非常に強い無

条件反射的反応が現れるのが符皿だ。しかし、過去5年IH1を握り返ってみて、

作った文杵のページ数と、実際に使われたページ数はもちろん、一皮でも見ら

れたページ数との違いがどれだけあるかを考えてほしい。

幸い、これは徐々 に始められる将佃なので、実施するために雌から飛び降り

る必要はない。まず、Ｈ分のプロセスで作られる文神の量を綱べ、そのうちど

れだけが本当に必要かを巷えてみる。文杏を排除することができなくても、文

書作成の「完成度」を低くすれば削減努力の成果は1¥られる。ワイヤフレーム

がどうしても150個必要なら、150個全部が高輔庇ワイヤフレームでなければな

らないのか、それとも'0個の向梢度､140個の低柵度でも要件は満たきれるのか。
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べて文桝維由で行わなければならなかった。たとえば、デザインステージで

は、使川耶例や機能説明などいくつもの要索からなるデザイン仕様瞥を作成

する。できあがる文書の鉦はどうやっても膨大になる。一方アジャイル方式で

作られる資料は比較的少ない。デザインと開発のプロセスが混じり合っている

ため、同じ部睡の人同志でコミュニケーションをとることもでき、動作中の

プロトタイプの実物を通じて行われることはさらに多い。

必要最小限の機能セット

アジヤイル的なアプローチは、実装されることのない機能の開発を減らすこ

とも照幽に入れている。これは爪､t級のデザインアプローチにはよくあるI川胆

だ。機能の中には製品の仕棟には入るけれども、結局は不嬰になるものが多

い。これは無理からぬことだ。機能を追加するとしたら初めのうちしかない、

という状況は理解できる。後になると機能を追加しようにもそんな余裕がプロ

セスにない。開発プロセスが進んでみると、余分だとわかった機能も最終製

品に組み込まれている。機能仕梯啓には啓かれているし、取り除く椛限は誰

にもなく、元のデザインに疑llIlを呈する人もいない。ほとんどの場合、提案

した機能が後になって不要であるとわかったとしても、外すことはできない。

なぜならプロセスにはわれわれ以上の栃限があるからだ。

一方、アジャイルアプローチは、常にユーザのフィードバックを織り込み、

デザインはいつでも開かれた状態にある。必要のない機能は外せばいいし、

いったん外してから元に戻すことさえ可能だ。アジャイル方式は、方向娠換

にも対応しているので、時間や資源が表而的な機能のために無駄適いされる

ことがなく、早期段階での「誤り」によるコストは岐小限ですむ．

要点を押さえる

ソフトウェアのプロジェクトと同じく、ある商品を小人数で（大きなチーム

であっても）定錠しようとしても、股初にできることは経験に韮づいて目星を

付けるだけである。それが卯lnj知織に喪付けられているときできえ、得られる

解は、会社の利益や顧客に提供できる価値に目に見えて影靭を与えるほど、

的を外れているのが普通だ。もう一つ、商品開発によくある問題が、性々に

して完成までのサイクルが長すぎるために、開発しているうちに市場が変化し
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てしまうことだ。これまで見てきたように、アジヤイル方式が採用している反

復虹視のアプローチは、この変化を現在進行中の開発に取り込むようにデザ

インされている。

反復アプローチ小史

アジヤイルアプローチは、ざまざまな新しい製品やサービスを扱うことに挫

けているため、般近は人気の選択肢になっている。妓近の人気ぶりをみる

と、これ力噺しいアプローチであるかのように感じるが、背後にある思想の歴

史は健い。1960年代のNASAのＸ､15プロジェクトは、アメリカ航空史上、股

高の実験航空機と商ってもよいが、その開発では反復的かつ逐次的にやりと

りが行われていた。ＮＡＳＡはこの経験によって、Mercuryシステムのソフト

ウェアでも、共通のメンバーがいたこともあり、類似のアプローチを用いた。

殿短で半日という作業単位を導入した。ＩＢＭは、1972年にさかのぼる超巨大

防衛プロジェクト、潜水艦Tridentの司令統制システムにも、このアプローチ

を使用した。ここに挙げた考え方の多くを、１３t高の形で撤底し、長期にわた

り体現したところを明確に見てとれるのが、ロッキード社の著名なスカンク

ワークス↑だ。この部門は何十年にもわたり、U-2やSR-71Blackbirdをはじ

めとする股先端の製品を送り出してきた。ここで使われたアプローチは、ア

ジャイルの開発者にとっては見佃れたものだろう。

数多くの実戦を残してきただけでなく、反復アプローチは一般に考えられて

いる以上に、近年でも広く用いられている。Hewlett-Packard社は、数々

の茄新的な商品の1Ｍ発に、類似の手法を用いた。技術肴がプロトタイプを作

ると、その辺に世いて他の人が自由に検肘できるようにしておく。フィードバック

が促され、結果的に役に立たないこともあるが、新製品に結び付くこともある。

企業がアジャイルな環境を作るには

いずれにせよ、たとえフィードバックが否定的なものや、やる気を削ぐもの

であったとしても、探究自体は常に奨励されるものだ。もっと具体的には、

<目に見える形の〉探究が奨励される。これは非常に並饗な考慮点だ。それで

は、自分の働く環境で、熱心で好奇心旺盛な人によるこのような探究を支援

十訳波：ロッキード代の舷斬技術の秘密間発郁門の鍵称。
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足並みを揃えない

