
組織内情報ネットワークと組織のゆらぎ

渡辺慶和
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1.はじめに

本論文は，企業のネットワーク化に対して，組織内情

報ネットワークとしての意味づけを試みる.通常，企業

のネットワーク化を論じるさいに使われる視点は，組織

の情報処理システムをより効率的にするために情報ネッ

トワークを構築する問題として定式化されるものであ

る.これに対して，本論文の視点は，組織にとって既存

の役割体系の壁を撃ち破る巧妙な仕組みとして，情報交

換システムを定式化しようというものである.

従来の情報システムが，意思決定の迅速化，効率化と

いう能率 (efficiency) もしくは有効性 (effectiveness)

を強調しがちであったのに対して，本論文でとりあげる

組織内情報ネットワークは，意識的には作り出せないイ

ンパクト，新しいアイデア，創造性を求めるという組織

の活気 (effervescence) に焦点を合わせようとするもの

である.この意味で，組織内情報ネットワークは，個々

の組織構成員の『ゆらぎ』を，組織全体の新たな秩序形

成へとつなげる有力な装置として考えられる.

2. パソコンネットワークの現状

これまでにも複数台のコンピュ}タを結んで，お互い

の資源、を共有しようという発想はもちろんあったし，実

際いくつかの大規模なネットワークが実現されてもい

る.組織内情報ネットワークの実現形態は，パソコンネ

ットワークであって，大型のコンピュータ同士の不ット

ワークではない.その理由の 1 つは，経済性の問題であ

る.情報処理のシステムとは違って，このような情報交

換システムへの投資額に対する効果の分析は難しい.そ

の意味でも，技術進歩のおかげで，パソコンネットワー

クの構築が数百万円の投資額で可能となったことの影響

は大きなもである.従来のオンラインシステムが数千万

円のオーダーの投資を必要としていたことを考えれば，
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企業にとって大きなインパクトであるといえるだろう.

第 2 の理由として，私はこちらのほうが重要であろう

と考えているのだが，社会的にネットワークが身近にな

ったということがあげられる.まず，商業的な通信サー

ビス会社のネットワークの普及がある.たとえば，日本

電気の PC-VAN，アスキー社のアスキーネット，エヌ

アイェフの NIFTY-Serve の 3 ネットワークだけでも

約 5 万人の有料会員をかかえている.また，各マスコミ

の提供するネットワークも増えている.たとえば，朝日

新聞のサイエンスネット，週刊ポストのポストネット，

NHKのひょうたん島通信なども多数の人々に利用され

ている.つまり，パソコンネットワークを利用すること

が，それほど特別なことではないとする社会的合意が得

られつつあるといえるだろう.

また，郵政省の電気通信審議会が87年 6 月にまとめた

[電気通信高度化ビジョン j によると， 平成 3 年度のパ

ソコン通信の利用パソコン台数は，昭和60年度の約20倍

にあたる94万台にも達するとされている.さらに，通信

機能付のワープロに至っては， 60年度ではゼロに近かっ

たものの， 平成 3 年度では， 270万台に達し，パソコン

の 3 倍近くの台数になるだろうと予測されている.

このような理由から，電話，ファックス等の他のメデ

ィアにはない情報交換能力として，電子メーノレ，電子掲

示板(BB S)，電子会議を備えたパソコンネットワーク

は，今後ますます組織において利用されていくものと考

えられる.

3. 組織内情報ネットワークとその特徴

3.1 シナジヱティクスとしての組織コントロ

ール

通常，サイパネティックスの意味で使われるコントロ

ーんという用語は，次のような前提の上に成立する.シ

ステムに対して扱うべき特質が明らかであり，その特質

について一定の目的が所与であり，その目的と実際のア

ウトプットとを比較して，その差異を求め，差異を縮減

すべくインプットを修正する.現代の制御理論は，この
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ようなコントロール概念の下で展開されてきた. しか

し，逆にいえば，一定のシステム目的が立てられない状

況では，サイパネティック・コントロールは全く制御能

力をもたないのである.

