
情報ネットワークと意味の自己組織化
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1.はじめに

今日，情報ネットワーク技術で総称される新しいコミ

ュエケーション技術は，コンピュータ技術の最も有望な

展開の方向として着目され，その有効性の故に急速に技

術革新の進んでいる領域である.最近では，ネットワー

ク技術の成熟とともに，技術者集団を中心としたユーザ

ー層がより広い層へと広がる様相を深め， 1 SDN等の

基盤環境の整備に伴って，今後の高度情報化社会の基礎

的産業基盤として着目を集めている.これらがビジネス

組織に非常に大きなインパクトをもたらすであろうこと

は，すでに多くの識者によって指摘され分析されている

が，それが，社会の広範な制度や組織にL 、かなる影響を

およぼすかについての議論はこれからの課題を多く含ん

でいる [IJ [2J [3J [5J [9J. そこで1主，結果としての情報

化の影響を論じるよりは，社会の基盤環境として，われ

われがいかなる情報ネットワーク環境を構想してL 、かね

ばならないかが課題とならなければならない.

本論でわれわれが試みるのは，この問題である.出版

や放送といったマスメディア環境の成立が今日の市民社

会を可能とする社会的な情報伝達と学習の地平を形成し

たのと同様に，情報ネットワーク環境は，新しい時代の

地球社会のさまざまな制度，組織を支える基盤となるべ

れの生活の基盤を形づくるようになる時代に，人聞は，

差異を形づくる差異として，情報の結節点として機能す

ると同時に，それを意味づけする存在者であることが積

極的に要求される.今日のマスメディアがもっ，情報の

送り手と受け手との聞にある非対称性が消滅し，組織や

個人に積極的な情報発信能力が要求される時代が予感さ

れているのである.

われわれは以下でこの問題に関しての試論的考察を試

みたい.そのためには，まず，情報ネットワークという

ものがし、かなる特質をもったコミュニケーションを可能

とするかについて考察を加える必要がある.そこでは，

ネットワークのもつ，蓄積性，広域性，広場性といった

諸性質が問題とされる.

次にわれわれは，われわれが構想する新しい情報ネッ

トワーク環境をそれが要求される社会システムの倒jから

のニーズと併せて論じてみたい.近代組織における問題

解決のシステムが次第に，相互理解の自己組織化，意味

と予測の共有の方向に向かっていくとするならば，われ

われの組織は，その内部に意味の処理システムを内包す

る必要が生じ，それを可能にする技術基盤として情報ネ

ットワーク・システムは位置づけられるのである [8J.

2. 情報環境と組織構造

きコミュニケーション環境となるであろう.社会組織と 近代産業社会のコミュ=ケーションと組織構造

制度は，新たな情報ネットワーク環境のもとで大きく変 近代産業社会では，産業化の進展とともに，経済と子

貌するに違いない.機能を主体として組み立てられてき 孫の再生産の基本単位だった家庭はしだいにその機能を

た近代産業組織や種々の社会組織は意味と情報のシステ 縮小し，外部の組織に代替されていった.それは，機能

ムをもうひとつの軸とする柔らかL、組織へと変貌をとげ の縮小であると同時に，身近な意味空間の解体と再統合

る可能性がある.そこでは，組織への役割参加によって の歴史である.われわれは，産業組織に代表される近代

成立している近代市民社会の主体像そのものも変貌をと 社会の機能組織に役割参加をすることによって，より自

げるだろう.制度，組織，文化にかかわる広範な変動を 由度の高L、，またその解体と再統合が，原理的には家族

引き起こす可能性を情報ネットワーク技術は内包してい システムの解体とは切り離し得る機能空間を手にL 、れ

る.多彩で幾重ものレベルの情報システム環境がわれわ た.しかしそれと同時に近代産業社会の中で個は伝統的

な共同体から切り離され，そこでの意味的な構造の多く

でぐちひろし福島大学行政社会学部 はその再生産の基盤を失っていった.