ＨＰ社の歴史が語る興味ある敬削一チームによる訴価が正確とは限らない。

チャック・ハウスという技術巷がHPでオシロスコープを開発したところ、デ

ヴイッド・パッカードは側発を中止するよう明確に術示を11Ｉした。ハウスはか

たくなにも、休暇を取って回011を渡り歩き、まだ存在していない自分の製品の

注文を取ってきた。販兜されてしまったという現災にlf〔IiiiしたIIPは、このオシ

ロスコープを製造ラインに染せた。後にハウスは「技術肴に通常求められる範

囲を越えた雌み外れた無視と抵抗」を猫える賞を授かった。一般則からは外れ

ているものの、ＨＰの歴史に残るこの物語が、その独狩な企業風土を表している

ことはⅢ連いない。

し、そのために時間を費し行き止まりに突き当たることが不利にならないため

にはどうすればよいのだろうか。また、自分が鋪一歩を踏み出した後、どう

やって他の人たちをその気にさせるのか。

３Ｍ：少なく作って少なく売る

反復アプローチを取った会社の中に３Ｍ社がある。社是は「少なく作って少

なく売る｣。６章で見たように、３Ｍは晒近、峨適化を追求し、イノベーション

を排除しようとしている。しかし、それ以前の３Ｍは開発してiⅢもない製品か

ら膨大な販売実綴を上げていた。３Ｍは、反復的な１１M発プロセスを取り入れて

いただけでなく、市場に逐次的にアプローチするための馴業柵造を作り上げて

いた。一つの製品をステージごとに予算化することによって、製品が失敗に

終った嶋合のリスクを減らした。会社はこのやり方を通じて、生巌に関わる意

思決定に直接消費者も巻き込んだ。市場に出した製肺がすぐに失敗するの

は、消費者に受け入れられるための関門を通過していなかったからだ。もちろ

んこのアプローチを取った珊合、規模を十分迅速に拡大できないという1111題

がある。しかし、いろいろ剛胆がある中で「需饗過多」はうれしい悲鳴だ。

トヨタ：技術者は少なく、開発期間は短く

トヨタには、製品開発にアジャイル方式を適用することに関して理想的な

事例がある。すでに書いたように、トヨタでは派規のリーン生産方式が何稲
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頚も開発された。しかし、トヨタが際立っているのは生産方式だけではな

く、同社の製品側発プロセスもIjjlじく際立っている。リーン生産方式から生

まれた原則を適ﾙ』し、プロセスを実際の製品開発に拡張することによって、

トヨタは市場投入のタイミングと初期製品の品質で、一貫して群を抜いてい

る。トヨタは北米地域の髄合他社と比較して、脚動巾事業に関わる技術者の

数は25％少なく、側発時１１１１は半分だ。しかし、同社の雌終製品は自動叩業界

で般商水地の初期仙質を誇っている。トヨタの方法論には、側発プロセスの

初期段階で他の選択肢を探ること、世論調査員としてユーザの心配事を重視

すること、技術面の終始一貫した管理体制を散くことなどが含められてい

る。また、技術軒たちにはエンジニアリング・プロセスに忠実に従うことを奨

励しているが、それには生産ラインを肋れることや、実際のプロトタイプを自

作することも加えられている。以上はいずれもアジヤイル支持者にとってはお

なじみのアプローチであり、その結果は実に模範的である。

移り行く景観:組み込みシステムとネットワークシステム

歴史的な先例はさておき、いくつかの新しいトレンドによって、側発がさ

らにアジャイルの方向へと向けられてきている。そうしたトレンドは、成功の

ためにはさらに反復的なアプローチが必要であることを調うだけでなく、反復

のツールポックスの一環として、さらに効率の高い方式を提噺している。その

輔一が、組み込みシステムとネットワークシステムの腎及だ。

組み込みシステムは決して新しいものではない。すでに無数の芯機器具や家

芯製品に使われている。砿子レンジ、ＤＶＤプレーヤー、ｉPodをはじめとする

家庭Ni化製品の多くに、さまざまな複雑さのマイクロプロセッサが搭戦され

ている。その結果、製倣の機能の一部はハードウェアではなくソフトウェアに

よって駆動されている。この方式のコストが日に日に低くなるにつれ、製品に

ハードウェアとともにソフトウェアを組み込んで使用する機会が、劇的かつ継

続的に畑え続けている。こうした市場進出のj竹加に伴い、組み込みシステム

の能力も向止してきている。

このような槻器顛や製硫がネットワークや世界を自由にアクセスできるよう

になると、ますます面白くなってくる。ネットワークにアクセスできることに

よって、機器願を制御するプログラムのコードは後から更新できるので、機
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器のふるまいを変えることも可能だ。製耐を発売してからずっと後になって更