そのような場合には，強力な制御中枢よりも，むしろ

個々のシステム要素の行動の方に焦点があてられる.し

たがって，人聞が重要な要素となるような組織システム

のコントロールには，上述のサイパネティックスのコン

トロールではなく，シナジ且ティックスのコントロール

を考える必要があるだろう.シナジェティックスとは，

システムの構成要素が， ミクロレベルでの『ゆらぎ』を

きっかけとして，協同的な行動をとることでマクロレベ

ルでの秩序を形成していく現象を扱う概念である.

このような考え方は，コントロールを最小にして，要

素のもつ能力に依存するものといえる.要素のもつ能力

とは，自己の意味体系を再構成することによって他の要

素への働きかけを媒介として，全体の意味体系を変更し

ていく能力のことである.

組織は，できるだけ最小のコントロールに徹して，個

々の要素がもっ能力をさらに高めていけるような方策を

とれば良いということは，直観的にはわかる.では，そ

のような仮定から出発して，具体的な方策を考えてみよ

う.しかし，勝手な解釈を，さまざまな道具につけてみ

でもあまり興味のあることではない.ここでは，あらゆ

る行動と決定に必要な情報処理と情報交換の観点から考

えてみる.

まず，企業はここ 20数年の聞にめざましい情報処理技

術の発展の恩恵を受けてきた.いちいち数え上げるまで

もなく， MI S にはじまり OA化の流れのなかで，情報

処理システムの開発は，組織はもちろん，個人の情報処

理能力も格段に発達させてきた.

しかし，情報交換のシステムについては， われわれ

は，まだ途上にある.上述したように，決して技術・経

済の問題として，全面導入が難しいのではない.われわ

れは，組織における情報交換のシステムに対して，その

価値を正当に評価できていないだけのことである.役割

の体系， 権限責任の体系として構築されてきた組織で

は，情報は公式的に決まったノレートでしか流れないとさ

れてきた.しかも，これまでの意味体系を変更させるよ

うな情報は，非安定化パラメーターの『ゆらぎ』として

取り除かれざるをえないものとして扱われてきた.

『ゆらぎ』とし、う言葉自体は，物理学のものである.

ある量を観察したとき，その測定値が平均値のまわりで
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不規則に変化する現象を示している.しかし，組織すな

わちシステムについて， Irゆらぎ』を論じるさいには，そ

のコンテキストはかなり異なったものとして考えるべき

である.つまり，組織で『ゆらぎ』を論じる場合には，

個人レベルの『ゆらぎ』が組織全体の秩序形成につなが

ってし、く点が強調されるのである.平均値からの単なる

逸脱が，すべて『ゆらぎ』となるのではない.

では，新たな秩序形成に向かわないようなものを，こ

こでいう『ゆらぎ』からどうやって排除するかという点

について，自己組織性の論理からは，自省作用による既

存の意味体系の変更能力によるとされる.単なるルール

破りをここではIrゆらぎ』とは呼ばない. Irゆらぎ』

は，他の構成員に影響を与え，組織全体の新たな秩序形

成に貢献するものでなければならない.

企業では，このような『ゆらぎ』を，組織の中でどう

やって起こすかという方策論として，多くの仕組みが試

みられてきた. これらの方策に共通に期待される効果

は，個々の組織構成員が，他部門での仕事の進め方，す

なわち意思決定の型を理解することで，部門別の調整コ

ストが低減するだろうということである.

組織レベルて‘の実行:

(1)組織構造を部門横断的に設定する. (プロジェ

クト制)

集団レベルでの実行:

(2) 組織構成員を，定期的に部門間で異動させる.

個人レベルでの実行:

(3) 組織構成員を，積極的に組織外部の他の専門領

域の人々と交流させる.

これらは，すべてその対極としての方策をもっ.つま

りIrゆらぎ』をできるだけ発生させないようにする方

策である.

組織レベルでの実行:

(1' )組織構造を， 縦割りに設定する. 事業部制.

集団レベルでの実行:

(2') できるだけ，同ーの職務につけて習熟効果を

期待する.

個人レベルで‘の実行:

(3' )同一専門領域での研究交流. 所属学会の研究

会出席.