干拓0-12 福島市松川町浅川字直通 2 それと同時に産業社会は，莫大な種類の新規な商品と
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いう差異の体系をわれわれの生活にもたらした.自らの

意味の場を構成するために，共同体のコミュユケーショ

ン構造に代わって登場してきたのが，マスメディアとい

う形のコミュニケーション構造である.産業社会は，新

聞，ラジオ，テレピをはじめとする.共通コンテクスト

の普及機能をもっ情報環境が強力に作用する社会であ

る.そこでは，情報の取捨選択の自由はあっても，個人

の情報発信の機能は技術的に限定されている.共通理解

のためのコンテクストを再帰的相互関係の内で形成可能

とするコミュニケーション環境は，家庭や地域，組織の

ごく限られた領域でのみ実現が可能であり，それを越え

た大域的な情報発信は，常に専門家集団の手によって制

御されてきた.そして，このことが，近代産業社会の機

能的なシステム境界としての，企業や国家組織という基

本的な組織単位の構造に反映している.意味あるいは共

通理解は，制御されるものでなく，相互形成するもので

あるが放に現代の組織はし、ちじるしく機能優位の構造を

もっ.

コンテクスト形成と情報環境

コミュニケーションにおいて，情報を発信する権利は，

きわめて重要である.しかし，歴史的にその権利は非常

に限定されたものであった.言論の自由という形で原理

的に認められている情報の交換の自由は，その基盤とす

るコミュニケーション技術の中て、大きくその効果を異に

する.たとえば，現在すでに存在する l 対 l コミュニケ

ーションのための電話というネットワーク技術は，非常

に大きなインパクトをもってはし、るが，その機能は限定

されている.

近年の電話システムは，さまざまの付加機能をもっ情

報環境へと進化しつつあるとはし、え，基本的にそこで提

供される情報環境には，情報の蓄積，検索，再生を行な

い新たな情報交換のコンテクストを複数の人間の間で生

み出すだけの機能はない.広域性はもつが，広場性や蓄

積性をもたない情報環境なのである.

ここで，われわれの用いた広域性という語について若

干の注釈が必要であろう.情報ネットワーク技術が可能

とした，あるいは今後可能とするであろうコミュニケー

ジョン環境は，既存のコミュニケーション環境と比べて

いくつかの際だった特色をもっ.コミュニケーションが

広域的であり，情報が蓄積性をもつことに関しては，す

でに説明の必要はあるまい.われわれがさらに着目する

のは，新しいコミュニケーション・システムのもつ広場

性とでも呼ぶべき性質である.

1989 年 2 月号

情報ネットワーグ環境の中では，テーマとし、う意味的

な境界をもっ広場をわれわれはもつことができる.ここ

で，この情報の空間のことを広場と呼ぶのは，それが非

定型的な出会いの交錯する半公的空間を形づくっている

からである.情報ネットワークの意味的に境界づけられ

た結節点としての広場は意味的に境界づけられていると

はいえ，それ自身新たな意味と共通理解の地平を創出す

る可能性と能力をもっコンテクスト生成のための場なの

である.もっとも，現在の情報ネ γ トワーク技術あるい

はデザインのもとて、は，システムの広場性は非常に限定

されたものでしかない.

われわれはここで，情報の広場のもつコンテクスト形

成機能に着目している.一般に情報環境は，すでに対話

者の聞に対話のためのコンテクストが共有されているこ

とを前提としたものか，あるいはその情報環境自体が対

話者の聞に新しい共通理解のコンテクストを作り出すこ

とを積極的に支援しているかで大きくその性質を異にす

る.従来の電話のように対 1 通信を，接続者を指定

する形でサポートする情報環境は前者であり，電子掲示

板あるいは電子会議のようなシステムは後者の性格をも

った情報環境である.ここでは，後者をコンテクスト形

成機能をもっ情報環境と呼びたい.このような情報環境

の出現と進化が，われわれの時代の歴史的な出来事なの

である.この広域性と蓄積性をもち，さらに広場性をも

っ情報環境の出現は，既存の組織に大きなインパクトを

与えざるを得ない.

従来，共通理解のためのコンテクストは，社会システ

ムにおいては，専門家集団としてのマスメディアや教育

システムを通じて配布され，あるいは組織のマネージメ

ント階層の中で配布されるとし、う形態が中心であり，家

庭や地域，さらには自らが機能的に参与している諸組織

からの情報発信には限界があったからである.広域性，

蓄積性，広場性をもっ共通コンテクスト形成のための情

報環境の発展は，この限界を打ち破るがゆえに，産業社

会の既存の組織構造にインパグトを与えずにはおかない

だろう.しかしこの変化は好ましい状況のみを作り出

すとは限らない.われわれ個人が主体的に情報発信に参

与することが要求される情報環境では，メンパーシップ

の問題，情報の質の問題をはじめ，解決されねばならな

L 、 L 、くつもの課題がある.それらは，われわれに情報発

信に対する態度の自己形成とそれに見合った、ンステムの

整備を要求するものである.