新することもできる。あるいは、状況に応じて機器が動きを変えたり、他の機

器と交信することも考えられる。部門や企業の境界を越えて開発した喝合で

も、消費者にとって一蘭した製品体験を届けることができる。二つの企業が

一緒に仕事をする際のさまざまな課題はあるにせよ、このトレンドによってあ

の柔軟性のないウォーターフォールアプローチでの製品側発中には肺されな

かった純粋にデザイン的な挑戦や問題に火が付いた。

すばらしい実例の一つが、NikeとAppleが共同開発したNike＋iPodスポー

ツキットだ。ランニングシューズに付けたセンサーがiPodと「話す」ことに

よって、まったく新しいタイプの製品が可能になった。トレーニングの巡行状

況を、走りながらiPodのヘッドフォンから聞くことができ、トレーニング結果

はアップロードして後で評価できる。

もう一つ、この分担の仕方のもっと身近な例としてピデオデッキとTiVoを

比べてみる。買った後のビデオデッキは静的な機器である。付いてくる一巡の

機能は、機械力峨れるかビデオテープが時代巡れになるまで、ずっとそこに勝

続ける。製造業者の視点で見ると、明確な製仙開発サイクルがあり、時間が

たつ中で多少の変動はあるにせよ、ライフサイクルは明快であいまいなところ

がない。新製品を投入したければ、企業は現在の技術を一部再利用すること

も可能だが、錐本的に一から製品開発をやり血す。一方、TiVoの機器は一猟

のプラットホームだ。今日買ったTiVoに、来年はまったく新しい機能が伽

わっているかもしれない。逆に、機能を削ることもできる。いずれにせよ、

TiVoを開発する人たちは、新しいハードウェアの開発や発表や販売をするこ

となく、機能や特徴を生み出し続けることができる。こうして新たにすばらし

い自由と柔軟性が促されていく。

製品開発の視点に立つと、この柔軟性によってこれまでとまったく異なる

アプローチを要求されるようになる。まず、商品そのものの開発と同じ並み

で、プラットホーム側発に集中する必要がある。ここにすばらしいチャンスが

ある。おそらく、’1M発プロセスにユーザのフィードバックを取り入れたからと

いって、新しい機能群がうまくいくという脚僧はまだ持てないだろう。たとえ

ば、その新機能を少数のユーザに対してだけ公開して、直接フィードバック

を受けるということが考えられる。あるいは、商品を特定のユーザセグメント
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向けにあつらえ、申し込みに応じてユーザごとに異なる機能を提供することも

できる。従来の「製舶一保守」という枠組みも変わる。もはや、－，発兜し

てあとは製品の保守とサポートをするだけ、というシナリオはない。これから

は継続的な製品開発が可能になり、これは製品開発サイクルが今よりも暖昧

になることを示唆している。テストを尽して小規模なリリースを亜ねる反復プ

ロセスの方が、ずっとよくこの文脈にあてはまる。

ＭＩＴのＦａｂｌａｈ

ラピッドプロトタイピング技術による継続開発と、その結果機器の費用が

減少したことも、明快で興味ある傾向だ。おそらくMITのFabLabが鰻もよ

く知られた事例だろう。ＦａｂＬａｂとはFabrica1ionLaboratory(組み立て工場）

の略で、MITのCenteribrBitsandAtomsで開発された。市販の工業jM組み

立てツールや砥子工作用ツールを集め、それにCenteribrBitsandAtomsの

研究貝が書いたオープンソースのソフトウェアやカスタムプログラムを被せた

ものだ。わずか数年Iil，当時のバージョンのFabLabの費用は４万ドルだっ

た。今なら２万ドルで作ることができる。近い将来１万ドルになり、いずれは

5.000ドル以下になるだろう。ロッキードのスカンク・ワークスの長、ケリー・

ジョンソンがこう淵っている、「技術者は製品本体の目と鼻の先に居るべきで

ある」↑。今もなお多くの企業や研究施般が、卑用のFａｂＬａｂ（または同等品）

に投資をして、プロトタイピング能力を高めようとしている。ＦａｂＬａｂは牧育

現場でも注目が高まっているので、いずれこの樋のラピッドプロトタイピング

が当たり前という技術者やデザイナーの１１t代が現れるかもしれない。物理的実

体のあるプロトタイプをすばやく簡単に作れることは、今後の製品開発にとっ

てこの上なく煎要だ。

障壁を乗り越える

現状で明確な恩忠があるとはいえ、アジャイルアプローチにも課題がいくつ

かある。課迦の中には純粋に制度上の間題もある。大規模な製造会社では、

新製品開発の責任を持つ部署が、一部門地独で利益を出さなくてはならない

十Ｊ約ｍｅｓＭｏｒｇａｎａｎｄＪｃｆ『reyLiker.‐ThcToyotaPr0ductDeve】opmentSystem:IntcRmtinH

PcopIe‘ＰｍＣ“s棚ＩｄＴ“hnclogy.‐(Pmdl】ctMIyPmss)２０()6.ｐ・’別，
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ことがある。厳格なビジネス視点で考えれば、これには一理あるのだが、