さらに，これらのレベルを統合する別の概念が，組織

学習であるといえる.組織学習を，情報の他者利用の程

度で測るとすればIrゆらぎ』の発生頻度にかかわりな

く，各レベノLの統合は可能となる.
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組織内情報ネットワ}クは，各レベルを統合しつつ，

『ゆらぎ』を発生させることを第 l の目標として， 組織

構成員のコミュニケーション能力を高めるための道具を

提供する.そして，その結果として，組織の新たな秩序

形成を促すのである.これは，まさにシナジェティック

スのコントロールを意味している.

『ゆらぎ』の発生については，よくシステム要素の不

安定性が問題にされる.しかし構成要素にとって合理

的な行動が，システムの変革につながるのである.構成

要素にとっての合理性とは，組織内情報ネットワークの

場合， <面白さ》だと考えられる.こうした《面白さ》は，

官僚制組織では，排除されてしまう要素であるが，実は

組織構成員の行動を組織全体の新たな秩序形成へとつな

げていくブレークスーんとなっているのである.制御中

枢が，一定の方向，すなわち『ゆらぎ』の方向に構成員

を引っ張っていくのではない. <構成員のより活動しや

すい場を作る》ことで『ゆらぎ』を発生させるのであ

る.

構成要素が動けることを保証することが，この組織内

情報ネットワークの重要な目的である.本論文では， <新

しいうねりを引き出す(活性化する，創造的にする)>>と

いう組織の活気 (effervescence) を実現する装置とい

う意味で， 組織内情報ネットワークを， <ゆらぎ発生装

置》と呼んでいる.もちろん，従来の官僚制組織を完全

に否定して，ネットワークが実現できるというのではな

い.権限責任にしたがう指示・報告は，従来の公式組織

と呼ばれる部分を通じて行なわれ， コミュニケーション

の部分が，組織内情報ネットワークで行なわれることに

なろう.いし、かえれば，従来からの情報処理システムは

権限責任の遂行に必要なのであり，新たな情報交換シス

テム，すなわち組織内情報ネットワークは『ゆらぎ』発

生のために必要なのである.

3.2 組織内情報ネヴトワークの特徴

組織内情報ネットワークの特徴づけは，組織という社

会システムが，実際にどのような情報交換のシステムを

包含してきたのかを考察することによって可能である.

これまでは，基本的な前提として，情報システムは，す

でに社会システムが存在していて，その後に情報技術が

発達することで，社会システムを効率化するための有効

な補助手段になると考えられてきた.

しかし，現在，情報技術の発達は社会的ネットワーク

の構造までも変えてしまうほど強力なインパクトをもつ

ようになってきた.つまり，情報技術の発達は大量の情
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報を，即座に多数の人々に伝えることを可能にしたので

ある. たとえば， 国防省高等計画局の ARPANET

(Advanced Research Project Agency NETwork) 

は，通信衛星を使い，アメリカ全土はし、うにおよばず，

ヨーロッパや極東をも覆う世界最大規模のネットワーク

であり，研究者間の情報交換の強力な道具となってい

る.各研究者は互いに何を行なっているかを即座に知る

ことができるようになり，研究効率も数倍になったとい

われている.各研究者にとって，ネットワークとは，単

に，個人の研究を効率的に進めるだけでなく，ある種の

《面白さ》を備えたものなのである.

このような社会的ネットワークに対応するものが，組

織内情報ネットワークである.従来の組織設計論では，

意思決定に必要な情報をし、かに効率良く収集するか，も

しくは提供するかという観点から，情報システムの構築

を論じてきた.しかし，組織の創造的な活動を引き出す

には，従来の権限責任とは別立てのコミュニケーション

が許されなければならない.しかも，数倍の効率で可能

でなければならない.また，このような組織内情報ネッ

トワークは，組織に『ゆらぎ』を起こさせるための戦略

であって，個人の側に予め決められた行動を強制するも

のではない.あくまで，個人の側の《面白さ》という合

理的な判断による行動の結果として，個人聞に協同現象

を引き起こすことを狙ったものである.