コンテクスト共有の臨路

今日，電子掲示板 (BB S) あるいは電子会議システ
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ムのような情報環境は，広域住，広場性，蓄積性を兼ね

備える代表的な情報環境である.しかし，現在のわれわれ

のシステムでは，情報提供者はしばしば予期せざる論争

へと巻き込まれる.この種のコンテクストを共有できな

い段階のコミュニケーションは，一般に非常な緊張を伴

う.他方，情報交換による共有される知識のネットワー

クがひとたびできあがると，そのコンテクストはジャー

ゴンを含み，それによって，自己と他を区別するシステ

ム境界を容易に形成する. それ故に， 通常の BBS で

は，情報のコーディネーターがテーマ毎に存在して，話

題の交通整理を行ない，新しい参入者に対する教育や援

助を行なうことが必要となる.この種の情報突換システ

ムで‘は，電子的な広場性，広域性，蓄積性をもったシス

テムの中でコンテクスト形成の中核を担うのは，依然と

して情報のコーディネーターとしての人間である.つま

りキーマンを中心としたスター型のネットワークができ

あがるのである.

これが現在のシステムの l つの決定的な陸路である.

そこでは，数万から数千万の人聞が異なる言語で同ーの

テーマについてコンテクストの調整を行なうような会議

は構想し難い.

しかしながら，われわれの社会の組織，文化に本質的

に影響を与えるのは地球規模での広域性をもち，コンテ

ダスト形成を強力に支援できるだけの知的機能をもった

情報環境としての情報ネットワーク・システムである.

このようなシステムを構想することが情報ネットワーク

のアプリケーション層での課題とならなければならな

い.そのときそれが既存の社会組織とどのように関連す

るかは，非常に大きな問題である.

コンテクス卜形成の支援システム

われわれはここで，成員が自己形成する相互理解の場

あるいは相互理解のコンテダストを問題としたい.われ

われは，組織内，組織間等多彩なレベルでの共通理解の

自己組織化の支援システムが新しい情報ネットワーク技

術の革新によって実現される可能性を問題としている.

そのためには，いかなるシステムが必要とされるのだ

ろうか.多数の人聞が各々の問題把握を表明し，主張を

行なうための支援システムは，現在必ずしも十分に発達

した技術ではない.このためには一種のプレゼンテーシ

ヨン環境がネットワーク上で実現されることが要求され

る.現在の電子会議が文字レベルの情報交換を中心とし

ているのに対して，文字のみならず，画像や音声をも含

んだハイパーテキストレベルのプレゼンテーション環境

84 (26) 

が必要とされることは確実であろう.だが問題は情報の

表現媒体のみにあるのではない.現在の情報交換システ

ムでは，情報交換は，特定のテーマ毎に必要とされるコ

ーディネーターの人的情報整理能力に制限された疑似ス

ター型のネットワークになりやすい.この制約を外すこ

とがコミュニケーションの革新のためには必要で、ある.

現在，数千から数万人の人聞が効果的に意見交換をし，

互いの見解を組織化していくための効果的なコミュニケ

ーション・システムは存在しない.数千人の自由な意見

を集約し，見解の相違を提示し，問題点をグルーピング

し，成員に再提示するといった一連の行為をし、かに、ンス

テムのレベルで支援するかが課題となる.情報のコーデ

ィネーターとしてのキーマンに依存せずにこの種の情報

交換が可能となるためには，単なる自然言語処理を越え

たコミュニケーションのための人工知能技術が必要とさ

れる.それは，集合的意思決定のための人工知能的コミ

ュニケーション・サポートシステムという新しい領域へ

の挑戦である.