困ったことに、映りに対する蛾悪感を呼び起こす、というアジャイル側発方

式にとって有害になりかねない副作用がある。アジャイルアプローチでは、失

敗は必然であるだけでなく、価値ある怖報の源であると捉えているのだ。

機会を作る

探究に行き砧まることが無駄な出慨とみなされる環境では、其のイノベー

ションは生まれない。しかし、この柵造が存在するような企業環境にも、こ

の創造の障害を回避する方法はある。技術部門の内部では、技術者も研究者

も開発希も、実験的アプローチを歓迎していることが多々ある。もし彼らの

上に立つ経衡組織が、時おりでも見て見ぬふりをしてくれれば、探究が実を結

ぶことができる。いずれにしても、ある段階で、われわれがイノベーションの

源になってほしいと考えている人物や部門に関しては、純粋な利潤性を評価

錐準とする考え方をゆるめる必要がある。

正確なプロトタイプを作る

反復の基盤に用いるモデルやプロトタイプが不完全であったために起きる問

題もある。2001年、ボーイング社は、商用航空機のデザインルールを破る新

しい商用全測機SonicCruiserの開発を発表した。ボーイング社は、訓強なモ

デル化アプローチを用いることによって製品開発コストを飛剛的に削減するこ

とができた。しかし、いざこの全翼機の実物模型を作り、潜在顧客を乗せて

みたところ、そのフィードバックは惨備たるもので、プロジェクトは閉鎖に追

い込まれた。窓のほとんどない開放的な客叢、という感虻が飛客と相容れな

かったことは明らかだった。もしボーイングがプロセスの早い段階で、全体像

の一部として顧客体験を考感していれば、プロジェクトは開発にすら至らな

かっただろう。

すべてが推iitにすぎないが、プロトタイピングの落とし穴を顕鵜に示すもの

であることに変わりはない。アジャイルアプローチが成功するかどうかは、プ

ロトタイプが服砿で適切に作られているかにかかっている。モデルやプロトタ

イプが製品の一郁分にしか対応していなければ、致命的な欠陥を見逃がす可

能性がある。しかし、製品開発プロセスで、モデル化や頻繁な試験を現実に



Iﾂｏｌ７環アジヤイルアプローチ

即して行うことに徹していれば、そんなエラーは』１１．期にユーザ体験の網にかか

る可能性が商いので、リスクは小さい。３Ｍの実市場テストのように、さらに

頑強なアプローチも、製品テストの関門の役目を果たすことができる。

反復プロセスを安価で容易に

アジヤイル方式を用いて成功するためのもう一つの漣が、反復の摩擦を減ら

すことだ。この文脈でいう膿憾とは、反復ごとにかかる費用と労力のことで

ある。製品ラインの次の商品のプロトタイプのために、毎回新しく製造工場

を建てなくてはならないなら、たくさんのプロトタイプを作ることはできな

い。技術者を１名、工作現期に半lEI送り込むだけで同じことができるなら、そ

のチームは再んでさまざまな選択肢を探究するだろう。

ここでの目標は、速いサイクルを安く簡単に実現することにある。ソフト

ウェアの世界ではこれを実現するために、基盤を固め、バージョン管理と継

続的な統合を行っている。ハードウェアエ学で前えば、充実した工典セット

を揃え、組織全体にわたる11M発の鎖の数を減らし、さまざまな輔皿で迅迎に

プロトタイピングするためのツールを実際に作ることに相当する。幸い、以前

にも書いたようにこの穂の物理的ラピッドプロトタイピングのためのツール

は、入手のしやすさ、価格ともに転換点に近づいている。こうして課題は、

現在の可能性に巡れをとることなく、進行中の製,M開発作業に取り込んでい

くことへと変わってくる。

トヨタの製品開発方式は、プロセス中のこの部分にはっきりと重点を吐い

ている。プロジェクトメンバーの個人的な体験も、大きな効果を生むバネにな

る。トヨタでは、意識的に少人数で経験豊窟な人側を染めたチームを作るこ

とによってこの利点を生かしている。これもトヨタのケースだが、なじみはあ

るが高価な方法から、革新的で安価な方法に転換するアプローチが、企業の

持つ文化と価値観によって強く求められている。以上のいずれによっても反復

と探究は容易になる。

開かれたコミュニケーションを促す

アジャイルアプローチの成否を分ける最後の課題がコミュニケーションと協

業だ。アジヤイル方式のソフトウェア開発では、開発者同志が物理的に近く
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に配阻されることが多く、巡絡や協業の密度が高くなる。製品１１M発でも同じ

