知識創造装置パターンエンジン
細谷 竜一†
パターンは，組織やそのメンバとの間でどのように相互作用し，どのような役割を果たすのか．本
稿では，パターンと組織そしてそのメンバの間の関係を捉えるために，仮想の装置である「パターン
エンジン」を示す．パターンエンジンは，パターンを知識の媒体として捉え，知識が組織や人々の間
で発生し，共有され，進化していく知識管理（ナレッジマネジメント）プロセスをモデル化する．そし
て，パターンエンジンのモデルに従った知識管理の実践手段として「パターンライフサイクルマネジ
メント（PLCM）」を議論する．

Pattern Engine, A Knowledge Creating Device
Hosoya Ryuichi†
How do patterns interact with an organization and its members and serve what purpose? This
paper introduces a virtual device “pattern engine” in an attempt to capture the relationships among
patterns, an organization and its members. The pattern engine treats patterns as a medium of
knowledge, and models the process of knowledge management by which knowledge is created,
shared and evolve within the organization or among its members. Then finally, we discuss “pattern
lifecycle management (PLCM)” as a means to practice knowledge management in accordance with
the model of the pattern engine.

1. パターンは知識の媒体
1

パターンは知識の媒体の一つである．パターン形式
を使うことで，組織やそのメンバは共有されるべき知識の
中身を書き記せるし，書き記されたパターンを読んで理
解すれば，外部の知識を導入できる．一方，知識は，パ
ターンを媒体として組織や個人あるいはパターンコミュニ
ティの間を移動しながら，進化する．
本稿では，パターンと組織及びそのメンバとの間の相
互作用の様子を明らかにするために，仮想の装置である
「パターンエンジン」を示す．この装置は，組織，メンバ，
パターンそしてパターンランゲージと接続し，組織内の知
識創造を補助する．
著者は[2][3]の中で，組織活動におけるパターンのマ
ネジメントの枠組みとしてパターンライフサイクルマネジメ
ント（PLCM）を議論した．本稿では，PLCM がパターンエ
ンジンにどのように作用し，その働きに貢献するのかを議
論する．
組織は，仮想の装置であるパターンエンジンを使うこ
とで，パターンを媒体とした知識創造と知識管理（ナレッ
ジマネジメント）を実践できる．
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1
ここでは、例えば ABSTRACT FACTORY[1]といった具体的なパターンに対し、
パターンの書き方・記述形式をパターン形式（pattern form）[5]と呼んで区別する。
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図 1-1 仮想装置としてのパターンエンジン

2. パターンエンジン
図 1-1 は，パターンエンジンとその関連要素を示して
いる．パターンエンジンを中心として，その周囲には組織，
そのメンバ，（書き物としての）パターン及びパターンラン
ゲージが置かれる．また，パターンは外部のパターンコミ

ウィンターワークショップ・イン・石垣島
ュニティとの間でもやり取りされる．パターンエンジンは，
組織，メンバ，パターンそしてパターンランゲージと接続
し，パターンを媒体とした組織内の知識創造を補助する
仮想の装置である．
知識は，組織活動を通じて発生する（図 1-1 中の
Perform は組織の活動の実施を表す）．発生した知識が
パターンとして認識されると，パターンエンジンに投入さ
れる（同図中の Generate Pattern）．パターンエンジンは，
投入されたパターンをパターン形式に変換して誰にでも
読めるものにする（同図中のパターンに対する Write）．も
ちろん，実際にパターンを発見したりパターン形式で書く
のはその組織の特定のメンバである（同図中の
Contribute）．パターン形式は必要に応じてパターンエン
ジンに投入され（同図中のパターンの Inject），そのパタ
ーンは組織やそのメンバ個人の知識として取り込まれる
（同図中の Acquire Pattern）．パターンは組織活動の中
での適用を重ねる内に改良されていく（同図中のパター
ンに対する Improve）．また，時にパターンは組織の枠を
飛び出し，外部のパターンコミュニティとの間でやり取りさ
れるが（同図中の Export/Import Pattern），これは組織の
パターンセットを強化することにつながる．
パターンが組織内で普及し，共有されるにつれて，パ
ターンセットとその適用のルールが生まれてくる．いわば
パターンに関する新しい知識の発生である．パターンエ
ンジンは，こうした複数のパターンに関する知識をパター
ンランゲージ（パターン言語）[4][5]の形式に変換する（図
1-1 中のパターンランゲージに対する Write）．パターンラ
ンゲージは組織の文化を反映しており，その活動におい
て直面する課題とそれに対する解決法についての知識
の包括的なセットを提供する．さらにパターンランゲージ
は，新たに発生するパターンを他と関係付け，知識のセ
ットの中に結合させるための背景を与える（同図中の
Back／「裏打ちする」の意味）．
組織は，上に述べた機能を持つ仮想の装置であるパ
ターンエンジンを念頭にパターンの利用・管理をすること
で，パターンを媒体とした知識創造と知識管理（ナレッジ
マネジメント）を実践できる．

反映している．パターンエンジンに直接作用するのは，
前者である．従って，以下に「パターンマネジメント実践」
に含まれる八つのパターンとパターンエンジンの機能と
の関連を示す．各パターンの定義については[3]を参照
されたい．なお，本節の以下の記述中で斜体になってい
る部分は，図 1-1 中の該当する矢印を参照している．
z 即席パターン（Instant Patterns）・・・Perform において発
生したパターンを Generate Pattern 及びパターンの
Write からなるプロセスに投入する軽量の手法である．メ
ンバによる最小限の Contribute で最大の効果を得る.
z 外部パターンを導入する（Retrofit External Patterns）・・・
Import Pattern を実行する．
z パターンを公開する（Publish Patterns）・・・Export Pattern
を実行する．
z パターンを死なせない（Keep Patterns Alive）・・・Inject と
Acquire Pattern を促進し，パターンを Improve する．
z SECI（Socialize, Externalize, Combine and Internalize）・・・
パターンエンジンによる知識管理のモデルを提供する．
z パ タ ー ン ラ ン ゲ ー ジ を 編 成 す る （ Weave A Pattern
Language）・・・パターンランゲージを Write する活動はこ
こに含まれる．
z パターン適用を追跡する（Trace Pattern Applications）・・・
Perform の中で既存のパターン適用箇所を追跡する．
z パターン文化を形成する（Create A Pattern Culture）・・・
パターンエンジンが機能している状態は，パターン文化
が組織に形作られている状態に他ならない．同時にパ
ターンランゲージがパターン文化の背景にある（Back）．

4. 最後に
パターンエンジンは，組織活動の中でパターンがどの
ように作用するかをモデル化する仮想の装置である．組
織は，この装置のモデルに従うことでパターンを媒体とし
た知識創造と知識管理（ナレッジマネジメント）を実践で
きる．パターンライフサイクルマネジメント（PLCM）[2][3]
は，パターンエンジンのモデルに従ったパターンの利
用・管理の手段を提供する．
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