今後の広域的なコミュニケーション環境の情報伝達の

ための基盤としての ISDNの上では，第 7 層のアプリ

ケーション層でさまざまな+ーピスが提供される予定で

ある.しかし，そこで提供されるサーピスの中には，現

在のところ，電子メールやデータベースレベルのサーピ

スはあるが，上述の意味でのコミュユケーション環境の

ためのサーピスは規格化されてはいない.われわれが今

後構想しなければならないのは，この種のシステムであ

ろう. コミュニケーション環境は，社会の公的資源であ

り，それが既存の組織におよぽす影響ははかりしれない

ものがある.それ故にそれは，技術の観点のみからでは

なく，社会，文化，経済の諸システムの側からの観点に

もとづいて構想される必要がある.だがそのために明ら

かにされねばならない問題も数多い.

第 1 に，特定の問題関心に応じた情報交換の広場の設

定とそこでの情報資源の使用に関する権利問題に関する

やっかし、な議論がある.意味的に境界づけられた広場の

設定とそこへの参加に関する諸権利は基本的な情報資源

であり，この資源の割り当てがどのように行なわれるか

は，システム自身の商業性と公共性の兼ねあいや広場の

利用形態と関連する大きな問題である.さらに，特定の

主題に関して設定された広場の維持と発展，分裂，解体

の論理やそこでの共通理解の生成のプロセスそのものが

十分に究明されているとは言い難い.これらの問題は，

社会学的問題であると同時に技術的な課題でもある.こ

れらは現在の BBSや電子会議システムでも大きな問題
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となっているが，情報ネットワ『ク環境が，基盤的な情

報環境としてわれわれの日常に浸透するであろう時代に

は，情報環境の質を規定する基本問題となろう.

新しい情報環境は，社会システムの有りようと密接に

関係する.上述の意味での相互理解の場の構成のための

支援システムは，従来の意思決定支援やコミュニケーシ

ョン支援のためのシステムの枠を越える.これをわれわ

れはコンテタス卜生成支援システム (CGS S) と呼びた

い. CGS S としての情報ネットワーク環境は，われわ

れの社会システムの新しい次元の公的基盤環境としての

意味をもっ.このような情報環境資源の利用が制度的基

盤として保証された高度情報化社会では，既存の組織は

大きな変貌をとげ新たなコミュニケーション文化が形成

される可能性がある.

すでに，既存の役割参加と資源の再生産，配分を特徴

とする産業社会の機能組織とは異なる，意味参加あるい

は情報参加を機軸とした組織が情報ネットワーク上に成

立しつつある.この種の組織は，今後の情報環境技術の

発展やネットワークの広域化に伴い，地球レベルでの広

がりと影響力をもつようになるだろう.すでtこユニック

スのUUCP ネットワークやBITNETによって成立

している研究者の地球規模でのコミュニティーは，大き

な影響力をもっに至っている [4 ].また BITNET上

では，地球大学という形での新しい教育研究システムの

構想も立てられつつある[l1J. 既存の産業組織が，機能的

な役割に特化した組織であったのに対して，これらの組

織は，意味あるいは共通理解の生成に特化した情報共同

体としての組織である.情報共同体は，広域性と広場性

をその特徴とし，役割l参加の縮小された，意味参加の空

間として成立している.

しかし，機能優位の組織と意味優位の組織の境界は，

先に述べたような情報環境の発達によって，急速に薄れ

ていくことが予想される.産業組織をはじめ多くの機能

的組織は，発展した情報環境のもとで，組織内，組織聞

を関わず，既存のシステム境界を越えた情報の交換を行

ない，独自のコンテクスト形成を試みるだろう.このよ

うな社会あるいは組織では，さらに組織の問題解決の方

法自体が， コントロール概念に基礎を置く機能制御の思

想から，問題の共有化とコンテクストの相互調整を基盤

とする，柔らかL 、問題解決システムへと変化していくこ

とが期待される.

3. 問題解決と情報ネットワーク

われわれはさらに情報ネットワーク環境の発展によっ

1989 年 2 月号

て，新しいタイプの問題解決システムが社会システムに

体制化できる可能性をネットワークの関係で考察してみ

たい.われわれは，新しい問題解決システムが社会シス

テムの中に導入される可能性を問題としたい.

近代産業社会での問題解決システムは，いちじるしく

機能優位である.社会計画あるいは組織の問題解決にお

いて，多くの場合，当該の問題は特定部門の専門家によ

って機能的観点から分析され，モデル化され，代替案が

提起され，意思決定基準にしたがった代替案の選択が行

なわれる.代替案選奴の正当性は，厚生経済学的視点か

ら，あるいは一定の組織合理性の観点から判断される.