ことが可能な場合もあるが、協業は大きな部門を越え、ときには企業を越え

て行う必要がある。これこそが、プロトタイプによる頻繁なテストと評価の恩

恵を授かるときだ。この頻繁な作成・テストのサイクルによって、本質的に

狐類の異なるチーム同志が実際の製品を皿じてコミュニケーションをとり、大

釧模なグループの綱整にありがちな川迎を多少なりとも和らげることができる。

ボーイング社のデジタルプロトタイピングプロセスには、この棚のコミュニ

ケーションの好例になるものがある。製紬開発のさなか、ある部門の技術者

たちが、デジタルモデルの他部門が担当した部分について、意図的に問題を

起こした。この|川題をきっかけに、そのとき必要とされていた協案についての

具体的なやり取りが始まった。さらに、このやり取りを適任将同志で行うこ

とができ、組繊の階届を上下しながら伝える必要がなくなった。この秘のコ

ミュニケーションは、従来型の製品1M発環境では「手抜き」や正式なプロセ

スから外れる行為であるとして、文蒋のごまかしにつながることを恐れて、遡

められないこともあった。しかし、アジャイル環境を推奨していれば、製品

｢そのものが」文脊になり、意識すべき評価基準は、コミュニケーションの効

果と、動く商品を作ることだけだ。

実現するために

これを税んだ人の反応がさまざまであろうことは十分予想できる。失望：

ウチの会社では絶対こうはいかない。不信：自分にはできそうにない。恐怖：

この半分でもやろうものなら、会社がバラバラになって潰れてしまう。いずれ

の感想も妥当なものであり、それが典拠の核心であることも多いだろう。しか

し、多くの企業の雁史をひもとけば、巡化は段階的に起きたものであり、大

きな一歩ではなかったことがわかる。アジャイル方式のアプローチを取り込む

までの道もそれと変わらない。新しく作業チームを絹成し、会社の組織と作

業手順の全面的見直しを計画して実行することなど、間違いなく失敗する運

命にある。これではまるで、われわれが避けようとしているウォーターフォー

ルアプローチを、自分たちの内部プロセスに適用するようなものだ。アジャイ

ルの反復的逓次的アプローチを自分自身に使うのが、賢いやり方だ．
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｡小さく一歩ずつ