また，組織内情報ネットワークは，意思決定過程の要

素である情報収集活動ともその強調点において異なって

いる.組織内情報ネットワークの真の狙いは，情報を単

に集めるというよりは，そのようなコミュニケーション

を通じて，自らの判断の基準になっているテンプレート

の変更を促す，もしくは自分のテンプレートについてよ

り深い理解をもたらすことである.

テンプレートとは，個人レベルでの判断基準のことで

あり，個人の価値観・信念から成っている.つまり，個

人レベルの参照枠を明らかにする概念であると言えよ

う.この意味で，テンプレートは，かなり心理学的・知

覚的な商に強調が置かれている.他方， パラダイムと

は，組織レベルでの判断基準であり，社会学的，認識的

な面に強調を置いた観念である.テンプレートとは，対

象としているレベルが全く異なっている.換言すれば，

パラダイムは，他の組織構成員であればどうするであろ

うかを判断するための基準で、ある.この基準は，組織の

価値観・信念からなっている.この意味で，パラダイム

は，組織レベルで、の個人の参照枠を明らかにする概念で
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ある.

組織構成員が《面白さ》を追求するさいには，上述し

たテンプレートとパラダイムの両方と深く関係してく

る.つまり，組織内情報ネットワークが『ゆらぎ』発生

装置としての能力をもつためには，多くの構造特性と過

程特性を備えていることが必要で・あるが，その内でも，

特に構造特性の中では分散性，過程特性の中では価値性

が重要である.なぜならそれらは，宮僚制組織におい

てもっとも不当に扱われてきた特性でもあるからであ

る.組織内情報ネットワークは，分散性・価値性を強調

して，官僚制組織では難しいとされる創造的な活動を許

し，新しいパラダイムの創出へと導くのである.組織論

での研究成果によれば，組織の形態は，環境とのマッチ

ングで決まる.しかしさらにその形態の有効性を引き

出すためには，ネットワークが整備されていること，つ

まり，ネットワーキングの程度が重要な要件となる.

組織は，環境との問で入出力の交換を行なうオープン

γステムであり，特に，情報の交換が重要である.なぜ

なら，意思決定者は，意思決定の効率を高めること以上

に，組織の行動に対して意味を付与することを求められ

ているからである.換言すれば，意思決定者は，個人レ

ベルの参照枠であるテンプレートと組織レベルの参照粋

であるパラダイムとをつなげる作業を常に行なっている

のである.

このような組織内情報ネットワークを形成することに

よって，個人レベルの行動にどのような変化が生じるの

であろうか.組織内情報ネットワークは，人々に互いに

知り合う新たな機会を提供している.年齢も学歴も異な

る人々が，さまざまな問題を解決するために，しかも，

自らの興味にしたがって，結節点、として，あるいはリン

グとして機能する.以前であれば，同じ学歴，同じ職歴

を通じて非公式組織を形成することでしか知り合えなか

った人々は，問題解決のために広範囲に集まることが可

能になる.組織内情報ネットワークの場合，下層の社員

と上層の幹部とが，既存の権限階層にこだわらない新し

い形の別のパスで情報を交換することに特徴がある.

組織内情報ネットワークのメ γパーにとって，現在使

用しているネットワーク部分は絶対的な存在ではなく，

個人的な《面白さ》に応じて，問題ごとに利用する部分

を変えていくことになる.組織内情報ネットワークは，

個人が《面白さ》を感じるテーマについて自由にコミュ

ニケーションを行ない，自らの問題を解決しつつ，テン

プレートを理解して，結果として，パラダイムの転換を
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図るというサイクルをたどることになるのである.

これまでとは違し、，組織の中でこそ，個人の幸福と個

人にとっての《面白さ》の追求が，全体の論理に優先さ

れるべきであろう.なぜなら，各個人が《面白さ》を追

求してゆくことのできる組織内情報ネットワークの形成

によって，新たな価値観のすり合わせが行なわれ，組織

の活気 (effervescence) の創出が行なわれやすくなる

からである.