そこでは，当該のシステムに関連する主体や組織の共通

の問題把握や意味参加のための支援システムは十分に提

供されていない.

ここで問題としたいのは，ネットワーク技術が可能と

するこの種の，共通理解の自己組織化のための基盤環境

である.われわれがこの種の情報ネットワークシステム

の可能性に着目するのは，それがわれわれの社会的認知

枠組み，世界観，内部モデルの相互調整と公的知識の自

己組織化のための支援システムとなる可能性を含んでい

る方、らで、ある.

、ードシステムズ・アプロ一千には，当該のシステム

に含まれる主体の世界観の調整という問題は含まれてい

ない.世界観の調整は，計画の実施問題として把握され

処理されている.当該の主体を含む関連システムの聞で

の組織レベルで‘の世界観調整のシステムは現状では制度

的に保証されていない.しかし，社会政策あるいは組織

の意思決定が広範な多数の関係する組織や個人の聞の相

互理解と共通の効果の予測，学習の場の中で実施される

必要性は今後ますます重要な課題となってくるであろ

う.それは，国際化の進展の中で地球規模での問題解決

に関しでも同様である.

これらの問題解決において一方的な公報や宣伝という

流れを越えて，相互的な理解調整あるいは共同理解の場

を構成することの重要性は強調し℃もしすぎることはな

いだろう.実際この種の主体を含むシステムの問題解決

に関する関連部門，関連主体問の理解調整，共同理解の

構成を含むシステム分析，システム実践の手法は，今日

ソフト・システム方法論等いくつかの分野で論じられて

はいる[ 7].しかし，それらのアプローチが対象として

いるのは，比較的狭い範囲の集団であり，広範な地域に

またがり，また非常に多くの主体を相手にしたものでは

ない.われわれは新しい情報ネットワーク技術が，この

種の問題解決に関しての共通コンテクストの形成のため
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の支援システムとして用いられる可能性に着目したL 、の

である.

今日， DS S (意思決定支援システム)と L 、ぅ形で，

意思決定を支援するさまざまなシステムが登場しつつあ

る.しかし，これらは， トップマネージメントあるいは

特定の部局レベルの意思決定を支援するもので，必ずし

も上述の分散した関連組織，主体の相互的情報発信と相

互理解の自己組織化をサーボートするものではない.わ

れわれは広範囲で場合によっては不特定多数を含む主体

を連結し，広域性と広場性，蓄積性を備えさらに相互理

解の自己組織化のための支援環境となる情報ネットワー

ク妓術の発達が， 21世紀に向けてわれわれが地球社会と

いうピジョンを共有できるか否かに大きくかかわってく

るのではなL、かと考えている.社会政策，あるいは組織

の意思決定，国際協調などの形で既存のシステムに変更

が加えられるとき，それに関連する主体は，自らの関与

する役割システムの変更を余儀なくされるのみならず，

それに関する自己理解，あるいは理解の共有をも変更せ

ざるを得ない.

しかしながら， システムの改変に関する組織の調整

は，利害システムレベルで行なわれでも，理解のシステ

ムの次元では積極的には支援されないのが普通である.

役割lのシステムの変更は必然的に理解のシステムの変更

を伴う.そこに，深刻な認知ギャップが存在すると，そ

の変革は多くの場合，逆機能を生じたりして，問題が生

じることになるだろう.換言すれば組織の変革には利害

システムの調整のみならず，認知システムの調整も必要

となり，それは，双方向的な情報発信と理解の共有のた

めの相互理解の自己組織化のシステムが必要とされると

いうことである.われわれに必要なのはそのためのコン

テクスト生成支援システム (CGS S) としての情報ネ

ットワークなのである.
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第13回国際数理計画法シンポジウム資料頒布のお知らせ

この 8 月，東京で開催された 1 SMP(第13四国際数理計画法シンポジウム)

のアブストラクト集が，まだ少々残っています.この資料は，約 600 件の研究

発表を網羅したもので，線形計画法における内点法に関わる 70件の発表をはじ

め，数理計画法の最新の情報が満載された貴重な資料です.シンポジウムに参

加する機会のなかった方々に実費5000円でお頒けしますので，学会事務局まで

お申し出ください.
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