･目に見える形でイノベーションを促す

･其体的に正のフィードバックとサポートを与える

･不要な文書を減らす部分を決める

．タイプの異なるチーム同志が直接やりとりするよう働きかけるぐ

･向分の製,品開発をもっと1K復的にするためにできることがないかを握り返っ

てみる。既に主要リリース１回と、バグ修正リリースを１０回済ませていな

いだろうか。思っている以上に、もう反復的に行動しているのかもしれな

い

実験、実験、また実験

砿要なのは企業が人側と同じように一つひとつ異なるということ。会社やそ

こで働く人たちにとって何が役に立つのかは、自分で見つけなければならな

い。完壁な中席などというものはない。どの方式も不変ではない。アジャイ

ル宜汀も同じことだが、これまでに挙げた方式は、他の方式よりも効果がある

とわれわれが考えたものだ。小刻みにゴールへ向かっていく利点は、その方式

が動き始めたとき、本当に動いていることを実感できることにある。今ある文

蒋を半分に減らしても大丈夫だなどとは、書く最を少しずつ減らしていき、な

くても落ち藩いていられるとわかるまでは、とても傭じられないだろう。

アジャイルアプローチに端を発する附方式は、新しくも独特でもないが、今

日の市場にいっそうふさわしく、成功する可能性が高い。プロトタイプと短い

反復サイクルは、変化しつつも皿要な情報を見つけ出し、しかるべきタイプの

膜りを犯すために不可欠だ。凧商の製品開発では、狭った解を捨てること

が、正解を見つけるのと同じくらい亜嬰になる。このアプローチはハードウェ

アやソフトウェアの多くの技術秤にとっても朗報だ。探究を進め、さらに広が

る創造性を捉える余裕が生まれる。そして、一部の開発ツールや製造ツール

の大衆化によって、多数の参加者が新しく何かを作れるようになる。多くの

人たちが捲本に沿ったやり方で、自分のアイディアを形にすることができるの

である。

ヤヮークショップは、その利点が、そこで行う課題やイベント向体ではなく、参加将余風が一・緒↓こ昼

食をとり、電話冊号を交換しあって儲ることにあると理解している限りは役に虻つ。



８章

不確かな世界

Iｲ靴かならば不安にな為が、Ⅲ;かなことなどくだらない」

－中[liIのことわざ

M襖雑な問題には、すぐにわかる単純な誤答がある‐

－ヘンリー・ルイス・メンケン



叩４１８章不確かな世界

２１世紀に入っても当分のあいだ、物ﾘＩが不確かなままであることはNII違い

ない。この不硫かさは、社会や文化、政治、経済など、われわれの生活のさ

まざまな部分に没透していく。この不確かきに恐怖と戦恨を覚え、何もかも

が落ち蒲くまで現実に背を向けるのは自然な感情だ。しかし、本当にもう一

度落ち蒜くものなどあるのだろうか。愚かな朝みのように思える。われわれの

時代が来るのを待つよりも、自分たちのまわりにある不確かさになじみ、それ

を受け入れていく方がよい。結局、ウオルト・ホイットマンの首うように、

｢未来は現在以上に不確かではない｣。この不確かざによって、新しいチャン

スへのあらゆる巡が開かれるのである。

この不確かさから生まれる砿要なチャンスの一つが、古い範鴎が崩壊する理

由だ。デヴィッド・ワインバーガーはこのような傾向とそれが永唆するものに

ついて、好著「インターネットはいかに知の秩序を変えるか？｣↑に書いてい

る。この本は一見デジタル世界での梢報の特質について書かれているように見

えるが、あの寄せ染めに潜む力は社会のあらゆる局面に行き渡る。Googlc，

Yahoo1といえばかつてはテクノロジーの会社であったが、今はメディアの担い

手であり、広告を坐盤とする両社のピジネスモデルを見ると、ライバルはシリ

コンバレーよりも、ロサンゼルスやニューヨークにいる同業者だ。Appleはコ

ンピュータ会社として始まったが、家庭遜器会社へと変身し（iPod，

iPhone，ApplcTV)、米国第３位の音楽販売業者でもある。即ちＨＰ，Dell，

東芝だけではなく、ソニーやＷａ1.Ｍart，BestBuyも餓合相手である。

この不確かき、雑多さこそが、従来型アプローチによる製姉やサービスの

提供方法では不十分になった理由だ。成功するための方法を分析するだけで

はいけない。利益を生む方法を最適化するだけでもいけない。リスクを減らす

ことに集中すれば、優れたライバルに世いていかれる。市珊や人々の生活など

世界中が複雑になってくると、企業のlHl週の答えも、普ながらの単純なもの

では不十分であることが多い。創造的で小何りの利く（アジャイルな）体験

亜視のアプローチを作ることが、小さな会社にとっても大きな会社にとっても

ビジネス手法の鍵だ。

そういうアプローチを知っているだけでも足りない。本瞥に出てきた商いⅢ

十DavidWCinber雛r‘戯切抽蝿酋凡雌“他W"“蝿('１，imesnoCk＆2007)[邦択I柏野零訳「インター
ネットはいかに知の秩序を礎えるか?一デジタルの無秩序がもつ力ｊエナジクス］
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しを使うなら、顧客閥在、デザイン、アジヤイルな技術の導入、という企業

コンピテンシー一式が新しく必要になる。顧客凋盗によって、顧客の行動や

意欲とその文脈を理解し、考慮に入れられるようになる。そのためには、還

元的思考を捨てて顧客の生活に飛び込んで稲りかけ、新たに得られた顧客の理

解を、組織全体にとって不可欠な部分にする必要がある。

デザインは、われわれが馴容の理解に蕪づき優れた答えを想像、創成、提

供することによって、ライバルに対する雌争力を持続させてくれる。デザイン

では、オープンなアプローチが可能であり、そこに組織内の誰もが参加し

て、答えを生み出し、児戯ある有意義な決断を下し、顧客自身の意識にのぼ

らないニーズを手がける親身なサービスを作ることができる。価格も技術的優

位も、多くの市場で一時的なものにすぎないが、常に可能性を見直し、新し

いアイディアを優れた体験に転換することは、長期にわたるリーダーシップの

公式だ。

アイディアをすばやくプロトタイピングするためには、アジャイルな技術導

入を組織コンピテンシーにする必要がある。頭の中から引き出し、ホワイト

ボードから取り出し、箇条許きりストから抜き出してきたアイディアを、みん

なが反応できる世界に送り出す。迅速かつ反復的に働くことは、新しい製品

やサービスのしくみや型迩の実現性を理解するために役立つ。

この三つのコンピテンシーを巡抑させて、組織の潜在能力を引きだす。う

れしいことに、これを行うのに以前ほどは費用がかからない。削登の訓練をほ

とんど受けていない少人数のチームでも、調査とファシリテーションのスキル

を持つ人の指揮の下で、優れた調査を行うことが可能だ。澗盗の方法論は、

組織内の雄もが使えるべきだ（実際そうであることも多い)。デザインと開発

にも同じことが言える。コンセプトや製肋を作り、プロトタイピングを行い、

評価する作業に関わることは、誰にでも可能であり、誰もが関わるべきだ。

もちろん、デザインやプロトタイプの何たるかを知る専門スタッフが必要なこ

とは汀うまでもない。

以前も瀞いたように、この１１t界に元来側わっている不確かさは、とてつも

ない数の可能性を階示しているに違いない。われわれは他に鰯をみない時代に

悪らし、働いている。われわれにできることを制限するものは、想像力と、

顧客と真につながる力だけであると言っても、決して大げさではない。本書に
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許かれているアイディアは、何年にもわたって不確かさと格闘してきた経験か