4. 組織内情報ネットワークの実験

前節までで述べてきた組織内情報ネットワークの例と

して， リクルート社の『あいしてる I (ワン)JIという社

内パソコン通信をとりあげる.このネットワークは，社

内報編集室に置かれたホストコンピュータと本社・支社

などに置かれた80台の端末機を結ぶもので，現在従業員

の 2 割弱にあたる約 900 名の希望者によって運営されて

いる.

リクルート社のネットワークは，コンピュータメーカ

ーの主導するネットワークとは，その強調点にかなりの

違いが見られる.メーカーの場合は，伝票の流れをその

ままネットワーク化するという業務中心の情報システム

設計になっているのに対して， リクルート社の場合は，

『斜めの社内コミュニケーション』と呼ばれるように，

社員同士のコミュニケーションの手段として導入されて

いることである‘

現在， Iì'あいしてる I (ワン )JJ は， 25のコーナーをも

っメニュー選択方式で利用されている.そのうち，利用

者が多いのは自己紹介J ， rサロン J. r社内行事J ，

「料理J ， r子育て J などの趣味に関するものであるが，

全国の事業所の秘書ネットワークなど，同じ職業の者同

士の情報交換と L、う形態をとるものもある

さらに. r新製品，新企爾提案箱J. r顧客サーピス J ，

「通信技術の知識J など， 仕事に関する利用も行なわれ

ている.たとえば，新企画についてのアイデアの募集で

あるとか， ラ年後の会社の事業についての会議等がパソ

コンネットワーグ上で開催されている.この他にも. E 

ZOE ホットライン. I DAホットラインと呼ばれる会

長，社長とのコミュニケーションラインが用意されてい

る.もちろん，これらは，通常の権限・責任のラインと

は無関係に設定されている.

このように，全国に散らばる互いに顔も見知らぬ社員

と自由に意見を交換するなど，組織内情報ネットワーク

のもつ時間と空間を越えたコミュニケーション能力が発
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揮されているのである.これは，従来の情報処理システム

にはな L 、 L 、ちじるしい特徴で，まさに人と人が情報を提

供し合う情報交換システムなのである. w…従業員が増え，

知らないもの同土が多くな→ているので，…人と人との

出会いにも威力を発揮する』と言われるように，組織構

成員のもつ価値観と信念の表出と，すり合わせ作業の場

として，パソコンネットワークが使われているのである.

5. むすび

本論文では，組織内情報ネットワークを単なるコンピ

ュータシステムあるいは，情報処理システムとして考え

るのではなく，各メンバーがネットワーカーとしての自

覚をもって， l 、 L ‘替えれば，参加寸るしないの決定権を

もって，主体的に参画していく社会システムとみなし

た.ネットワーヵーが《面白き》を認識できないシステ

ムは，ネットワークとはいえない.

われわれは，ネットワ}グについて考察するさいにp

都会的なネットワ}タ論と，牧歌的なネットワーク論を

区別して，正しい認識を行なう必要がある.牧歌的と

は，人と人との純朴な精神にすべてを依存する様相を呈

するものである.長い時間をかけて築きあげてきた関係

を，この後も続けてゆくことが期待されるものである，

イメージとしては，のどかな草原で草をむしりながら，

人と人が直接に語り合うような情景であろろ.

しかしわれわれの社会は，疑いもなく都会的なそれ

である.時間に追われ，仕事に追われて，さまざまな人

が現われては消えてゆく.そして多くの場合，人々は，

限られた場面だけの付き合L 、を繰り返し行なうのであ

る.このような組織の中で，ネットワ}グを構築しよう

とするとき，牧歌的なネットワ}タではありえない.

一定の役割の中で，個人としてではなく，組織人とし

て思考し，行動せざるを得ない現代人にとって，ネット

ワークとは単なる純朴な人々の集団ではない.ネットワ

ークを通じた情報交換から，自分にとって何か役に立つ

ものはなし、かと情報を求め，さまよう都会人たちの集ま

りなのである，ネットワークを使うことで，自分にとっ

て価値のある情報が獲られるから面白いのである.この

《面白さ》が，現代では必要とされている.個人の《商白

さ》を，どうやって組織の活気 (effervescence) にま

でもっていくのかという観点から，組織内情報ネットワ

ークを研究することが必要なのである.
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