ら生まれたものだ。われわれは、大小さまざまの優れた組織と仕邸をする機会

に慰まれ、おのおのの顧客にすばらしい体験を届けるお手伝いをすることがで

きた。間述いや成功を通じて、われわれはテクノロジー、市場、組織それぞ

れの持つ可能性を実現するために必要な多くのことを学んだ。

われわれが魅らし、働いている世界は予告なく礎史される。不硫かさの

まっただ中で成功するためには、絶えまない改善が必嬰だ。本普はそのプロセ

スの一部をなすものである。互いに知識を分かちあえば、さらに学びとること

ができる。アイディアは、それを総ることによってさらに理解が深まる。アイ

ディアを椎かに伝えれば、きっと拭して磨きをかけてもらえる。われわれは、

ここで紹介したアイディアが、すばらしい体験をもたらす製仙やサービスをデ

ザインする作業の向上に役立つことを願っている。いつの日かそれと引き換え

に、道１１'学んだことを、われわれにも知らせてもらえれば幸いである。
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訳者あとがき

欝名の「SubjecttoChangc」は、「変更の可能性がある」という意味で、

~Subjecttochangewithoutnoticc(予告なく変更することがあります)“は、

価格や仕様の但し書きの常套句として使われる表現である。ここでいう「変

更」は、望まれている変更ではない。日本では決してなじみがあると言えない

この司葉も、本榔を読んだ後には統肴の脳裏に刻み込まれていることと思う。

本符には、常に予告なく変更される未来にも生き残れる製品やサービスを作る

ための秘映が智かれている。

共著者4名が所属するAdaptivePath社は、米国サンフランシスコにある製

品開発およびコンサルティングを行う30名ほどの会社で、ユーザ体験やデザ

インの分野で高い押価を受けている。まえがきを番いているジェシー・ジェー

ムス・ギャレットは、著名なテクノロジー製IWiデザイナーであり、2005年に

｢Ajax」という朋語を提唱したことでも知られている。著者の一人でユーザ体

験の世界のリーダー的存在であるピーター・マーホールズもまた'999年に「プ

ログ（blog)」という用語を提咽したというエピソードを持つ。二人は

AdaptivePalh社の共同股立将兼共同維営将である。

変化に宮んだ未来に対応するためには何をすればよいか。まず「体験」に

集中すべきであるという。「体験（experience)」または「ユーザ体験」とい

う巷え方は、製品やサービスの槌能やユーザインタフェースを含め、ユーザが

経験することのすべてを総合的に表現したものである。ユーザから兇れば、

ユーザインタフェースも機能もデータも関係なく、気にするのは体験だけ、

｢体験こそ製品だ」という考えだ。近年AppleやMicmsoftも盛んに「体験」

という言葉を使っている。
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本書に幾場する数多くの１１例の中で、特に注目すべきなのがジョージ・イー

ストマンとコダックカメラの紙である。イーストマンは、当時扱いにくかった

乾板に代わるロールフイルムという画期的商品を発明し、そのフイルムを使う

小型で使いやすいカメラも作った。しかし、そこに留まらなかった。１００枚撮

り終えたカメラを工場に送ると、現像と焼き付けが行われ、できあがった写典

が新しいフイルムの装塊されたカメラと共に送り返されてくる、という「シス

テム」を作り上げたのである。イーストマンはこのために、多大な投資をして

現像処理聯用の工場まで迅股した。フィルムやカメラという単体の「製品」

ではなく、ユーザが簡単に「塀典を撮る」という「体験」を中心に考えたか

らこそ実現したことである。フイルムとカメラで偉大な製価を作っただけでな

く、今から１００年以上も}Wに、このような「体験111心」のアプローチを取っ

たところが、イーストマンの非凡なところである。本書にたびたび登場するコ

ダック最初の宣伝文句「Youpressthebutton･wedotherest．（あなたはボ

タンを押すだけ。あとはおまかせくだきい)」は、歴史に観る名スローガンで

ある。

コダックと並んで取り上げられているのがAppleのiPodを'11心とした「体

験」である。ｉPod単体には最小限の機能しか持たせず、複雑な操作はパソコ

ン上のiTunesで行う。ユーザは時には複雑な操作も行う必要があるが、それ

は仙い憤れたパソコン上で行い、ｉPod本体はシンプルに撤することで、優れた

ユーザ体験を提供した。さらにAppleは、iTunesStoreによって皆楽の入手経

路をも席巻して全米トップの背楽小光業者になる。成功例にApPleを使うのは

よくあることだが（本書にAppleの事例が多すぎる、という両もあるようだ

が、G4CubeとNewtonは失敗例として壁蝋する)、１００年以上IMIのコダックの

邪例と併せて、製肋の機能や外剛よりも、システム全体による「体験」が虹

要であることを強濁している。

体験を中心に考えるなら、製品単体を見ていてはだめで、システム全体で

考える必要がある。ユーザを文字どおりの「消費者」やヒツジではなく、人

Ⅲとして扱わなくてはならない。そのために必喫なユーザ鋼企や、デザイン

(設計を含めた肱い意味のデザイン）は組織を挙げて行うべきである。そして

組織が環境の変化に対応するためには、アジャイル（小回りの利く）開発プ

ロセスを採用するべきである、と本書は説く。
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さて、どんなビジネス桝でも、沓いてあることをそのまま爽股して成功する

ことなどそうそうない。本啓の中にも、闘企やデザインで組織の蝿を越える蹄

や、アジャイル開発手法のように一朝一夕で変えることのできないものが多

い。もちろん著者らもそのことを指摘したうえで、段階的な変化を勧めてい

る。しかし「体験」を111心とした考え方を常に意識しておくことは、今すぐ

にでも実行可能だろう。すばらしい体験を典現していく過程で、捌在、デザ

イン、側発のさまざまな手法を思い起こして、本書を説み返していただければ

択者としても本望である。

腿知科学将でユーザインタフェースの世界に大きな影郷力を持ち、多くの

粁粁のあるドナルド・ノーマンが、本秘を気に入って推麗文を将いているので

岐後に紹介したい。なお、本蒋が川版された当初、ノーマンは「自分が瞥け

なかったものを書かれた」と少々機蝿が悪かったそうである。

「煙いながら力弧い。税みやすく奥が深い。まさに私が探していた本だ。

近代の製品デザインのエッセンスをまとめた光陛な一冊。決定版である。

牧孤がシンプルなだけに効果的だ。製品はゴールではない、成功する製品

はシステムである、体験に集中せよ。このために必要なのが此惑、アジャ

イルな製品管理、対象ユーザの深い理解。挽いていることをこの本が実践

している。私はＭＢＡコースの授業に使うつもりだ。みなさんも．…..そう誰

のためであっても仙うべきだろう‘,知くて、シンプルで、脱押力があり、

力強い」

翻批にあたり、TeChCrunch翻訳チームの淵川海彦さんとIli村佐登美きん、

翻択パラダイスメーリングリストの方々のお世話になった。お礼を申しあげ

る。そして未経験の私に機会を与えてくださったオライリージヤパンの、村英

男さんには、深く感謝している。

2008年９月

高橋信夫
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PucrMerholz（ピーター・マーホールズ）

AdaptivePathの代災取締役、共同創立将。ブログ（http://pelerme・com）で、愉馴

アーキテクチャ、組織の変化、そして製IIh1Wl略に関する変化を予想し、人々とシェア

している。

BrandonSchaucr（ゾツンドン・シャウアー）

AdaptivePathのエクスペリエンスデザインデイレクター。１０年以上新しいユーザーエ

クスペリエンスの１１M発に柵わってきた。がん想肴のための撫養所からウオルト・デイズ

ニー・ワールドの地下にあるトンネルまで、さまざまな環境で仕耶をした経験を持って

いる。

ＤａｗｉｄＶｅｒｂａ（ヂヴィゾド・ヴァーバ）

AdaptivePathのテクノロジーアドバイザー/EmmettLabsのCTOoCodeZoo､netの側

発の中心となったデベロッパーであり、MeaSUreMap（プログのトラフィック統計の

ウェプサーピス、現在はGoogleの一部門）の技術面において指導的な役割を果たした。

ToddWilkens（トッド・ウィルキンス）

AdaptivePathのデザインリサーチャー。巨大なメディア企粟からネット企乗のスター

トアップにいたる多棚多裸な組織のためのリサーチ、唄略立案、そしてデザインに取

り組んでいる｡
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高橋侭夫(たかはしのぶ"）

1953年生まれ。学習院大学理学部化学科卒、何大学院修士課程修了。大手コンピュー
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ケティング馴業立ち上げに参加。2006年に独立して、翻訳粟、箸述業のほか、科学研

究、科学教材開発も手がけ、オリジナル製砧に「トンでも吸盤」がある。

仮鋭尖験授梁研究会会側、JapanSkcptics運営養側、TechCrunchR本踊版翻JR薪。

プログ：http://www・nobuotakahashi・com／
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